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実習実施者と監理団体の実習監理に係る契約書 

 

 医療法人泰山会（以下「実習実施者」という。）とケアネットワーク協同組合（以下「監理団

体」という。）は、監理団体と「監理団体と外国の送出機関との団体監理型技能実習の申込みの

取次ぎに関する契約書」締結済みの、送出機関の送り出す技能実習生に対し、実習実施者及び監

理団体が実施する外国人技能実習事業（以下「技能実習事業」という。）について、次の通り契

約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第１章 総則  

（目的）  

第１条 この技能実習事業は、日本国の諸法令に基づき、技能実習生に日本国の産業が有する

技能、技術又は知識（以下「技能等」という。）を修得させることにより、技能実習生の母国

に技能等の移転を図り、技能実習生の母国の産業の発展を担う人材育成に資するとともに、

両国間の相互理解と友好親善の推進を図ることを目的とする。 

  

第２章 技能実習事業の基本的枠組み  

（監理団体の許可、技能実習計画の認定、送出機関の公的機関からの推薦又は送出国 

政府からの認定）  

第２条 実習監理を行う監理団体は、日本の主務大臣の許可を受ける必要があり、許可証の取

扱職種の範囲等に介護職種が含まれている必要がある。又、技能実習を行わせようとする実

習実施者は、監理団体の指導に基づき技能実習生ごとに介護職種に係る技能実習計画を作成

してその技能実習計画が適当である旨、日本の主務大臣の委任を受けた外国人技能実習機構

の認定を受ける必要がある。送出機関は、外国の公的機関からの推薦又は外国政府からの認

定を受ける必要がある。送出国によっては介護職種の推薦または認定を受ける必要がある。 

 

（技能実習生の要件）  

第３条  

（1）１８歳以上であること 

（2）制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること 

（3）本国に帰国後日本において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されて

いること 

（4）日本において従事しようとする業務と同種の業務に技能実習生の母国において従事した経
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験を有すること又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること 

（5）母国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること 

(6) 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと（やむを得ない事情が

ある場合を除く） 

(7) 介護職種の第１号技能実習の技能実習生は、日本語能力試験の N4に合格している者その他

これと同等以上の能力を有すると認められる者であること 

(8) 介護職種の第２号技能実習の技能実習生は、日本語能力試験の N3に合格している者その他

これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。 

 

（技能実習）  

第４条 第１号技能実習は、技能実習生が、技能等を修得するため、監理団体により受け入れら

れて必要な講習を受けること、及び監理団体による実習監理を受ける実習実施者との雇用契

約の下、技能実習法等の定めに従い認定を受けた技能実習計画に基づいて、その実習実施者

の事業所において当該技能等に係る業務に従事することをいう。 

2 第２号技能実習は、第１号技能実習を修了した者が、技能等を習熟するため、第１号技能

実習と同一の実習実施者との雇用契約の下、技能実習法等の定めに従い認定を受けた技能

実習計画に基づいて、その実習実施者の事業所において当該技能等に係る業務に従事する

ことをいう。なお、第２号技能実習への移行のためには、基礎級の技能検定等の実技試験

と学科試験の合格が必要となる。 

3 監理団体は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすも

のであることを自覚し、実習監理の責任を果たすものとする。 

 

（日本国における技能実習の期間）  

第５条 日本国における技能実習の期間は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保

護に関する法律及び同法に関する政令・省令・告示（以下「技能実習法等」という。）が規定

する第１号技能実習、第２号技能実習による期間に区別して設定するものとする。 

2 第１号技能実習に係る技能実習期間は、１年以内とする。 

3 第２号技能実習に係る技能実習期間は、２年以内とする。 

 

（入国後講習及び入国前講習）  

第６条 技能実習法等の規定に基づき技能実習生が入国後に受講する講習は、監理団体が関係

法令に従い適正に実施するものとする。 
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2 講習の時間数は、第１号技能実習の予定時間全体の６分の１以上とする。ただし、監理団

