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第１ 目的
本要領は、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（平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。）第２条第１
項に規定する技能実習の移行対象職種・作業（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施行規則（平成28年法務省・厚生
労働省令第３号。以下「施行規則」という。）別表第２に掲げる職種及び
作業をいう。以下同じ。）の追加に係る基準その他必要な事項を定めるこ
とを目的とする。

第２ 移行対象職種・作業の追加に係る手続きの概要・流れ

１ 手続きの概要
（略）
（参考）技能検定と技能実習評価試験の対比表

技能検定 技能実習評
価試験

要求される技能・知識の水準

特級 － 管理者又は監督者が通常有すべき技
能・知識

１級 － 上級の技能労働者が通常有すべき技
能・知識

(随時)２級 上級 中級の技能労働者が通常有すべき技
能・知識

(随時)３級 専門級 初級の技能労働者が通常有すべき技

第１ 目的
本要領は、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（平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。）第２条第１
項に規定する技能実習の移行対象職種・作業（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施行規則（平成28年法務省・厚生
労働省令第３号。以下「施行規則」という。）別表第２に掲げる職種及び
作業をいう。以下同じ。）の追加に係る技能実習評価試験の認定基準その
他必要な事項を定めることを目的とする。

第２ 移行対象職種・作業の追加に係る手続きの概要・流れ

１ 手続きの概要
（略）
（参考）技能検定と技能実習評価試験の対比表

技能検定 技能実習評
価試験

要求される技能・知識の水準

（削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除）

(随時)２級 上級 中級の技能労働者が通常有すべき技
能・知識

(随時)３級 専門級 初級の技能労働者が通常有すべき技
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能・知識
（旧基礎１級） 中級 基本的な業務を遂行するために必要

な技能・知識
基礎級 初級 基本的な業務を遂行するために必要

な基礎的な技能・知識

２ 手続きの流れ
（１）評価試験対象職種として追加する場合

① 関係者の合意
（略）

オ 海外人材育成担当参事官室から業所管省庁に対する同意の
照会・回答等
（略）
海外人材育成担当参事官室は、業所管省庁からの回答の内容及び

それを踏まえたその後の作業の進め方について、認定申請者に情報
提供や助言・指導を行うとともに、併せて、外務省、法務省、機構
に対し、進ちょく状況について情報提供を行う。

（略）
④ 専門家会議における確認及びパブリックコメント
ア 専門家会議における意見聴取（職種の概要等）

海外人材育成担当参事官室は、上記①から③までの進ちょく状況
を踏まえ、専門家会議（注）を開催し、追加しようとする職種に関
して意見聴取を行う。認定申請者は、専門家会議に出席し、追加し
ようとする職種に係る業界の概要、職種の概要、海外のニーズ、想
定している試験案の概要等のほか、認定基準（後記第３の別表１か
ら別表３まで）のうち職種の要件、試験実施機関の要件に適合する
ことについて文書で説明を行う（技能実習評価試験の認定基準確認
表（１）（様式１－５－①号））。なお、専門家会議には、業所管
省庁の担当部署、外務省及び法務省の職員並びに機構の担当職員が
出席できるものとする。
（注）厚生労働省人材開発統括官が参集する「技能実習評価試験

の整備等に関する専門家会議」
イ パブリックコメント

アの結果を踏まえ、法務省及び厚生労働省は、施行規則の改正案
について、パブリックコメントに付す。

ウ 専門家会議における認定基準の適合性の確認
（略）認定申請者は、専門家会議に出席し、追加しようとする職

能・知識
（削除） （削除） （削除）

基礎級 初級 基本的な業務を遂行するために必要
な基礎的な技能・知識

２ 手続きの流れ
（１）評価試験対象職種として追加する場合

① 関係者の合意
（略）

オ 海外人材育成担当参事官室から業所管省庁に対する同意の
照会・回答等
（略）
海外人材育成担当参事官室は、業所管省庁からの回答の内容及び

それを踏まえたその後の作業の進め方について、認定申請者に情報
提供や助言・指導を行うとともに、併せて、外務省、出入国在留管
理庁（以下「入管庁」という。）、機構に対し、進ちょく状況につ
いて情報提供を行う。

（略）
④ 専門家会議における確認及びパブリックコメント
ア 専門家会議における職種の概要等の確認

海外人材育成担当参事官室は、上記①から③までの進ちょく状況
を踏まえ、専門家会議（注）を開催し、追加しようとする職種の概
要等について確認を求める。認定申請者は、専門家会議に出席し、
追加しようとする職種に係る業界の概要、職種の概要、海外のニー
ズ等のほか、認定基準（後記第３の別表１から別表３まで）のうち
職種の要件、試験実施機関の要件に適合することについて文書で説
明を行う（技能実習評価試験の認定基準確認表（１）（様式３－１
号））。なお、専門家会議には、業所管省庁の担当部署、外務省及
び入管庁の職員並びに機構の担当職員が出席できるものとする。
（注）厚生労働省人材開発統括官が参集する「技能実習評価試験

の整備等に関する専門家会議」

イ パブリックコメント
アの結果を踏まえ、入管庁及び厚生労働省は、施行規則の改正案

について、パブリックコメントに付す。
ウ 専門家会議における試験案等の確認

（略）認定申請者は、専門家会議に出席し、追加しようとする職
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種に係る試験案の詳細、審査基準案等のほか、認定基準のうち評価
システムの要件に適合することについて文書で説明を行う（技能実
習評価試験の認定基準確認表（２）（様式１－５－②号））。なお、
専門家会議には、業所管省庁の担当部署、外務省及び法務省の職員
並びに機構の担当職員が出席できるものとする。

