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外国人実習生の権利ノート 

この「権利ノート」は日本で働く技能実習生の権利を解説したものです。支援者用に

つくったものですが、実習生にも自分の権利を知ってもらうことで不正を防止し、実習

生と日本人の友好が広がることを期待します。末尾には相談先も記してありますので、

問題が発生したときには気軽に相談ください。 

なお、このノートでは日本の受入れ団体のことを「組合」=kumiai、実習企業のこと

を「会社」=kaisya としています。 

(1)講習 

① 講習期間と講習時間 

講習期間は１年目の活動時間全体の「６分の１以上」と定められています。１年以上

の滞在計画であれば２ヶ月以上となりますが、母国で事前に必要な講習をしてきた場合

には１ヶ月にすることができます。休日や講習時間については事前に計画で示されます。

「６分の１以上」ですから週 40 時間を超して講習を行っても違法ではありませんが、

費用もかかりますのであまり多くなることはないと思います。 

②講習内容 

講習では①技能等の修得に必要な知識、②日本語、③生活一般の知識に加えて④実習

生の法的保護に必要な情報を学びます。いつ誰に連絡したら相談を受けられるのか、連

絡方法を確認してください。とくに④「法的保護」は入管法や労働関係法令、不正を知

ったときの対応方法について「専門的な知識をもつ外部講師」が教えることになってい

ます。「組合」「組合」以外に入国管理局（入管=nyukan）への連絡方法も聞いておきま

しょう。 

③講習期間中の手当て 

実習生は「組合」または「会社」が準備する宿泊施設を利用します。講習期間は費用

を請求されることはありません。また食費など生活に必要なものについては入国前に知

らされた「講習手当」を「組合」から受け取ることができます。受講時間数や理解度に

よって講習手当の金額を増減することは禁じられています。 

④実習の禁止 

講習期間中に賃金をもらって働くことはできません。夜間や休日でも実習は禁止され

ており、お金を後で払う約束で実習を行うことは不正になります。講習期間中に「会社」

が実習生に対して指揮命令を行うことは認められません。 

講習はイスにすわって行う講義と見学を基本とします。「会社」の生産ラインでは見

学しかできません。機械の操作についての講習は実際に生産するラインと区別された場

所で行います。実際の生産にかかわる機械操作や安全教育などは実習期間になってから

行います。 
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(2)労働契約 

①雇用契約書 

雇用契約は日本の法律に基づいて作られ、母国での事前講習の前に行います。会社は

実習生に対して労働条件を明示する義務があり，特に賃金，労働時間等の重要な項目*

については書面にして渡さなければなりません。雇用契約書等は日本語に加えて母国語

によっても作成し，実習生に十分に理解できるものでなければなりません。 

入国後の講習が終わって１年目の実習開始時から雇用契約が発効します。母国での契

約に変更があったり、新たな内容が追加されたりしていないか、講習で聞いたことと違

いがないか、「会社」で働き始める前に確認しましょう。賃金や労働時間、休日など重

要な労働条件に大きな変更があると「二重契約」の不正となることがあります。監理費

や不明な金額が差し引かれている時には、すぐにサインせず、必ず聞きましょう。 

②実習計画への記載 

労働条件の内容や実習時間などは「組合」がつくる実習計画のなかに記載し、入管に

届けることになっています。祝日や年末年始の休みを土曜日に振り替えて、平均で週

40 時間にしている場合も尐なくありません。この場合には「変形労働時間制」を労働

基準監督署（労基署=rokisyo）に届けると同時に入管に提出する実習計画にも記載しな

ければなりません。 

＊書面（労働条件通知書など）の交付により明示しなければならない事項 

ａ．労働契約の期間  

ｂ．就業の場所、従事する業務の内容  

ｃ．始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替勤務がある場合には就業

転換に関する事項  

ｄ．賃金の決定・計算・支払の方法、賃金締切・支払の時期、昇給に関する事項  

ｅ．退職に関する事項 

 