体が自ら又は他の適切な者に委託して実施する入国前講習、又は    国の公的機関若

しくは教育機関が実施するもので監理団体がその内容を入国後講習に相当すると認めた入

国前講習を、次項の条件を充足する内容により、当該技能実習生が、過去６月以内に１月

以上かつ 160 時間以上の座学の課程にて受けた場合は、第１号技能実習の予定時間の全体

の１２分の１以上とすることができる。 

3 本邦外における入国前講習は、    国において、それぞれ日本語、日本国での生活一

般に関する知識及び日本国での円滑な技能等の修得に資する知識について、座学（見学を

含む。）で実施されるものとする。 

4   介護職種においては、日本語科目の入国後講習は、240 時間以上であり、かつ以下を標準と

して行われるものとする。 

教育内容 総合日本語 聴解 読解 文字 

時間数（※） 100 (90) 20 (18) 13 (11) 27 (24) 

発音 会話 作文 介護の日本語 合計 

7 (6) 27 (24) 6 (5) 40 (36) 240 

  なお、入国前に、日本語能力試験の N３程度以上を取得している技能実習生の場合は、以

下の通り 80時間以上とする。 

教育内容 発音 会話 作文 介護の日本語 合計 

時間数（※） 7 (6) 27 (24) 6 (5) 40 (36) 80 

※上記を標準として時間数を設定する。その際（  ）内に記載した時間数が最低限の時間数

として求められる。 

日本語科目の講義は、学校教育法に基づく大学又は大学院において日本語教育に関する課程

を修めて当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者その他これと同等以上の能

力を有すると認められる者を講師として行われるものとする。 

5  介護職種においては、技能等の修得等に資する知識科目の入国後講習は、42 時間以上で

あり、かつ以下を標準として行われるものとする。 

教育内容 介護の基本 

Ⅰ・Ⅱ 

コミュニケー 

ション技術 

移動の介護 食事の介護 

時間数 6 6 6 6 

排泄の介護 排泄の介護 衣服の着脱 

の介護 

入浴・身体の 

清潔の介護 

合計 

6 6 6 6 42 

    技能等の修得等に資する知識の科目の講義は、社会福祉士及び介護福祉士法に規定する学

校又は養成施設の教員として、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第四の介護の
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領域に区分される教育内容に関して講義した経験を有する者その他これと同等以上の知

識及び経験を有すると認められる者を講師として行われるものとする。 

6  介護種目においては、入国前講習で各科目について所定の時間数の２分の１以上の時間数

の講義を行った場合には、入国後講習において２分の１を上限として各科目の時間数を短

縮できる（各教育内容については、講義を行った時間数の分だけ短縮可能）。 

  入国後講習の時間数を短縮する場合は、入国前講習における教育内容と講師は、入国後講

習と同様の要件を満たしている必要がある。但し、入国前の日本語科目の講義の講師につ

いては、「外国の大学又は大学院を卒業し、かつ申請の日から遡り３年以内の日において

外国における日本語教育機関の日本語教員として１年以上の経験を有し、現に日本語教員

の職を離れていない者」も認められるものとする。 

 

（技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員・監理責任者）  

第７条 実習実施者は、技能実習を行わせる事業所ごとに、以下の者を選任する。 

（1）自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督したり技

能実習の進捗状況を管理する等の統括管理を行う技能実習責任者 

（2）技能実習の指導を担当する者として、修得等をさせようとする技能等について５年以上の

経験を有する技能実習指導員 

介護職種においては、技能実習指導員のうち 1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その

他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者であるものとし、技能実習

生 5名につき 1名以上の技能実習指導員を選任するものとする。 

（3）技能実習生の生活の指導を担当する者として生活指導員 

2 監理団体は、監理事業に関する事項を統括管理する監理責任者を、監理事業を行う事業所

ごとに選任する。 

 