（追加）

⑤ 技能実習評価試験の認定、審査基準の決定及び施行規則の改正
④の結果を踏まえ、人材開発統括官は試験の認定（様式１－６号）

及び審査基準の決定を、法務省及び厚生労働省は施行規則の改正を行
う。

⑥ その他
当該職種に係る技能実習生の受入れに当たり、当該職種の固有の事

情に基づく独自の要件を課す必要がある場合には、業所管省庁が内容
の検討を行い、法務省及び厚生労働省と協議の上、告示を行う。告示
の内容については、業所管省庁が、④のア又はウにおいて開催される
専門家会議に出席し、説明を行う。

種に係る試験案の詳細、審査基準案等のほか、認定基準のうち評価
システムの要件に適合することについて文書で説明を行う（技能実
習評価試験の認定基準確認表（２）（様式３－２号））。なお、専
門家会議には、業所管省庁の担当部署、外務省及び入管庁の職員並
びに機構の担当職員が出席できるものとする。

エ 試行試験の実施
ウの結果を踏まえ、認定申請者は試行試験を実施する。試行試験

問題の作成及び実施にあたっては、後記第８の１（３）ウ（イ）Ｂ
参照のこと。なお、試行試験には機構の職員が立ち会い、試行試験
の実施状況について、試行試験実施状況確認表（様式４－１号）に
より確認を行う。

オ 専門家会議における試行試験結果の確認
エの結果を踏まえ、海外人材育成担当参事官室は専門家会議を開

催し、追加しようとする職種に係る技能実習評価試験案の試行試験
結果について確認を求める。認定申請者は、専門家会議に出席し、
追加しようとする職種に係る試行試験結果、結果を踏まえた対応等
について文書で説明を行う（試行試験の指摘事項への今後の対応
（様式４－２号）、技能実習評価試験の試行試験結果の報告様式（様
式４－３号）。なお、専門家会議には、業所管省庁の担当部署、外
務省及び入管庁の職員並びに機構の担当職員が出席できるものと
する。

⑤ 技能実習評価試験の認定、審査基準の決定及び施行規則の改正
④の結果を踏まえ、人材開発統括官は試験の認定（様式１－５号）

及び審査基準の決定を、入管庁及び厚生労働省は施行規則の改正を行
う。

⑥ その他
当該職種に係る技能実習生の受入れに当たり、当該職種の固有の事

情に基づく独自の要件を課す必要がある場合には、業所管省庁が内容
の検討を行い、入管庁及び厚生労働省と協議の上、告示を行う。告示
の内容については、業所管省庁が、④のア、ウ又はオにおいて開催さ
れる専門家会議に出席し、説明を行う。

（２）技能検定職種として追加する場合
① 関係者の合意
（略）

オ 海外人材育成担当参事官室から業所管省庁に対する同意の照会・回
答等
（略）

（２）技能検定職種として追加する場合
① 関係者の合意
（略）

オ 海外人材育成担当参事官室から業所管省庁に対する同意の照会・回
答等
（略）
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海外人材育成担当参事官室は、業所管省庁からの回答の内容及びそ
れを踏まえたその後の作業の進め方について、申請者に情報提供や助
言・指導を行うとともに、併せて、外務省、法務省及び能力評価担当
参事官室に対し、進ちょく状況について情報提供を行う。

（略）
④ 専門家会議における確認及びパブリックコメント

ア 専門家会議における意見聴取（職種の概要等）
海外人材育成担当参事官室は、上記①から③までの進ちょく状況を

踏まえ、専門家会議を開催し、追加しようとする職種に関して意見聴
取を行う。申請者及び能力評価担当参事官室は、専門家会議に出席し、
追加しようとする職種に係る業界の概要、職種の概要、海外のニーズ、
想定している試験案の概要等について説明を行う。なお、専門家会議
には、業所管省庁の担当部署、外務省及び法務省の職員並びに機構の
担当職員が出席できるものとする。

イ パブリックコメント
アの結果を踏まえ、法務省及び厚生労働省は、施行規則の改正案に

ついて、厚生労働省は、職業能力開発促進法施行規則の改正案につい
て、パブリックコメントに付す。

ウ 専門家会議における認定基準の適合性の確認
（略）なお、専門家会議には、業所管省庁の担当部署、外務省及び

法務省の職員並びに機構の担当職員が出席できるものとする。
⑤ 施行規則及び職業能力開発促進法施行規則の改正等

ア 都道府県方式の試験の場合
（略）
評価試験の運用が可能となった後、法務省及び厚生労働省は施行規

則の改正を、人材開発統括官は審査基準の決定を行う。

イ 指定試験機関方式の試験の場合
④の結果を踏まえ、評価試験の運用が可能となった後、法務省及び

厚生労働省は施行規則の改正を、厚生労働省は職業能力開発促進法施
行規則の改正を行うとともに、人材開発統括官は審査基準の決定を行
う。

（略）
⑥ その他

当該職種に係る技能実習生の受入れに当たり、当該職種の固有の事情
に基づく独自の要件を課す必要がある場合には、業所管省庁が内容の検
討を行い、法務省及び厚生労働省と協議の上、告示を行う。告示の内容
については、業所管省庁が、④のア又はウにおいて開催される専門家会

海外人材育成担当参事官室は、業所管省庁からの回答の内容及びそ
れを踏まえたその後の作業の進め方について、申請者に情報提供や助
言・指導を行うとともに、併せて、外務省、入管庁及び能力評価担当
参事官室に対し、進ちょく状況について情報提供を行う。

