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１．機構の概要 

（１）事業の概要 

機構は、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

法律第 87 条に基づき、以下の業務を行う。 

① 技能実習計画の認定に関する事務を行うこと 

② 実習実施者又は監理団体に報告を求め、実地に検査を行うこと 

③ 実習実施者の届出の受理を行うこと 

④ 監理団体の許可に関する調査を行うこと 

⑤ 技能実習生に対する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他必要

な援助を行うこと 

⑥ その他技能実習の適正な実施に関する業務 

⑦ 上記①から⑤までに掲げる業務に附帯する業務 

 

（２）事務所の所在地（平成 30 年 3 月 31 日現在） 

① 本部 

  港南オフィス（総務部・国際部・監理団体部） 

     〒108-0075 東京都港区港南 1-6-31 品川東急ビル 8階 

     海岸オフィス（技能実習部） 

     〒108-0022 東京都港区海岸 3-9-15 LOOP-X 3 階 

② 地方事務所及び支所 

     札幌事務所 

     〒060-0034 北海道札幌市中央区北 4 条東 2-8-2 マルイト北 4 条ビ

ル 5階 

     仙台事務所 

     〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 2-4-1 仙台興和ビル 12 階 

     東京事務所 

     〒108-8203 東京都港区港南 1-6-31 品川東急ビル 8階 

     水戸支所 

     〒310-0062 茨城県水戸市大町 1-2-40 朝日生命水戸ビル 3階 

     長野支所 

     〒380-0825 長野県長野市南長野末広町 1361 ナカジマ会館ビル 6階 

     名古屋事務所 

     〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 4-15-32 日建・住生ビル 5階 

     富山支所 

     〒930-0004 富山県富山市桜橋通り 5-13 富山興銀ビル 12 階 

     大阪事務所 
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     〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋 4-2-16 大阪朝日生命館 3階 

     広島事務所 

     〒730-0051 広島県広島市中区大手町 3-1-9 広島共立ビル 3階 

     高松事務所 

     〒760-0023 香川県高松市寿町 2-2-10 高松寿町プライムビル 7階 

     松山支所 

     〒790-0003 愛媛県松山市三番町 7-1-21 ジブラルタ生命松山ビル 2

階 

     福岡事務所 

     〒812-0029 福岡県福岡市博多区古門戸町 1-1 日刊工業新聞社西部

支社ビル 7階 

     熊本支所 

     〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町 1-7 MY 熊本ビル 2階 

 

２．機構の沿革等 

（１）機構の沿革 

   平成 29 年 1 月 設立（法人登記） 

   平成 29 年 2 月 本部事務所（仮事務所）設置 

   平成 29 年 3 月 本部事務所移転（港南オフィス） 

   平成 29 年 4 月 地方事務所・支所（全国 13 か所）設置 

   平成 30 年 2 月 本部技能実習部移転（海岸オフィス） 

 

（２）設立根拠法 

   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 

   （以下「法」という。） 

 

（３）主務大臣 

   法務大臣及び厚生労働大臣 

 

（４）審議等機関 

   評議員会（評議員 15 人以内、労働者を代表する者及び事業主を代表する

者（それぞれ同数）を含む）について、平成 30 事業年度中に選任し、開催

予定。 

 

３．資本金の状況（平成 30 年 3 月 31 日現在） 

  政府出資金 ： 193,040 千円（前事業年度末からの増減なし） 
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  民間出資金 ：    0  千円（前事業年度末からの増減なし） 

 

４．役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴 

（１）定数 

   理事長 1 人 

   理事   3 人以内 

   監事   2 人以内 

 

（２）役員名簿（平成 30 年 3 月 31 日現在） 

 

 

 

５．職員の定数（平成 30 年 3 月 31 日現在） 

340 人（前事業年度末からの増減なし） 

 

