
参考様式第１-19 号（規則第８条第 17 号関係）                 （日本産業規格Ａ列４） 

ទ្រមង់េ�ងេលខ1-19(�ក់ព័ន�នឹងប�� ត� ិច�ប់ �្រ� 8 ចំណុច 17)    (ស� ង់�រឧស�ហកម�ជបុ៉ន A4) 

Ａ・Ｄ 

 
 

技能 実 習の 期 間中 の 待遇 に 関す る 重要 事 項説 明 書   

ឯក�រពន្យល់អំពីចំណុចសំ�ន់ៗ�ក់ព័ន�នឹង�រផ�ល់ឱ្យក� �ងអំឡ� ងេពលហ� ឹកហ� ឺនជំ�ញ 
 

 

                殿 

ជូនចំេ�ះ 
 

 

 技能実習の期間中の待遇について、以下のとおり説明します。この内容は重要ですから、十分

理解されるようお願いします。 
 �ងេ្រ�មេនះ គឺ��រពន្យល់អំពី�រផ�ល់ឱ្យក� �ងអំឡ� ងេពលហ� ឹកហ� ឺន។ េ�យ�រេនះ�ខ� ឹម�រដ៏សំ�ន់  

ដូេច�ះេហើយសូមែស� ងយល់ឲ្យ�នច�ស់�ស់។ 
 

１ 実習中の待遇 �រផ�ល់ឱ្យក� �ងអំឡ� ងេពលហ� ឹកហ� ឺន 

雇用契約期間、就業（技能実習）の場所、従事すべき業務（職種及び作業）の内容、労働時

間等、休日、休暇、賃金、退職に関する事項、宿泊施設に関する事項、その他の事項について

は、別紙「雇用契約書及び雇用条件書」のとおりです。 

េ�ក� �ងអំឡ� ងេពលៃនកិច�សន��រ�រ ចំេ�ះកែន�ងេធ� ើ�រ(ហ� ឹកហ� ឺនជំ�ញ) 
ខ� ឹម�រៃន�រ�រែដល្រត�វេធ� ើ(្របេភទ�រ�រនិង�រ�រ) េ�៉ង�រ�រ�េដើម ៃថ�ឈប់សំ�ក 
�រឈប់សំ�ក ្រ�ក់េបៀវត្ស ្រប�រ�ក់ទងនឹង�រ�ឈប់ពី�រ�រ 
្រប�រ�ក់ទងនឹងកែន�ង�� ក់េ� និង្រប�រេផ្សងេទៀត 
គឺដូច�នែចងក� �ងឧបសម� ័ន�  ”កិច�សន��រ�រ និង ល័ក� ខ័ណ� �រ�រ”។ 

（注意）宿泊施設の概要を明らかにするため、当該施設の見取り図を添付すること。 
(សំ�ល់) េដើម្បពីន្យល់េ�យច�សអ់ពំីទិដ��ពទូេ�ៃនកែន�ង�� ក់េ� ្រត�វ�� ប់មក�មួយនូវប�ង់�ត��រ�េដើម។ 

２ 入国後講習中の待遇 �រផ�ល់ឲ្យក� �ងេពលេរៀនេ្រ�យចូល្របេទសជបុ៉ន 

１講習手当 

（１か月当たり） 

្រ�ក់ឧបត�ម�េព

លេរៀន (មួយែខ) 

①支給の有無 
�នឬ�� នផ�ល់ 

☐ 有（支給額・支給内容                 ）☐ 無 
�ន(ទឹក្រ�ក់ផ�ល់・ខ� ឹម�រៃន�រផ�ល់：                                   )  �� ន 

②備考 
សំ�ល់  

２食費 

（１か月当たり） 

ៃថ���រ(ក� �ងមួ

យែខ) 

①支給の有無 
�នឬ�� នផ�ល់ 

☐ 有（支給内容                   ）☐ 無 
�ន(ខ� ឹម�រៃន�រផ�ល់：                                          )  �� ន 

②技能実習生
の負担の有無 
�នឬ�� ន�រ
បង់របស់
សិ�� �មហ� ឹក
ហ� ឺនជំ�ញ 

☐ 有（負担内容                   ）☐ 無 
�ន(ខ� ឹម�រៃន�របង់：                                          )  �� ន 

③備考 
សំ�ល់  



３居住費 

（１か月当たり） 

ៃថ��� ក់េ� 

(ក� �ងមួយែខ) 

①支給の有無 
�នឬ�� ន �រ
ផ�ល់ 

☐ 有（支給内容                    ）☐ 無 
�ន(ខ� ឹម�រៃន�រផ�ល់：                                           ) �� ន 