（略）
④ 専門家会議における確認及びパブリックコメント

ア 専門家会議における職種の概要等の確認
海外人材育成担当参事官室は、上記①から③までの進ちょく状況を

踏まえ、専門家会議を開催し、追加しようとする職種の概要等につい
て確認を求める。申請者及び能力評価担当参事官室は、専門家会議に
出席し、追加しようとする職種に係る業界の概要、職種の概要、海外
のニーズ等について説明を行う。なお、専門家会議には、業所管省庁
の担当部署、外務省及び入管庁の職員並びに機構の担当職員が出席で
きるものとする。

イ パブリックコメント
アの結果を踏まえ、入管庁及び厚生労働省は、施行規則の改正案に

ついて、厚生労働省は、職業能力開発促進法施行規則の改正案につい
て、パブリックコメントに付す。

ウ 専門家会議における試験案等の確認
（略）なお、専門家会議には、業所管省庁の担当部署、外務省及び

入管庁の職員並びに機構の担当職員が出席できるものとする。
⑤ 施行規則及び職業能力開発促進法施行規則の改正等

ア 都道府県方式の試験の場合
（略）
技能検定の運用が可能となった後、入管庁及び厚生労働省は施行規

則の改正を、厚生労働省は、職業能力開発促進法施行規則の改正を行
うとともに、人材開発統括官は審査基準の決定を行う。

イ 指定試験機関方式の試験の場合
④の結果を踏まえ、技能検定の運用が可能となった後、入管庁及び

厚生労働省は施行規則の改正を、厚生労働省は職業能力開発促進法施
行規則の改正を行うとともに、人材開発統括官は審査基準の決定を行
う。

（略）
⑥ その他

当該職種に係る技能実習生の受入れに当たり、当該職種の固有の事情
に基づく独自の要件を課す必要がある場合には、業所管省庁が内容の検
討を行い、入管庁及び厚生労働省と協議の上、告示を行う。告示の内容
については、業所管省庁が、④のア又はウにおいて開催される専門家会
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議に出席し、説明を行う。 議に出席し、説明を行う。
第３ 技能実習評価試験の認定基準
（略）
別表１ 全国型試験に係る認定基準
(21) 上級、専門級及び初級の等級に区分して行うこと（特級相当、1級相

当又は中級の等級の区分・実施を妨げない。）。（略）
(29) 試験を実施したときは、遅滞なく、受検者の受検番号、氏名、生年

月日、住所及び試験の成績を記載した受検者一覧表を外国人技能実習
機構に提出するとともに、これらの内容を記載した帳簿を作成し、保
存すること。（略）

第３ 技能実習評価試験の認定基準
（略）
別表１ 全国型試験に係る認定基準
(21) 上級、専門級及び初級の等級に区分して行うこと（特級相当、1級相

当又は中級の等級の区分・実施を妨げない。）。（略）
(29) 試験を実施したときは、速やかに（遅くとも受検日から２週間以内）、

合否情報を機構が運営する受検手続支援サイトに入力するとともに、
これらの内容を記載した帳簿を作成し、保存すること。（略）

別表２ 地域限定型試験に係る認定基準
(22) 上級、専門級及び初級の等級に区分して行うこと（特級相当、1級相

当又は中級の等級の区分・実施を妨げない。）。（略）
(30) 試験を実施したときは、遅滞なく、受検者の受検番号、氏名、生年

月日、住所及び試験の成績を記載した受検者一覧表を外国人技能実習
機構に提出するとともに、これらの内容を記載した帳簿を作成し、保
存すること。（略）

別表２ 地域限定型試験に係る認定基準
(22) 上級、専門級及び初級の等級に区分して行うこと。（略）

(30) 試験を実施したときは、速やかに（遅くとも受検日から２週間以内）、
合否情報を機構が運営する受検手続支援サイトに入力するとともに、
これらの内容を記載した帳簿を作成し、保存すること。（略）

別表３ 社内検定型試験に係る認定基準
(18) 上級、専門級及び初級の等級に区分して行うこと（特級相当、1級相

当又は中級の等級の区分・実施を妨げない。）。（略）
(25) 試験を実施したときは、遅滞なく、受検者の受検番号、氏名、生年

月日、住所及び試験の成績を記載した受検者一覧表を外国人技能実習
機構に提出するとともに、これらの内容を記載した帳簿を作成し、保
存すること。（略）

別表３ 社内検定型試験に係る認定基準
(18) 上級、専門級及び初級の等級に区分して行うこと。（略）

(25) 試験を実施したときは、速やかに（遅くとも受検日から２週間以内）、
合否情報を機構が運営する受検手続支援サイトに入力するとともに、
これらの内容を記載した帳簿を作成し、保存すること。（略）

第４ 技能実習評価試験の認定基準の逐条解説

１ 全国型試験に係る認定基準について
（略）
(7) 当該職種に関する専門的な知見を有すること。

追加しようとする職種に関して専門的知見を有さなければ、当然に技
能評価制度を構築し、運用することができないという趣旨から要件とし
ている。

（略）
(12) 法律や定款上、試験実施が可能であること。

定款又は寄附行為若しくはこれらに準ずる規則等において、技能実習
評価試験を実施することが事業目的として位置付けられているか、又
は、事業目的に含まれると解釈できることが必要である。したがって、
新規に職種追加を検討している団体においては、技能実習評価試験の実