(3)賃金・残業代 

①賃金 

時間給の場合は県ごとに定められる地方最低賃金（毎年 10 月に改訂）以上でなけれ

ばなりません。2010 年 7月 1日現在、愛知県では 732 円／時間となっています。 

毎月一定の金額（月給）の場合は最低賃金×年間労働時間/12 月以上が必要です。愛

知の例)732 円×2080時間/12＝126,880円／月以上となります。（週 40H、５日の場合は

52 週×40H=2080H） 

これは税金などを引く前の総額です。母国では手取り金額で説明して、差額を家賃な

どに上乗せして不当にピンハネすることがありますので、契約書を再確認することが必

要です。 
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②時間外労働 

１日８時間、週 40時間を超えて働かせた場合には 25％以上の割増が必要です。(※) 

１週間すべて(７日)働かせた場合には１日分は 35％以上。 

深夜労働(午後 10 時～午前 5 時)は 25％以上。 

時間外労働が深夜に及んだ場合 50％以上。 

休日と深夜が重なったとき 60％以上。 

※2010年 4月 1 日から一ヶ月 60 時間を超えると 50％の割増になったが、中小企業は当面適用

猶予。 

③内職 

寮などで別の仕事を行う「内職」は技能実習には該当しないため認められません。通

常の時間以外に関連のある作業を行わせることは認められますが、この場合は時間外・

休日労働として割増賃金が必要です。 

④追加講習 

実習期間に中間講習，修了講習等を受けさせる場合は労働時間となり、仕事と合わせ

て８時間を超えれば割増賃金の支払いが必要です。 

⑤控除（税・社会保険・雇用保険は別） 

実習生に寮費・共益費・電気・ガス、水道代、食費のほか日用品費や親睦会、旅行積

立金などを請求する場合、実費を超えてはいけません。「会社」がこれらを賃金から差

し引く場合には労使協定の届け出が必要です。賃金から控除するものは「事理明白なも

の」に限られていますので、わからないものが引かれていたら説明を求めることができ

ます。送り出し機関からの管理費や母国の税金を実習生からとることは不正になります。 

※なお「組合」又は「会社」が「劣悪な居住環境を提供し，明らかに人権侵害といえる場合に

は，不正行為に該当する」とされています。 

⑥給与明細 

会社によっては給与明細を出さずに合計金額だけ書いて渡すことがあります。給与明

細は労基法で義務づけられているものではありませんが、その場合には社会保険料や雇

用保険などの計算書類を全て出す必要があります。また所得税法は「給与等支払明細書」

で源泉徴収税額を明らかにするよう義務づけています。結局一括して給与明細にまとめ

たほうが手間がかかりません。 

給与明細を出さない会社にはこれらの計算書を全て出すよう要求し、出さない場合に

は税務署に告発しましょう。 

 

(4)労働時間、休日 

①労働時間 

雇用契約書には始業、終業時間、休憩時間を記載する必要があります。１日の労働時

間が８時間より短い場合、１週間分をまとめて土曜日に数時間働かせることがあります。
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週 40時間までは残業になりませんので契約時に確認しておきましょう。 

労働時間の記録は使用者の義務です。タイムカードがなくても何らかの形で記録し、

保管して置かなければなりません。残業代がただしく支払われたか確認するため、自分

でもカレンダーや手帳にメモしておきましょう。 

＊農業は労働時間の適用除外になっていますが，農林水産省の指導により実習生については

「週 40時間以内」と限定されています。 

②休日 

「土曜日に出勤したが賃金や残業代が払われていない」という相談がよくあります。

法律では週１日以上の休日を与えることになっていますが、土日・祝日（カレンダー赤

の日）が必ずしも休みとはなっていません。お盆や年末年始、５月の連休などの休みを

他の月に振り替えて、平均することもあります。一年間を平均して週 40 時間以内にす

る場合はあらかじめ変形労働時間制の届け出が必要であり、実習生にも説明しておくこ

とが求められます。最初に会社のカレンダーを確認しておきましょう。 

③有給休暇 

講習が終わり、実習が始まった日から６ヶ月後に 10 日間の有給休暇が付与されます。

その１年後に 11日、さらに 1年後から帰国までの間に 12日の休暇が付与されます。 

有給休暇は自分から申し出なければなりません。事前に言えば理由は必要ありません。

使わなかった日数は１年間だけ繰り越すことができます。会社は都合が悪い場合、日に

ちを変えることができますが、その場合ほかの日を指定することができます。 

 

例）2010年 8月 1日入国で講習２ヶ月間の場合 

期間と有休日数 

2010/8/1～2011/3/31、０日 

2011/4/1～2012/3/31、10日 

2012/4/1～2013/3/31、11日 

2013/4/1～帰国、12日 

 