②技能実習生
の負担の有無 
�នឬ�� ន�រ
បង់របស់សិ��
�មហ� ឹកហ� ឺនជំ
�ញ 

☐ 有（負担内容                    ）☐ 無 
�ន(ខ� ឹម�រៃន�របង់：                                           ) �� ន 

③形態 
្របេភទ 

 ☐寮（寄宿舎） ・ ☐賃貸住宅 ・ ☐その他（        ） 
និេវសន�� ន     ផ�ះជួល       េផ្សងៗ (               ) 

④名称 
េ�� ះ  

⑤所在地 
�ស័យ�� ន 

〒   － 
 

（電話   ―   ―    ） 
(េលខទូរសព�：            )  

⑥規模 
ទំហំ 

面積（   m2）、収容人員（   人）、１人当たり居室（   m2） 
ៃផ�្រ��(      m2)  ចំនួនមនុស្ស�� ក់េ� (     �ក់)   
បន�ប់�� ក់េ�ក� �ង១�ក់ (       m2) 

４その他 

េផ្សងៗ 
 

（注意）４欄は、１欄から３欄まで以外の諸手当等が支給される場合など特記すべき事項がある場合に記載する
こと。 

 (សំ�ល់) ្រតង់ជួរទី4 េបើ�នចំណុចពិេសស្រត�វបំេពញ ដូច�ក� �ងករណី�ន�រផ�ល់្រ�កឧ់បត�ម�េផ្សងៗេ្រ�ពី

ជួរទី1ដល់ជួរទី3។ 

 

３ 実習先変更（団体監理型の場合） 

�រដូរកែន�ងហ� ឹកហ� ឺន（ចំេ�ះ្របេភទ�� ប័ន្រគប់្រគង） 
実習先の変更は、やむを得ない事情がある場合（※）を除き、技能実習生が第２号技能実

習の目標（技能検定等３級の実技試験の合格）を達成して第３号技能実習を行うことを希望

し、かつ、優良な実習実施者及び優良な監理団体が当該技能実習生の受入れを希望する場合

に可能となります。 

េលើកែលងែតក� �ងករណី�នេហតុផលមិន�ចេជៀស�ង�ន(*) �រដូរកែន�ងហ� ឹកហ� ឺន�ច្រប្រពឹត�
េធ� ើេ��នក� �ងករណីសិ�� �មហ� ឹកហ� ឺនជំ�ញ�នសេ្រមចេ�លេ�ៃនវគ�ហ� ឹកហ� ឺនជំ�ញ្របេភទ២ 
(្របឡង�ប់ វ ��� �រអនុវត�ន៍ៃន�រ្របឡងជំ�ញក្រមិត៣) េហើយ�នបំណងបន�េធ� ើ�រហ� ឹកហ� ឺន
ជំ�ញ្របេភទ៣ ្រពម�មួយ ក� �ងករណីែដលអ�កអនុវត�ន៍�រហ� ឹកហ� ឺន្របេសើរនិង�� ប័ន្រគប់្រគង
�រហ� ឹកហ� ឺន្របេសើរ �នបំណងទទួលយកសិ�� �មហ� ឹកហ� ឺនេ�ះ។ 

※ 実習実施者の経営上・事業上の都合、実習認定の取消し、実習実施者における労使間の諸問題、実習実施

者における暴行等の人権侵害行為や対人関係の諸問題等、現在の実習実施者の下で技能実習を続けさせるこ

とが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護という趣旨に沿わないと認められる事情による実習先の

変更の場合が該当します。 

*អនុវត�នច៍ំេ�ះករណីែដលេគទទួល�� ល�់ �របន��រហ� ឹកហ� ឺនជំ�ញ�មួយអ�កអនវុត�ន�៍រហ� កឹហ� នឺបច� �ប្បន�  

មិនបំេពញេ�លបំណងៃន�រអនុវត�ន�៍រហ� កឹហ� នឺជំ�ញែដល្រតមឹ្រត�វ និង�រ�រ�រស�ិ� �មហ� ឹកហ� ឺនជំ�ញ�ន 