第４ 技能実習評価試験の認定基準の逐条解説

１ 全国型試験に係る認定基準について
（略）
(7) 当該職種に関する専門的な知見を有すること。

追加しようとする職種に関して専門的知見を有さなければ、当然に技
能実習評価試験制度を構築し、運用することができないという趣旨から
要件としている。

（略）
(12) 法律や定款上、試験実施が可能であること。

定款又は寄附行為若しくはこれらに準ずる規則等において、技能実習
評価試験を実施することが事業として位置付けられているか、又は、事
業に明確に含まれると解釈できることが必要である。したがって、新規
に職種追加を検討している団体においては、技能実習評価試験の実施が
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施が可能となるよう、必要に応じて定款変更を行う。
(13) 営利を目的として試験業務を行うものではないこと。

技能実習評価試験を営利目的で行うことは、技能実習評価試験におけ
る「公的性格」になじまず、また、監理団体又は実習実施者に対して過
度の負担を課すことになるため、認められない。受検料の額は、実費相
当とする必要がある。設定方法は、受検手数料による収入と試験業務に
要する支出との間で均衡が図られるようにすることを基本としつつ、他
の類似の試験の受検手数料を参考にしながら設定すること。
また、受検料の収支の状況（会員と非会員で受検料が異なる場合はそ

の理由を含む。）について、毎年度、確認を行うとともに、必要に応じ
て受検料の見直しを行い、その結果を機構に報告すること。（略）

（略）
(15) 試験業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことに

よって試験業務に不公正が生じるおそれがないこと（試験に係る事前
講習会、事前教育等を実施していないことを含む。）。

試験業務の適正かつ確実な実施のための要件である。
仮に試験実施機関になろうとしている団体（注）が、講習を事業の

一環として行っている場合は、当該講習内容が、次のいずれにも該当
してはならない（テキストの配布の場合も同様）。

① 技能実習評価試験の出題傾向とその対策（学習ポイント、学習
方法、取組み方等）を示すもの。

② 学科試験、実技の計画立案等作業試験及び判断等試験にあって
は、予想問題又は模擬問題とその解答を示すもの。

③ 実技の製作等作業試験にあっては、次回実施することが公表さ
れた試験問題（公表前に、前回実施された試験問題が次回実施さ
れないことが明らかになっていない場合は、前回実施された試験
問題）とその取組み方を示すもの。

なお、テキストについては、それが当該職種に係る技能等の修
得等を目的とした一般的な内容であれば差し支えない。

（略）
(17) 監理団体又は実習実施者の要請に応じ適切な時期（随時）に試験の

実施が可能であること。
（略）
また、試験不合格者に対しては、監理団体又は実習実施者の要請が

ある場合、当人の実習期間終了前に、１回に限り、再受検の機会を与
えること。

可能となるよう、必要な定款変更を行う。
(13) 営利を目的として試験業務を行うものではないこと。

技能実習評価試験を営利目的で行うことは、技能実習評価試験におけ
る「公的性格」になじまず、また、監理団体又は実習実施者に対して過
度の負担を課すことになるため、認められない。受検料の額は、実費相
当とする必要がある。設定方法は、受検料による収入と試験業務に要す
る支出との間で均衡が図られるようにすることを基本としつつ、他の類
似の試験の受検料を参考にしながら設定すること。
また、受検料の収支の状況（会員と非会員で受検料が同じであること

を基本とするが、会員と非会員で受検料が異なる場合はその理由を含
む。）について、毎年度、確認を行うとともに、必要に応じて受検料の
見直しを行い、その結果を機構に報告すること。（略）

（略）
(15) 試験業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことに

よって試験業務に不公正が生じるおそれがないこと（試験に係る事前講
習会、事前教育等を実施していないことを含む。）。

試験業務の適正かつ確実な実施のための要件である。
仮に試験実施機関になろうとしている団体（注）が、講習を事業の

一環として行っている場合、当該講習は当該職種に係る技能等の修得
等を目的とした一般的な内容である必要があり、次のいずれにも該当
してはならない（テキストの配布の場合も同様）。

① 技能実習評価試験の出題傾向とその対策（学習ポイント、学習
方法、取組み方等）を示すもの。

② 学科試験、実技試験の計画立案等作業試験及び判断等試験にあ
っては、実際の問題、予想問題又は模擬問題とその解答を示すもの。
③ 実技試験の製作等作業試験にあっては、試験問題とその取組み
方を示すもの。

（削除）

（略）
(17) 監理団体又は実習実施者の要請に応じ適切な時期（随時）に試験の

実施が可能であること。
（略）
また、試験不合格者に対しては、監理団体又は実習実施者の要請が

ある場合、当人の実習期間終了前に、１回に限り、再受検の機会を与
えることとするが、合格となった学科試験又は実技試験まで再受検を
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（略）
(20) 専門家会議に対し、認定されてから３年経過後（以後３年ごとに）、

試験の実施結果を報告するとともに、試験の運営状況について自主点
検を行い、その結果を報告すること。
（略）

【評価システムの要件】
（略）
(21) 上級、専門級及び初級の等級に区分して行うこと（特級相当、
1級相当又は中級の等級の区分・実施を妨げない。）。
（略）
(29) 試験を実施したときは、遅滞なく、受検者の受検番号、氏名、