第３章 技能実習生の処遇等   

（技能実習生の処遇）  

第８条 講習期間中の処遇は、技能実習法等を遵守し、次の通り定める。 

（1）入国当初における講習期間中は、平均的な日本人の生活水準を維持できる生活実費を講習

手当として、監理団体が毎月１回定期日に技能実習生本人に直接全額を支給する。この講

習手当は、別紙技能実習生受入費用記載の金額とし、実習実施者の費用負担とする。現金

支給の場合には、技能実習生本人の受領印又は受領の署名を徴するものとする。 

なお、講習のために日本国内の移動費用が生じた場合には、講習手当とは別に実費を支給

する。 
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（2）講習期間中の宿泊施設については、監理団体が適正な宿泊施設を確保し、技能実習生に貸

与する。当該入国後講習費用は、別紙技能実習生受入費用記載の金額とし、実習実施者の

費用負担とする。 

（3）講習は、一週間あたり 40時間を超えないものとし、かつ、予め定めた講習時間外の時間及

び講習日以外の日には行わないものとする。 

（4）監理団体は、技能実習生について、保険加入すること等を通じて、講習期間中の死亡、負

傷、疾病などの場合における保障措置を講じるものとし、別紙、技能実習生受入費用の金

額を実習実施者が費用負担する。 

2 技能実習期間（講習期間を除く。以下この項において同じ。）中の処遇は、技能実習法等や

労働関連法令等を遵守し、次の通り定める。 

（1）講習終了後に、技能実習生は実習実施者との雇用契約の下、技能実習活動を行うが、当該

雇用契約は、日本入国前に締結され、講習の終了後に効力が発生するものとする。  

（2）実習実施者は、毎月、一定期日に技能実習生本人に対して直接賃金の全額を支払う。ただ

し、法令の定めがある税金、社会保険料などの控除を、また労使で賃金からの控除協定を

締結している場合その範囲内での控除をすることができる。なお、本契約により控除する

額は実費を超えないものとする。 

 また、実習実施者は賃金支払いに際して、現金支給の場合には、技能実習生本人に賃金

支払明細書を交付の上、賃金台帳に技能実習生からの受領印又は受領の署名を徴する。口

座振込みの場合は、口座振込みに関する労使協定を締結し、本人の同意書を取り賃金支払

明細書の交付を行う。 

 なお、技能実習期間中に日本国内の移動費用が生じた場合には、実習実施者の規定によ

り旅費等の手当を支給する。 

（3）技能実習期間中の宿泊施設については監理団体又は実習実施者において適正な宿泊施設を

確保し、技能実習生に対し貸与するものとする。 

（4）技能実習期間中における所定労働時間は、休憩時間を除き、原則として１週間について 40

時間、１日について 8 時間を超えないものとする。ただし、労使協定を締結した場合、そ

の範囲内で時間外・休日労働を行わせることができるものとし、その場合には割増賃金を

支給する。なお、所定時間外労働、休日労働又は深夜労働を行わせる場合であっても、実

習実施者は、技能実習制度の趣旨を踏まえ、技能実習生が長時間労働とならないよう配慮

するとともに、技能実習生に対する指導が可能な体制を確保するものとする。また、介護

職種にあっては、夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる

業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保などのために必要な措置を講ずるも

のとする。 

（保証金等の管理及び違約金等の契約の禁止について）  
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第９条 監理団体及び送出機関は、技能実習生等（技能実習生及び技能実習生候補者をいう。）

又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関

係を有する者（以下、「技能実習生等及びその関係者」という。）との間で、技能実習に関連

して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産（以下、「保証金等」とい

う。）を管理しない。又、技能実習生等及びその関係者との間で、技能実習に係る契約の不履

行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約（以

下、「違約金等の契約」という。）を締結しない。 

2 監理団体及び送出機関は、監理団体と送出機関の相互間において、技能実習に係る契約の

不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定するこ

とを行わない。 

 