េ�យ�រប�� ៃន�រ្រគប់្រគង�ជីវកម� ឬដំេណើរ�រៃន�ជីវកម�របសអ់�កអនវុត�ន�៍រហ� កឹហ� នឺ 

�រលុបេ�ល�រអន�ុ� តេធ� ើ�រហ� ឹកហ� ឺន ប�� វ ��ទពលកម�េផ្សងៗៃនអ�កអនវុត�ន�៍រហ� កឹហ� នឺ 

អំេពើរ�េ�ភសទិ�ិមនសុ្សឬទំ�ស់រ�ងបុគ�លដូច�អំេពើហឹង�ៃនអ�កអនុវត�ន�៍រហ� កឹហ� ឺន�េដើម។ 



 
４ その他の事項 ្រប�រេផ្សងេទៀត 

（注意）特記すべき事項がある場合に記載すること。 

(សំ�ល់) ្រត�វបំេពញក� �ងករណី�នចំណុចពិេសស្រត�វប�� ក់។ 

以上の内容について説明しました。 

ពិត��នពន្យល់អំពីខ� ឹម�រ�ងេលើ។ 

          年    月     日 

�� ំ    ែខ     ៃថ�ទី 
 

                      説明者の氏名             ○印  

       េ�� ះអ�កពន្យល់                        ្រ� 

 
（申請者（実習実施者）との関係            ） 

(ទំ�ក់ទំនង�មួយនឹងអ�កេស� ើសំុ(អ�កអនុវត�ន៍�រហ� ឹកហ� ឺន)                         ) 

 

以上の内容について上記の説明者から説明を受け、その内容を十分に理解しました。 

�ន�� ប់នូវ�រពន្យល់អំពីខ� ឹម�រដូច�ងេលើពីអ�កពន្យល់�ងេលើ េហើយ�នយល់ច�ស់នូវខ� ឹម�រ
�ងំេ�ះ។ 

 
          年    月     日 

�� ំ    ែខ     ៃថ�ទី 
 

                    技能実習生の署名               

        ហត�េល�សិ�� �មហ� ឹកហ� ឺនជំ�ញ 

 



参考様式第１-19 号（規則第８条第 17 号関係）                 （日本産業規格Ａ列４） 

ទ្រមង់េ�ងេលខ1-19(�ក់ព័ន�នឹងប�� ត� ិច�ប់ �្រ� 8 ចំណុច 17)      (ស� ង់�រឧស�ហកម�ជបុ៉ន A4) 

Ｂ・Ｃ・Ｅ・Ｆ 

 

技能 実 習の 期 間中 の 待遇 に 関す る 重要 事 項説 明 書 

ឯក�រែណ�ំអំពីចំណុចសំ�ន់ៗ�ក់ព័ន� នឹង�រផ�ល់ឱ្យក� �ងអំឡ� ងេពលហ� ឹកហ� ឺនជំ�ញ 
 

                殿 

ជូនចំេ�ះ 
 

 技能実習の期間中の待遇について、以下のとおり説明します。この内容は重要ですから、十分

理解されるようお願いします。 
 សូមពន្យល់ដូច�ងេ្រ�មអំពី�រផ�ល់ឲ្យក� �ងអំឡ� ងេពលេធ� ើ�រហ� ឹកហ� ឺនជំ�ញ។ េ�យ�រ��
ខ� ឹម�រដ៏សំ�ន់មួយ ដូេច�ះេហើយសូមែស� ងយល់ឲ្យ�ន្រគប់្រ�ន់។ 
 

１ 実習中の待遇 �រផ�ល់ឱ្យក� �ងអំឡ� ងេពលហ� ឹកហ� ឺន 

 雇用契約期間、就業（技能実習）の場所、従事すべき業務（職種及び作業）の内容、労働時

間等、休日、休暇、賃金、退職に関する事項、宿泊施設に関する事項、その他の事項について

は、別紙「雇用契約書及び雇用条件書」のとおりです。 

 េ�ក� �ងអំឡ� ងេពលៃនកិច�សន��រ�រ ចំេ�ះកែន�ងេធ� ើ�រ(ហ� ឹកហ� ឺនជំ�ញ) 
ខ� ឹម�រៃន�រ�រែដល្រត�វេធ� ើ(្របេភទ�រ�រនិង�រ�រ) េ�៉ង�រ�រ�េដើម ៃថ�ឈប់សំ�ក 
�រឈប់សំ�ក ្រ�ក់េបៀវត្ស ្រប�រ�ក់ទងនឹង�រ�ឈប់ពី�រ�រ 
្រប�រ�ក់ទងនឹងកែន�ង�� ក់េ� និង្រប�រេផ្សងេទៀត 
គឺដូច�នែចងក� �ងឧបសម� ័ន�  ”កិច�សន��រ�រ និង ល័ក� ខ័ណ� �រ�រ”។ 

（注意）宿泊施設の概要を明らかにするため、当該施設の見取り図を添付すること。 
(សំ�ល់) េដើម្បពីន្យល់េ�យច�សអ់ពំីទិដ��ពទូេ�ៃនកែន�ង�� ក់េ� ្រត�វ�� ប់មក�មួយនូវប�ង់�ត��រ�េដើម។ 

 