生年月日、住所及び試験の成績を記載した受検者一覧表を外国人
技能実習機構に提出するとともに、これらの内容を記載した帳簿
を作成し、保存すること。（略）

（略）
(21) 上級、専門級及び初級の等級に区分して行うこと（特級相当、1級相

当又は中級の等級の区分・実施を妨げない。）。
（略）
(26) 前年度に実施した試験問題の一部又は全部及び試験の受検に必要な

事項について公表ができること。
当該要件は、過去に実施した試験問題の公開を求めるものである。前

年度において実施した試験問題（特に学科試験）を公開することで、職
種の範囲を逸脱しておらず、かつ十分な内容、適切な難易度であること、
公平・公正であることを一般に示す必要がある。公表された試験問題は、
受検者にとっては、技能実習の道標として重要な情報源となる。なお、
前年度使用し、今年度も再度使用すべき試験問題まで公開を義務づける
ものではなく、例えば数パターン作成した試験問題のうちの１パターン
を公開すれば足りるものとする。（略）

（略）

(28) 実技試験又は学科試験に合格した者に対しては、書面でその旨を通
知すること。

実技試験及び学科試験の両方に合格した者について書面で通知する
こと。また、実技試験又は学科試験のいずれかに合格した者において
も、その旨が記載された書面を通知すること。

(29) 試験を実施したときは、遅滞なく、受検者の受検番号、氏名、生年

求めることは認められない。
（略）
(20) 専門家会議に対し、認定されてから３年経過後（以後３年ごとに）、

試験の実施結果を報告するとともに、試験の運営状況について自主点検
を行い、その結果を報告すること。

（略）
【評価システムの要件】
（略）
(21) 上級、専門級及び初級の等級に区分して行うこと。

（略）
(29) 試験を実施したときは、速やかに（遅くとも受検日から２週間

以内）、合否情報を機構が運営する受検手続支援サイトに入力する
とともに、これらの内容を記載した帳簿を作成し、保存すること。
（略）

（略）
(21) 上級、専門級及び初級の等級に区分して行うこと。

（略）
(26) 前年度に実施した試験問題の一部又は全部及び試験の受検に必要な

事項について公表ができること。
当該要件は、過去に実施した試験問題（学科試験並びに実技試験の判

断等試験及び計画立案等作業試験）の公開を求めるものである。前年度
において実施した試験問題を公開することで、職種の範囲を逸脱してお
らず、かつ十分な内容、適切な難易度であること、公平・公正であるこ
とを一般に示す必要がある。公表された試験問題は、受検者にとっては、
技能実習の道標として重要な情報源となる。なお、前年度使用し、今年
度も再度使用すべき試験問題まで公開を義務づけるものではなく、例え
ば数パターン作成した試験問題のうちの１パターンを公開すれば足り
るものとする。（略）

（略）
(28) 実技試験又は学科試験に合格した者に対しては、書面でその旨を通

知すること。
実技試験及び学科試験の両方に合格した者についてその旨書面で通

知すること。また、実技試験又は学科試験のいずれかに合格した者に
おいても、学科試験及び実技試験それぞれの合否結果が記載された書
面を通知すること。

(29) 試験を実施したときは、速やかに（遅くとも受検日から２週間以内）、
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月日、住所及び試験の成績を記載した受検者一覧表を外国人技能実習
機構に提出するとともに、これらの内容を記載した帳簿を作成し、保
存すること。（略）

３ 社内検定型試験に係る認定基準について
（略）
(4) 海外の実習ニーズがあること。

全国型試験及び地域限定型試験では、複数の国の実習ニーズの証明を
求めることとしているが、社内検定型試験の場合には、海外展開先又は
技能実習生の送出し予定が１か国のみの場合もあることから、こうした
場合には、一つの国の実習ニーズの証明で足りるものとする。

合否情報を機構が運営する受検手続支援サイトに入力するとともに、
これらの内容を記載した帳簿を作成し、保存すること。（略）

３ 社内検定型試験に係る認定基準について
（略）
(4) 海外の実習ニーズがあること。

全国型試験及び地域限定型試験では、複数の国の実習ニーズの証明を
求めることとしているが、社内検定型試験の場合には、海外展開先又は
技能実習生の送出し予定が１か国のみの場合もあることから、一つの国
の実習ニーズの証明で足りるものとする。

第５ 技能実習評価試験の運用状況報告
１ 技能実習評価試験の運用状況報告
（略）
（２）試験実施機関は、５月末までに、前年度の試験実施状況を技能実習

評価試験実施状況報告書（様式４号）により機構に提出しなければな
らない。

（３）全国型・地域限定型試験の試験実施機関は、５月末までに、前年度
の受検料（会員と非会員で受検料が異なる場合はその理由を含む。）
の収支の状況を技能実習評価試験受検料自主点検結果報告書（様式５
号）により機構に提出しなければならない。

（略）

２ 技能実習評価試験の実施結果報告
（略）

また、全国型・地域限定型・社内検定型試験の試験実施機関は、専
門家会議に対し、認定されてから３年経過後（以後３年ごとに）、試
験の運営状況について「技能実習評価試験運営状況自主点検表」（様
式６号）により自主点検を行い、その結果を報告しなければならない。

第５ 技能実習評価試験の運用状況報告
１ 技能実習評価試験の運用状況報告
（略）
（２）試験実施機関は、５月末までに、前年度の試験実施状況を技能実習

評価試験実施状況報告書（様式５－１号）により機構に提出しなけれ
ばならない。

（３）全国型・地域限定型試験の試験実施機関は、５月末までに、前年度
の受検料（会員と非会員で受検料が異なる場合はその理由を含む。）
の収支の状況を技能実習評価試験受検料自主点検結果報告書（様式５
－２号）により機構に提出しなければならない。