６．当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況及び事業計画の実施結

果 

（１）効率的な業務運営を推進するためにとるべき措置 

ア 効果的・効率的な業務運営体制の確立 

（ア）本部、全国 13 か所の地方事務所及び支所（以下「地方事務所等」

という。）の業務遂行のため、必要となる人員及び事務所、物品等を

確保した。 

主務省庁からの出向職員に対し、機構配属時に研修を実施し，業務

を円滑に推進できる体制の構築を行った。 

（イ）機構内業務端末の共有ファイルにより情報共有を図るとともに、本

氏　名 役　職 任　期 経　歴

鈴木　芳夫 理事長
平成29年1月25日
～平成31年1月24日

元広島高等検察庁検事長

達谷窟　庸野 理事
平成29年2月1日
～平成31年1月31日

元財務省大臣官房審議官
（大臣官房担当）

川村　修行 理事
平成29年2月1日
～平成31年1月31日

元広島入国管理局長

金原　主幸 監事
平成29年1月25日
～平成31年1月24日

元日本経済団体連合会
国際経済本部長

藤川　裕紀子
監事

（非常勤）
平成29年1月25日
～平成31年1月24日

公認会計士
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部・地方事務所等の間において応援を行い、効率的な業務運営に努め

た。 

 

イ 業務運営の効率化に伴う経費節減等 

（ア）一般管理費及び業務経費について、不要な支出の削減を図るため、

職員に対し、研修等の機会を通じ、「コスト意識・ムダ排除」の意識を

高めることにより、省資源、省エネルギー等に努め、冗費の削減等の

効率化を図った。 

（イ）契約については、原則として一般競争入札によるものとする等の措

置により、適正化を推進した。 

（ウ）申請、届出等の各種手続きの情報を管理し、職員及び各部署相互の    

情報の共有・活用の実現を可能とする情報システムを構築した。 

（エ）事業の費用対効果について、平成 29 年度の実績を 30 年度に把握・

分析し、必要な改善を図ることとした。 

 

 （２）機構が質の高いサービスを提供するためにとるべき措置 

ア 共通事項 

（ア）業務の計画的遂行及び進捗管理 

毎月１回理事会、毎週１回幹部ミーティングを開催し、業務の進捗

状況を役員及び幹部職員が定期的に点検し、その結果を踏まえて業務

改善を図るとともに、本部の各部が個々の業務を円滑かつ公平・中立

的に進めた。 

   （イ）内部統制の推進体制の整備 

役職員倫理規程をはじめ、リスク管理規程、公益通報規程等を策定

し、職員への周知を図ったほか、理事長を始めとする役員や幹部が出

席する内部統制委員会・コンプライアンス推進委員会・リスク管理委

員会を開催し、法令遵守やリスク管理の取組について計画の策定等を

行った。 

   （ウ）情報提供及び広報の実施 

技能実習制度についての正しい理解の周知・啓発を図るとともに、

監理団体や実習実施者が制度をより適切に活用するための自主的な

取組を促す必要があることから、関係情報を収集・整備し、これらの

情報を容易に入手できるよう、ホームページ、広報用資料等により効

果的に提供した。 

また、機構における業務の内容、相談窓口の紹介、関連行事等の情

報について、ホームページ等を通じて積極的に広報を行った。 
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（エ）情報セキュリティの確保及び個人情報保護の推進 

情報セキュリティ対策の基本的な方針を示す規程を定め、同規程

を実施するために必要な基準及び要領を策定するとともに、情報セキ

ュリティ対策マニュアル、個人情報漏えい防止マニュアル等を作成し、

職員に周知した。 

 

イ 技能実習計画の認定に関する事項 

（ア）適正かつ効果的な技能実習計画が策定されるための調査・指導 

監理団体及び実習実施者に対する講習会、申請手続についての相

談や申請案件の審査等に際して、必要な調査・指導を実施するよう努

めた。 

（イ）認定申請の適切な受理及び認定 

監理団体及び実習実施者に対する講習会や申請手続についての相

談等の機会を通じて、事前説明を行うとともに、申請案件の受理を行

う際に、必要な点検確認を行い、平成 29 年度においては、117,759 件

の申請を受理し、63,324 件の認定等の措置を行った。 

（ウ）適正かつ効率的な審査 

新任職員に対する研修や地方事務所に対する業務指導の機会を活

用し、審査担当者の業務能力の向上を図った。 

 