２ 実習先変更（団体監理型の場合） 

�រដូរកែន�ងហ� ឹកហ� ឺន（ចំេ�ះ្របេភទ�� ប័ន្រគប់្រគង） 
実習先の変更は、やむを得ない事情がある場合（※）を除き、技能実習生が第２号技能実

習の目標（技能検定等３級の実技試験の合格）を達成して第３号技能実習を行うことを希望

し、かつ、優良な実習実施者及び優良な監理団体が当該技能実習生の受入れを希望する場合

に可能となります。 

េលើកែលងែតក� �ងករណី�នេហតុផលមិន�ចេជៀស�ង�ន(*) �រដូរកែន�ងហ� ឹកហ� ឺន�ច្រប្រពឹត�
េធ� ើេ��នក� �ងករណីសិ�� �មហ� ឹកហ� ឺនជំ�ញ�នសេ្រមចេ�លេ�ៃនវគ�ហ� ឹកហ� ឺនជំ�ញ្របេភទ២ 
(្របឡង�ប់ វ ��� �រអនុវត�ន៍ៃន�រ្របឡងជំ�ញក្រមិត៣) េហើយ�នបំណងបន�េធ� ើ�រហ� ឹកហ� ឺន
ជំ�ញ្របេភទ៣ ្រពម�មួយ ក� �ងករណីែដលអ�កអនុវត�ន៍�រហ� ឹកហ� ឺន្របេសើរនិង�� ប័ន្រគប់្រគង
�រហ� ឹកហ� ឺន្របេសើរ �នបំណងទទួលយកសិ�� �មហ� ឹកហ� ឺនេ�ះ។ 
※ 実習実施者の経営上・事業上の都合、実習認定の取消し、実習実施者における労使間の諸問題、実習実施

者における暴行等の人権侵害行為や対人関係の諸問題等、現在の実習実施者の下で技能実習を続けさせるこ

とが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護という趣旨に沿わないと認められる事情による実習先の

変更の場合が該当します。 

*អនុវត�នច៍ំេ�ះករណីែដលេគទទួល�� ល�់ �របន��រហ� ឹកហ� នឺជំ�ញ�មួយអ�កអនុវត�ន៍�រហ� ឹកហ� ឺនបច� �ប្បន�  



មិនបំេពញេ�លបំណងៃន�រអនុវត�ន�៍រហ� កឹហ� នឺជំ�ញែដល្រតមឹ្រត�វ នងិ�រ�រ�រស�ិ� �មហ� ឹកហ� ឺនជំ�ញ�ន 
េ�យ�រប�� ៃន�រ្រគប់្រគង�ជីវកម� ឬដំេណើរ�រៃន�ជីវកម�របសអ់�កអនវុត�ន�៍រហ� កឹហ� នឺ 
�រលុបេ�ល�រអន�ុ� តេធ� ើ�រហ� ឹកហ� ឺន ប�� វ ��ទពលកម�េផ្សងៗៃនអ�កអនវុត�ន�៍រហ� កឹហ� នឺ 
អំេពើរ�េ�ភសទិ�ិមនសុ្សឬទំ�ស់រ�ងបុគ�លដូច�អំេពើហឹង�ៃនអ�កអនុវត�ន�៍រហ� កឹហ� ឺន�េដើម។ 
 

３ その他の事項 ្រប�រេផ្សងេទៀត 

 

（注意）特記すべき事項がある場合に記載すること。 

(សំ�ល់) ្រត�វបំេពញក� �ងករណី�នចំណុចពិេសស្រត�វប�� ក់។ 

以上の内容について説明しました。 

ពិត��នពន្យល់អំពីខ� ឹម�រ�ងេលើ។ 

          年    月     日 

�� ំ    ែខ     ៃថ�ទី 
 

                      説明者の氏名             ○印  

       េ�� ះអ�កពន្យល់                        ្រ� 

 
（申請者（実習実施者）との関係            ） 

(ទំ�ក់ទំនង�មួយនឹងអ�កេស� ើសំុ(អ�កអនុវត�ន៍�រហ� ឹកហ� ឺន)                         ) 

 

以上の内容について上記の説明者から説明を受け、その内容を十分に理解しました。 

�ន�� ប់នូវ�រពន្យល់អំពីខ� ឹម�រដូច�ងេលើពីអ�កពន្យល់�ងេលើ េហើយ�នយល់ច�ស់នូវខ� ឹម�រ
�ងំេ�ះ។ 

 
          年    月     日 

�� ំ    ែខ     ៃថ�ទី 
 

                    技能実習生の署名               

        ហត�េល�សិ�� �មហ� ឹកហ� ឺនជំ�ញ 

 