（技能実習生の遵守すべき事項）  

第１０条  

（1）監理団体及び実習実施者の指導に従い、誠実な姿勢で技能実習を全うすること。 

（2）修得した技能等を帰国後有効に活用し、母国の産業の発展に寄与すること。 

（3）日本国滞在は単身で行い、同居を目的とした家族の呼び寄せは行わないこと。 

（4）在留資格で認められた活動以外の収入や報酬を伴う活動は行わないこと。 

（5）日本国での滞在期間中は、自らが責任を持って、旅券については保管し、在留カードにつ

いては携帯すること。 

（6）技能実習修了後は速やかに帰国すること。 

 

（途中帰国について）  

第１１条  倒産等のやむを得ない場合を除いては、実習実施者や監理団体の一方的な都合によ

り、技能実習生を実習期間の途中でその意に反して帰国させない。なお、技能実習生が技能

実習を継続する希望を持っている場合には、監理団体及び実習実施者は、他の監理団体及び

実習実施者等との連絡調整等の必要な措置を講じる。 

  

第４章 送出機関、監理団体の役割、義務、費用負担等  

（送出機関の役割と義務）  

第１２条 送出機関は、次の役割と義務を負う。 

（1）技能実習生候補者（求職者）の募集及び求職の申込みの受付。 

（2）第３条に定める要件に該当する技能実習生候補者（求職者）の選抜及び選抜された技能実
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習生候補者（求職者）に係る求職者名簿の整理及び管理。 

（3）求職者名簿の監理団体への送付及び監理団体に対するその他の情報の提供。 

（4）技能実習生候補者（求職者）に対して技能実習事業の詳細について説明し、及び実習実施

者（求人者）に関する情報、実習実施者（求人者）の提示する労働条件等の募集条件につ

いて明示し、及び技能実習生候補者（求職者）が十分理解できるよう説明すること。 

（5）求人情報の管理。 

（6）監理団体と協議、相談の上合意した方法による、技能実習生候補者（求職者）と実習実施

者（求人者）のマッチングを図るための適切な措置を講ずること、及びマッチング結果の

把握。 

（7）技能実習生等及びその関係者が、保証金等を管理されておらず、違約金等の契約をしてい

ないことについて、技能実習生候補者に確認すること。 

（8）技能実習生の来日及び滞在に関する自国政府への法的諸手続の実施、及び日本国での入国

及び在留手続きに必要な書類の準備。 

（9）派遣前の健康診断及び歯科診断の手配及び同診断結果の監理団体への通知。 

（10）監理団体の委託による入国前講習の実施、出発前のオリエンテーションの実施。 

（11）技能実習を修了して帰国した者に対する、修得等をした技能等が適切に活用できるような

就職先のあっせんその他の必要な支援。 

（12）技能実習事業に関する事務担当者又は連絡担当者の配置及び技能実習生等の所属企業又

は監理団体との連絡・協議。 

（13）その他、送出機関が実施する必要のある職業紹介業務及び技能実習事業の円滑な推進。 

 

（監理団体の役割と義務）  

第１３条  監理団体は、次の役割と義務を負う。 

（1）実習実施者（求人者）の募集及び求人の申込みの受付。 

（2）実習実施者（求人者）の確認・確保並びに求人者名簿の整理・管理、求人者名簿の送出機

関への送付及び送出機関へのその他の情報提供。 

（3）実習実施者（求人者）に対する技能実習事業の詳細についての説明、及び求職者名簿の実

習実施者（求人者）への提供並びに求職者名簿の整理・管理。 

（4）送出機関と協議、相談の上合意した方法による、技能実習生候補者（求職者）と実習実施

者（求人者）のマッチングを図るための適切な措置を講ずること、及び実習実施者（求人

者）の採用結果の把握。 

（5）本契約書締結の際に送出機関に対して、送出機関が技能実習生等及びその関係者との間で、
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保証金等を管理しておらず違約金等の契約をしていないことを確認すること。 