ウ 実習実施者からの技能実習開始等に係る届出の受理に関する事項 

技能実習生が実習期間の途中で技能実習を中止し、技能実習の実施が

困難となった場合の届け出を受理する際に、必要な確認を行った。 

なお、平成29年度の受理件数は、実習実施者届出4,277件、軽微変更

届出736件、実習実施困難時届出234件となっている。 

 

エ 監理団体の許可に係る調査等に関する事項 

（ア）監理団体の許可に係る調査・許可申請の適切な受理・進達 

監理団体の許可申請の業務に当たって、監理団体になろうとする者

に対して、申請書等の記入方法、審査に要する手続や期間、手数料等

について、十分に事前説明を行った上、許可申請を受理し、許可要件

に該当するかについて審査するとともに、労働力不足解消につながる

などと広告していないか等について調査したほか、一般監理事業とし

ての許可申請については、優良要件に該当するかを審査して、主務省

庁へ申請書類を進達した。 

なお、平成 29 年度においては、2,080 件の進達を行った。 
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（イ）実施体制の確保と担当職員の専門性の確保 

技能実習法により主務大臣から委任される実地検査業務を的確に

実施できる人員体制の確保に努めるとともに、技能実習計画の認定や

監理団体の許可に係る審査実務及び実地調査等を通じて、実地検査業

務の基礎となる知識の取得及び能力の涵養を図った。 

（ウ）指導監督の実効性の確保 

実地検査に当たっては、適時、予告をしないものも含めて行うこと

とし、技能実習の実施状況や技能実習生の待遇を的確に把握して効果

的な指導監督を全国斉一的に実施するとともに、実地検査の対象とす

る実習実施者については、各種情報を踏まえて優先順位をつける等に

より、限られた体制を有効に活用して効率的な指導監督が実施できる

よう業務処理方法の整備を行った。 

（エ）新制度施行前の実地調査における問題点把握時の対応 

監理団体の許可申請及び技能実習計画の認定申請の事前受付開始

に伴い、必要に応じ、新制度の施行前に申請者について実地で調査・

確認等を行い、その際、旧制度下での法令違反が疑われる事案を把握

したときは、適宜、当該監理団体又は実習実施者に注意喚起するとと

もに、当該把握事項について主務省庁に報告する等の対応を行った。 

 

オ 技能実習生の保護 

（ア）技能実習生からの通報・申告及び相談対応 

平成29年11月に６か国語に対応した母国語相談を開始し、実習実施

者又は監理団体に法令違反等があった場合の通報・申告や各種相談を

技能実習生が母国語で行うことができる体制を構築し、平成29年度に

おいては、602件の相談を受理した。 

（イ）技能実習継続のための支援 

実習実施者の経営上の都合や実習実施者の違法行為等により技能

実習の継続が困難となった技能実習生が実習先を変更して引き続き

技能実習を行うことを希望する場合に､他の実習実施者の下で技能実

習を行えるように調整する実習先変更支援を行った。 

また、技能実習生の受入先となり得る監理団体の情報の受付、提供

を行うため、平成29年11月に実習先変更支援サイトを開設し、平成29

年度においては、604件のサイトへの登録があった。 

さらに、監理団体や実習実施者が用意した宿泊施設を活用できない

特別な事情がある場合には、新たな宿泊施設が見つかるまでの間、機

構が宿泊施設を提供する体制を確保した。 
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（ウ）第3号技能実習への移行希望者への支援 