（略）

２ 技能実習評価試験の実施結果報告
（略）

また、全国型・地域限定型・社内検定型試験の試験実施機関は、専
門家会議に対し、認定されてから３年経過後（以後３年ごとに）、試
験の運営状況について「技能実習評価試験運営状況自主点検表」（様
式５－３号）により自主点検を行い、その結果を報告しなければなら
ない。

第６ 技能実習評価試験の変更、廃止、取消し
技能実習評価試験の整備後の変更、廃止等に関する手続きについて解

説する。
１ 技能実習評価試験の変更

（１）試験実施機関は、技能実習評価試験又は審査基準について、次の事
項を変更しようとするときは、変更の内容、時期及び理由を記載した
技能実習評価試験変更申請書（様式３－１号）を提出することによっ

第６ 技能実習評価試験の変更、廃止、取消し
技能実習評価試験の認定後の変更、廃止等に関する手続きについて解

説する。
１ 技能実習評価試験の変更

（１）試験実施機関は、次の事項を変更しようとするときは、変更の内容、
時期及び理由を記載した技能実習評価試験変更申請書（様式６－１
号）を提出することによって申請し、人材開発統括官は、専門家会議
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て申請し、専門家会議の意見を踏まえ、人材開発統括官の承認を受け
なければならない。

（略）
エ 等級の区分及び評価を受けることができる資格に関する事項（第

８の１（３）ウ）
ただし（２）イの場合を除く。

オ 技能実習評価試験の試験基準に関する事項（第８の１（３）ウ）
ただし（２）ウの場合を除く。

カ 審査基準（第８の１（３）ク（ア））
必須業務及びそれ以外の事項で試験基準の改正を伴うもの

（２）人材開発統括官は、次の事項の内容の変更のうち、別表５に掲げる
ものについては、専門家会議の座長の意見を聴いた上で、承認するも
のとする。ただし、座長が専門家会議の意見の聴取を求めた場合には、
（１）と同様とする。

（略）

イ 等級の区分及び評価を受けることができる資格に関する事項（第
８の１（３）ウ）
各等級の受検資格である実務経験期間を変更する場合に限る。

ウ 技能実習評価試験の試験基準に関する事項（第８の１（３）ウ）
次の事項の変更で、軽微なものに限る。

（ア）使用する素材、材料等
（イ）製造方法・作業方法
（ウ）機械・器具等

この場合の「軽微なもの」とは、使用する素材、材料等や器具等
が、時代の変化により入手困難になってきた場合や、現在において
は既に使用されていない場合等を想定しており、いずれの場合も変
更によって修得すべき技能等が変わらないことが認められ、かつ、
受け入れる技能実習生の数や、実習実施者の数や業種が大幅に増加
しないことが見込まれる場合等に限られる。

エ 審査基準（第８の１（３）ク（ア））
次の事項の変更で、試験基準の改正を伴わないものに限る。

（ア）関連業務
（イ）周辺業務

の意見を踏まえ、承認するものとする。なお、下記オにおける上級の
追加及び下記カにおける３号の追加を行う場合の手続きは、第２の２
（１）②から⑥までの手続き（④ア及びイ並びに⑤のうち技能実習評
価試験の認定及び施行規則の改正を除く）を準用する。

（略）
（削除）

エ 技能実習評価試験の試験基準に関する事項（第８の１（３）ウ）
ただし（２）ウの場合を除く。上級の追加を含む。

オ 審査基準（第８の１（３）ク（ア））
ただし（２）エの場合を除く。３号の追加を含む。

（２）試験実施機関は、次の事項を変更しようとするときは、変更の内容、
時期及び理由を記載した技能実習評価試験変更申請書（様式６－１
号）を提出することによって申請し、人材開発統括官は、専門家会議
の座長の意見を聴いた上で、承認するものとする。ただし、座長が専
門家会議の意見の聴取を求めた場合には、（１）と同様とする。

（略）
イ 評価を受けることができる資格に関する事項（第８の１（３）ウ）

各等級の受検資格である実務経験期間を変更するものに限る。

ウ 技能実習評価試験の試験基準に関する事項（第８の１（３）ウ）
変更によって修得すべき技能等が変わらないことが認められる

もの等、軽微なものに限る。
（削除）

エ 審査基準（第８の１（３）ク（ア））
変更によって修得すべき技能等が変わらないことが認められる

もの、受け入れる技能実習生の数又は実習実施者の数若しくは業種
が大幅に増加しないことが見込まれるもの等、軽微なものに限る。
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（ウ）使用する素材、材料等
（エ）使用する機械、器具等
（オ）製品の例
（カ）移行対象職種・作業とはならない業務例
（キ）その他
（追加）

（３）試験実施機関は、次の事項の内容を変更したときは、変更の内容、
時期及び理由を記載した技能実習評価試験変更届（様式３－２号）を
人材開発統括官に提出しなければならない。
（略）
オ 技能実習評価試験実施規程のうち、受検資格又は試験基準以外の

事項（第８の１（３）ウ）
別表４（略）
別表５（略）

２ 技能実習評価試験の廃止
（略）
（２）人材開発統括官は、前項の技能実習評価試験の廃止届が提出された

ときは、法務省及び業所管省庁と協議し当該技能実習評価試験を廃止
する日を決定するとともに、試験実施機関に通知する。

（略）

３ 試験の認定の取消し
（略）
（４）人材開発統括官は、（２）又は（３）により認定を取り消すときは、

法務省及び業所管省庁と協議し、当該技能実習評価試験を廃止する日
を決定するとともに、試験実施機関に通知する。

（削除）

オ 受検料
（３）試験実施機関は、次の事項の内容を変更したときは、変更の内容、

時期及び理由を記載した技能実習評価試験変更届（様式６－２号）を
人材開発統括官に提出しなければならない。
（略）
オ 技能実習評価試験実施規程のうち、各等級の受検資格である実務