（6）技能実習生の来日及び在留のための日本国政府に対する法的諸手続きの実施。ただし、実

習実施者が行うことを妨げないこと。 

（7）技能実習生用の宿泊施設及び講習施設の確保。ただし、実習実施者が行うことを妨げない

こと。 

（8）入国前講習の送出機関への委託及び入国後講習の実施。 

（9）実習実施者による適正な技能実習計画の策定に対する指導、及び技能実習計画に基づく実

習実施者の適正な技能実習実施の監理・指導、その他の実習実施者に対する監理・指導。 

（10）技能実習生からの各種相談への適切な対応。 

（11）実習実施者の倒産等、技能実習生の責めに帰することができない事由により技能実習の継

続が困難になった場合における新たな実習先の確保（技能実習生が技能実習の継続を希望

するときに限る）。 

（12）技能実習事業に関する事務担当者又は連絡担当者の配置及び送出機関との連絡・協議。 

（13）その他、監理団体が実施する必要のある監理事業の円滑な推進。 

 

（募集時等の技能実習に係る条件の明示と説明）  

第１４条 監理団体又は送出機関は、実習実施者と協力して、技能実習制度に係る関係法令につ

いて必要な説明を行う。監理団体又は送出機関は、技能実習生等に対し母国語で作成した文

書をもって、技能実習の内容、実習実施者が明示する労働条件、第２号技能実習又は第３号

技能実習への移行にあたり受検することが必要な技能検定（又は技能実習評価試験）、及びこ

れまでの合格実績について明示する。特に賃金の決定、賃金の計算等の方法、食費・住居費

等の賃金からの一部控除の取扱、渡航費用の負担の有無等に関する条件の詳細については充

分に説明する。 

2 監理団体又は送出機関は、技能実習生等に対して、技能実習のための雇用契約書、雇用条

件書、技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書、技能実習生の申告書、技能実習

の準備に関し本国で支払った費用の明細書等の書類への署名を求める場合は、母国語も併

記し、充分に理解させる。 

3 実習実施者は、別紙技能実習生受入費用を負担するものとし、技能実習生受入の成否にか

かわらず、返金されないものとする。 

 

（求職者及び求人者の同意）  

第１５条  監理団体及び送出機関は、職業紹介を行うことについて、予め対象となる技能実習

生候補者（求職者）及び実習実施者（求人者）の同意を得る。 
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（秘密の厳守）  

第１６条 実習実施者及び監理団体は、取得する個人情報については、提携による業務の範囲内

でのみ使用し、適正に管理するとともに、守秘義務を負う。 

 

（技能実習生の遵守すべき事項の指導）  

第１７条  実習実施者及び監理団体は、技能実習生に対して、第１０条に規定された遵守事項

について周知徹底を図り、指導を行う。 

 

（帰国後のフォローアップ等）  

第１８条 監理団体は、送出機関とともに、技能実習生が帰国後に日本国で修得した技能等を活

用しているかについて調べるために実施するフォローアップ調査に協力する。 

2 送出機関は、帰国した技能実習生が日本国で修得した技能等を       国で活用し

ているか調査を行いその結果を取りまとめの上、監理団体又は実習実施者に報告するもの

とする。 

 

（事故・犯罪・失踪に関する措置）  

第１９条  技能実習生に関する事故・犯罪・失踪が発生した場合には、実習実施者及び監理団

体は送出機関に速やかにその事実を連絡するとともに、日本国の諸法令等に従い、三者の協

議により適切に対応するものとする。 

 

（帰国旅費）  

第２０条 実習実施者は、技能実習生の技能実習終了後の帰国（予定される技能実習期間を満了

せず途中帰国する場合の帰国を含む。）に要する旅費を負担する。 

 

（技能実習生の一時帰国）  

第２１条  技能実習生の第１号技能実習、第２号技能実習在留中の一時帰国は、監理団体及び

実習実施者が相当と認め、かつ、みなし再入国許可手続により（又は日本国の入国管理局か

ら再入国許可を受けた場合に）一時帰国を認めるものとする。 

なお、費用負担については、一時帰国の事由を勘案し、技能実習生、送出機関、監理団体又

は実習実施者が協議し決定するものとする。 
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第５章  雑則   