平成29年11月に開設した実習先変更支援サイトにおいて、第3号技

能実習生の受入れに関する情報を技能実習生が閲覧できるようにし

た。 

（エ）技能実習生手帳の作成・配布 

法務省及び厚生労働省と連携し、技能実習生に対し、技能実習関連

法令や通報・申告及び相談窓口、その他日常生活を送る上で知ってお

くべき知識等を記載した技能実習生手帳を９言語、計約30万部作成し、

平成29年11月から入国時に配布した。 

 

カ 第２号技能実習への移行対象となる職種・作業の拡大 

第２号技能実習への移行対象となる職種・作業の追加を希望する業種

団体等に対し、業所管省庁の同意、送出国におけるニーズの存在及び技

能検定又は技能実習評価試験の構築等の必要要件を説明するとともに、

職種・作業の追加に向けた具体的な作業について、主務省庁、関係機関

と連携して、指導・助言した。 

 

キ 労働安全衛生に係る指導の実施 

母国との生活習慣や就業環境の相違など技能実習生に特有の事情を

踏まえ、過去に技能実習生が被災する労働災害を発生させた実習実施者

を訪問して労働災害防止に係る指導・啓発を行うなど、技能実習生の労

働安全衛生対策に取り組んだ。 
 

ク 地域協議会等を通じた関係機関との連携 

本部において、平成30年２月の「技能実習法に係る中央協議会」や各

種事業協議会への出席等を通じ、法務省、厚生労働省及び関係行政機関

等との密接な連携を図った。 

また、地方事務所等において、出入国管理機関、労働基準監督機関、

職業安定機関をはじめとした国の第一線機関や地方公共団体等との密

接な連携を図った。 

 

ケ 二国間協定（MOC）の締結・施行に向けた準備等 

主務省庁と送出国政府で締結された MOC について、主務省庁との意見 

交換等を通じて、内容を調整するとともに、締結された MOC に基づく情

報共有及び通報等について、迅速かつ的確に実施できるよう、送出国政

府と協議し方法・様式の整備を行った。なお、平成 29 年度における MOC
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締結国は８か国である。 

また、MOC に基づく定期協議を実施（３か国）するとともに、日本側

で許可した監理団体の情報の提供、送出国政府から提供を受けた認定送

出機関リストのホームページでの公開（４か国）等を行った。 

 

７．機構が対処すべき課題 

平成 29 年 11 月から法施行となり、機構において、事前受付を含む技能実習

計画の認定や監理団体の許可に関する事務、技能実習生等への相談・援助等の

業務の本格実施が開始された。こうした中で、監理団体の許可申請や技能実習

計画の認定申請への的確な対応や監理団体・実習実施者に対する適時・適切な

指導監督を行っていくことが課題となっている。また、技能実習生に対する、

受検手続支援や技能実習継続のための支援とともに、相談等の支援の重要性も

一層高まっている。 

このように、機構の業務が増大・多様化していく中で、関係者の期待に応え

るべく、一層効率的・効果的な業務運営を行うとともに、引き続き職員や予算

の確保など、機構本部及び地方事務所等の組織・体制の整備を図る必要がある。 

また、主務省庁や関係機関と緊密な連携を図りながら、機構関係部門が一体

となって上記の課題に応え、業務運営を行っていくことが必要である。 

 

８．当該年度における短期借入金の状況 

  該当なし 

 

９．当該年度における国庫補助金等の状況 

（単位：千円） 

区 分 予算額 

（A） 

決算額 

（B） 

差 額 

（A）-(B) 

備 考 

収入 

 手数料収入 

 国庫補助金等収入 

 その他収入 

計 

 

 72,700 

3,496,845 

－ 

3,569,545 

 

350,124 

3,103,306 

3 

3,453,433 

 

△277,424 

393,539 

△3 

116,112 

 

 

外国人技能実習機構交付金 

支出 

 事業諸費 

 一般管理費 

 予備費 

計 

 

1,919,051 

1,577,794 

72,700 

3,569,545 

 

1,621,129 

1,060,483 

0 

2,681,612 

 

297,922 

517,310 

72,700 

887,932 
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