経験期間又は試験基準以外の事項（第８の１（３）ウ）
別表４（略）
（削除）

２ 技能実習評価試験の廃止
（略）
（２）人材開発統括官は、前項の技能実習評価試験の廃止届が提出された

ときは、入管庁及び業所管省庁と協議し当該技能実習評価試験を廃止
する日を決定するとともに、試験実施機関に通知する。

（略）

３ 試験の認定の取消し
（略）
（４）人材開発統括官は、（２）又は（３）により認定を取り消すときは、

入管庁及び業所管省庁と協議し、当該技能実習評価試験を廃止する日
を決定するとともに、試験実施機関に通知する。

第８ 提出書類等
技能実習評価試験の整備に関して提出する書類や内容、手順について解

説する。
（１）技能実習評価試験認定申請書

認定申請者は、技能実習評価試験認定申請書（様式１号）（以下「申
請書」という。）に、次の各号に掲げる事項を記載して、人材開発統括
官に申請しなければならない。なお、申請の窓口は海外人材育成担当参
事官室とする。

（略）

第８ 技能実習評価試験の認定に係る提出書類等
技能実習評価試験の認定に係る提出書類や内容、手順について解説す

る。
（１）技能実習評価試験認定申請書

認定申請者は、技能実習評価試験の認定の申請（作業の追加を含む）
を行う場合には、技能実習評価試験認定申請書（様式１号）（以下「申
請書」という。）に、次の各号に掲げる事項を記載して、人材開発統括
官に申請しなければならない。なお、申請の窓口は海外人材育成担当参
事官室とする。

（略）
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（３）申請書及び添付書類の作成に当たっての留意点
（略）
ウ 技能実習評価試験実施規程（様式１－２号）
（略）
・ 受検資格

受検資格は次に掲げる内容を参考にし、職種の内容に合わせた設
定とすること（特級相当又は１級相当及び中級の区分の設定を妨げ
ない）

初級
（基礎級相当）

新規に申請する技能実習評価試験に係る
職種・作業（以下「対象職種・作業」と
いう）に関して○か月以上の実務の経験
を有すること

専門級
（３級相当）

対象職種・作業に関して○か月以上の実
務の経験を有すること

上級
（２級相当）

対象職種・作業に関して○か月以上の実
務の経験を有すること

（略）
（ア）試験基準（様式１－２－①号）

（略）
ｃ 技能検定制度の試験基準に係る技能等の表現方法

（略）

（技能検定の例）

1) 特級相当

検定職種ごとの管理者又は監督者が通常有すべき技能及び

これに関する知識の程度

2) １級相当

検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこ

れに関する知識の程度

3) ２級相当（技能実習評価試験では上級）

検定職種ごとの中級の技能労働者が通常有すべき技能及びこ

れに関する知識の程度

4) ３級相当（技能実習評価試験では専門級）

（３）申請書及び添付書類の作成に当たっての留意点
（略）
ウ 技能実習評価試験実施規程（様式１－２号）
（略）
・ 受検資格

受検資格は次に掲げる内容を参考にし、職種の内容に合わせた設
定とすること

初級
（基礎級相当）

新規に申請する技能実習評価試験に係る
職種・作業（以下「対象職種・作業」と
いう）に関して６か月以上の実務の経験
を有すること

専門級
（３級相当）

対象職種・作業に関して24か月以上の実
務の経験を有すること

上級
（２級相当）

対象職種・作業に関して48か月以上の実
務の経験を有すること

（略）
（ア）試験基準（様式１－２－①号）

（略）
ｃ 技能検定制度の試験基準に係る技能等の表現方法

（略）

（技能検定の例）

（削除）

1) ２級相当（技能実習評価試験では上級）

検定職種ごとの中級の技能労働者が通常有すべき技能及びこ

れに関する知識の程度

2) ３級相当（技能実習評価試験では専門級）
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検定職種ごとの初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこ

れに関する知識の程度

5) 旧基礎１級（技能実習評価試験では中級）

検定職種ごとの基本的な業務を遂行するために必要な技

能及びこれに関する知識の程度

6) 基礎級（技能実習評価試験では初級）

（略）

（略）
（イ）技能実習評価試験問題作成要領（様式１－２－②号）

（略）
ａ 学科試験・実技試験の共通の留意事項
（ａ）等級設定

段階別の等級（初級、専門級及び上級）を設定する（特級相
当、１級相当又は中級の等級の区分設定を妨げるものではな
い。）。
（略）

ｂ 試行試験の実施
試行試験問題の作成後、新規認定の際には必ず試行試験を行

うこと。認定後は必要に応じて実施することとし、試験基準の
変更など試験問題の内容が変わる場合は必ず実施すること。機
構の職員は、試行試験に立ち会い、試行試験の実施状況につい
て確認し、確認した結果については専門家会議に配布される。
なお、試行試験の対象者については、次の（ａ）～（ｃ）を想
定しているが、それぞれの職種等に応じて決定すること