（契約書の解釈等）  

第２２条 本契約書の条項に解釈上の疑義が生じた場合又は本契約書に定めのない事項につい

ては、技能実習事業の目的に則り、両者の協議により決定するものとする。 

 

（損害賠償）  

第２３条  実習実施者及び監理団体は本契約書の規定に違反したことによって、その相手方に

損害を与え、法律上の損害賠償義務が発生した場合、それにより生じた損害を賠償する。賠

償義務者は、本契約書が解除または終了した後であっても、賠償の義務を免れない。 

 

（紛争の処理）  

第２４条 技能実習事業に関し紛争が生じた場合には、技能実習事業の趣旨及び日本国の諸法令

を尊重し、かつ、友好関係を損なわないように配慮しつつ、実習実施者と監理団体との協議

により、解決するよう努力するものとする。なお、本契約に関連して実習実施者と監理団体

間に生じる一切の紛争を処理する裁判所は、日本の裁判所を専属的管轄裁判所とする。又、

本契約は、日本法に準拠し解釈されるものとし、法の適用に関する通則法は適用しない。 

 

（契約書の効力等）  

第２５条  本契約書は、署名の日から発効する。ただし、日本国の関係省庁又は外国人技能実

習機構から、本契約の内容に抵触する条件又は本契約に定めのない事項に関し指導があった

場合には、それに従うとともに、監理団体は実習実施者に対し、速やかに当該内容を文書で

通知する。以後、当該内容については、本契約に優先して適用するものとする。 

 

（契約の変更）  

第２６条  実習実施者及び監理団体は、契約の一部について変更する必要が生じた場合には、

相手方に速やかに通知し相手方と協議の上、変更することができる。契約を変更する場合は、

双方にて変更の内容を明記した覚書を新たに作成するものとする。 

 

（契約書の終了・解除）  

第２７条  次に掲げる事由が発生した場合、本契約書は終了する。 

（1）実習実施者及び監理団体が技能実習事業を行うのに必要な資格（許可、ライセンス、推薦、

認定等）を取り消された場合、又は取得できなかった場合、更新できなかった場合 
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（2）実習実施者及び監理団体が技能実習事業を廃止又は停止した場合 

（3）本契約の対象となる技能実習事業が終了した場合（本契約書の終了日は、技能実習事業の

終了日とする。） 

（4）技能実習の途中で継続が不可能となり、対象となる全ての技能実習生が帰国することとな

った場合（この場合には、文書をもって相手方に通知することとし、本契約書の終了日は、

文書の発信日とする。） 

2 実習実施者及び監理団体は、双方の合意により、本契約書を解除することができる。 

3 実習実施者及び監理団体は、３０日前に文書により予告して、本契約書を解除することが

できる。 

4 実習実施者及び監理団体は、相手方が次の各号に掲げる事由にあたる場合には、文書によ

り通知し、いつでも本契約書を解除することができる。 

（1）本契約書に掲げられた業務を故意に継続して実施しない場合 

（2）相手方の利益を故意に害した場合 

（3）相手方の信用を傷つけた場合または相手方の業務を妨害した場合 

（4）その他、本契約書の規定に違反した場合 

5 本契約書が終了又は解除された場合、実習実施者及び監理団体は、ただちに相手方に対し

て業務の現状について説明し、未精算勘定がある場合は遅滞なく相手方に精算する。 

  

以上に両者は合意し、本契約の正文として各２通を作成し、記名押印するとともに、両者

は各１通保有する。 

                                                                        

                        平成  年  月  日 

                実習実施者   〒530-0015 

                        大阪府大阪市北区中崎西三丁目 3番 40号 

                        医療法人泰山会 

                        代表理事 山田 泰司    ㊞ 

 

                 監理団体    大阪府吹田市山田北５番１４号 

                         ケアネットワーク協同組合 

                         代表理事 山田泰司    ㊞ 