（ａ）初級については、既に受け入れられている第一号の技能実習生

（ｂ）類似又は近縁職種で受け入れられている第一号、第二号又は第
三号の技能実習生

（ｃ）（ａ）又は（ｂ）の対象となり得る技能実習生がいない場合は、

検定職種ごとの初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこ

れに関する知識の程度

（削除）

3) 基礎級（技能実習評価試験では初級）

（略）

（略）
（イ）技能実習評価試験問題作成要領（様式１－２－②号）

（略）
ａ 学科試験・実技試験の共通の留意事項
（ａ）等級設定

段階別の等級（初級、専門級及び上級）を設定する。
（略）

ｂ 試行試験の実施
試行試験問題の作成後、新規認定の際には必ず試行試験を行う

こと。認定後は必要に応じて実施することとし、試験基準の変更
など試験問題の内容が変わる場合は必ず実施すること。新規認定
の際の試行試験においては、機構の職員の立ち会いのもと、試行
試験実施状況確認表（様式４－１号）による試行試験の実施状況
の確認が行われ、確認した結果については専門家会議に配布され
る。なお、試行試験の対象者については、各級で必ず３名以上と
し、次の（ａ）～（ｃ）の中から、それぞれの職種等に応じて決
定すること。

（ａ）初級については、当該職種に係る既に受け入れられている第
一号の技能実習生、類似職種若しくは近縁職種で受け入れられ
ている第一号技能実習生又は当該職種に係る実務経験年数が
１年程度の者

（ｂ）専門級については、類似職種若しくは近縁職種で受け入れら
れている第二号技能実習生又は当該職種に係る実務経験年数
が３年程度の者

（ｃ）上級については、類似職種若しくは近縁職種で受け入れられ
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追加を検討している職種等に従事している外国人労働者又は日
本人労働者

（エ）技能実習評価試験実施要領（様式１－２－⑥号）
（略）
ｂ 実技試験の留意事項
（ａ）課題設定等

（略）
実技試験課題（判断等試験及び計画立案等作業試験に係るもの

を除く。）は事前に公表するものとする。公表は、問題を実習実
施者に送付することをもって、行ったものとみなす。

（略）

ている第三号の技能実習生又は当該職種に係る実務経験年数
が５年程度の者
また、試行試験（製作等作業試験）では、同一受検者を必ず３

名の試験監督者が評価し、試験監督者による評価のばらつきがな
いか確認し、ばらつきがあった場合には対応策を検討して、本番
の試験では何名の試験監督者が同一の受検者を評価するか決定
すること。

（エ）技能実習評価試験実施要領（様式１－２－⑥号）
（略）
ｂ 実技試験の留意事項
（ａ）課題設定等

（略）
実技試験のうち製作等作業試験の課題は事前に公表するものと

する。公表は、問題を実習実施者に送付することをもって、行った
ものとみなす。

（略）
第９ 技能実習評価試験の認定等の通知・公表

認定等の通知及び公表
（略）
（２）人材開発統括官は、（１）の認定等をしたときは、試験実施機関の

名称、代表者の氏名、所在地、試験実施機関の名称及び移行対象職種
の名称等を、法務省及び業所管省庁並びに外国人技能実習機構に対し
通知する。

（３）人材開発統括官は、（１）の認定等の事実を公表するとともに、法
務省及び厚生労働省は必要に応じて省令を改正する。

第９ 技能実習評価試験の認定等の通知・公表

認定等の通知及び公表
（略）
（２）人材開発統括官は、（１）の認定等をしたときは、試験実施機関の

名称、代表者の氏名、所在地、試験実施機関の名称及び移行対象職種
の名称等を、入管庁及び業所管省庁並びに機構に対し通知する。

（３）人材開発統括官は、（１）の認定等の事実を公表するとともに、入
管庁及び厚生労働省は必要に応じて省令を改正する。

（参考） 事業所管大臣の定める告示について
（略）
２ 事業所管大臣が告示を定める手続きの留意点

（１）厚生労働省及び法務省への協議
１の事項について、特定の職種及び作業について告示において基準

を定めようとする場合は、法務省入国管理局入国在留課及び厚生労働
省人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室に相談することが必
要である。

（参考） 事業所管大臣の定める告示について
（略）
２ 事業所管大臣が告示を定める手続きの留意点

（１）厚生労働省及び入管庁への協議
１の事項について、特定の職種及び作業について告示において基準

を定めようとする場合は、出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理
課及び厚生労働省人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室に相
談することが必要である。

（新設）
（様式１－１－①号）（略）

○様式一覧（別紙１）
（様式１－１－①号）（別紙２参照）
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（様式１－１－②号）（略）
（様式１－２号）（略）
（略）
（様式１－２－③号）（略）
（様式１－２－④号）（略）
（様式１－２－⑤号）（略）
（様式１－２－⑥号）（略）
（略）
（様式１－５－①号）（略）
（様式１－５－②号）（略）
（様式１－６号）（略）
（略）
（様式３－１号）（略）
（様式３－２号）（略）
（追加）
（追加）
（追加）
（様式４号）（略）
（様式５号）（略）
（様式６号）（略）
（略）

（様式１－１－②号）（別紙３参照）
（様式１－２号）（別紙４参照）
（略）
（様式１－２－③号）（別紙５参照）
（様式１－２－④号）（別紙６参照）
（様式１－２－⑤号）（別紙７参照）
（様式１－２－⑥号）（別紙８参照）
（略）
（様式３－１号）（別紙９参照）
（様式３－２号）（別紙10参照）
（削除）
（略）
（様式６－１号）（別紙17参照）
（様式６－２号）（別紙18参照）
（様式４－１号）（別紙11参照）
（様式４－２号）（別紙12参照）
（様式４－３号）（別紙13参照）
（様式５－１号）（別紙14参照）
（様式５－２号）（別紙15参照）
（様式５－３号）（別紙16参照）
（略）