④病気休暇 

実習生は無理して働いても、十分技術を身につけることはできません。熱があるとき

など体調が悪い時は早めに指導員に伝えて休むようにしましょう。女性は生理がきつい

ときには生理休暇をとることができます。賃金の補償は義務づけられていませんが無理

せず休みをとりましょう。事前に言えば有給休暇を使うこともできます。 

⑤仕事のケガでの休み 

仕事のケガで休んだり、病院に行く必要がある場合には労災での休みとなり、欠勤や

有給休暇にする必要はありません。実習生が事故にあった場合には「組合」または「会

社」が的確に対応する責任があります。 
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仕事中に突然腰や腕が痛くなった場合は指導員に伝えてください。突然激痛がきた場

合は労働災害に認定されやすいのですが、がまんして腰痛が続くようになった場合には

逆に自分の責任になることがあります。 

 

(5)労働保険、社会保険 

①労災保険 

仕事でケガや病気になったり、障害が残ったりした場合の保険です。近年では働き過

ぎなどによる死亡事故など重大な事故も増えています。「会社」には労働者が健康で安

全に働けるようにする義務があります（安全衛生法）。労働者を一人でも雇えば労災保

険に加入する義務があり、費用も全額「会社」が負担します。農林水産業で従業員５人

以下の場合であっても実習生についてはこれに類する他の保険に加入しなければなり

ません。 

②健康保険 

仕事や通勤時以外での病気やけがに対する補償です。健康保険証（またはカード）を

受け取ってください。本人の負担は病院での治療や薬代にかかった費用の 30%で、70%

は保険から支払われます。保険料は地域によって若干違いますが残業代を含む賃金総額

が 12万円の場合およそ 5400円くらいになります。従業員が５人以下の場合には別の保

険（国民健康保険）になります。この場合の保険料は尐し変わります。   

③厚生年金 

厚生年金は老後の保障を目的とするものですが、障害を負ったり死亡した場合にも支

給されます。実習生は帰国後、実習期間中に払った年金保険料が一部返ってきます。受

け取れる金額は賃金と加入期間によりますが、本人が支払った保険料の 60～100％が目

安です。 

賃金が 12万円の場合の保険料は約 8200円程度です。健康保険と同じく小さな「会社」

の場合、別の年金（国民年金）になる場合があります。保険料も変わります。 

仕事で重大な障害が残った場合には労災保険と厚生年金の両方から一時金が支出さ

れ帰国後も年金を受けることができます。 

④雇用保険 

実習期間が半年以上たってから、｢会社｣の倒産や不正処分などでしばらく働けなくな

った場合に雇用保険により失業給付を受けることができます。保険料の本人負担は基本

給×0.006(賃金 12万円で 720円)となります。給付金額は基本給により変わりますがお

よそ日額の 60%程度で 150 日が限度です。 

実習が続けられなくなった場合「組合」にはあらたな実習先を見つける責任がありま

す。失業給付の手続きも「組合」の責任で行うことが求められます。 

⑤税金（所得税と住民税） 

所得税（国税）は 1月 1日～12月 31 日までの賃金をもとに計算されます。毎月の給
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料から概算で差し引かれ、12 月の賃金で調整されます。１年目の実習月数が尐なく、

年間収入が 103万円以下の場合には所得税はゼロになります。住民税（県・市町村民税）

は前年の賃金に対して計算され翌年の 6月から徴収されます。 

所得税は５％、住民税は 10％ですが、実際には賃金の一定部分が経費として控除（差

し引き）されて計算されます。母国の配偶者や扶養家族に生活費等を送金している場合

には、事前に申告を行うことによってさらに控除を受けることができます。「組合」に

言って必要な書類を母国から取り寄せてください。 

 

(6)人権保護及び労働者の権利 

①人権保護 

今回の法改正では実習生の人権保護に関する規定が多数盛り込まれています。とくに

次の１～４については著しい人権侵害として受入機関には５年間の受入停止処分が

行われます。 

1.暴行・脅迫・監禁 

2.パスポート・外国人登録証、預金通帳取り上げ 

3.賃金・残業代の不払い 

4.その他人権を著しく侵害する行為 

②労働法令の遵守 

実習生は日本人と同じ労働者としての権利が保障されます。労働組合への加入、団体

交渉・ストライキへの参加もできます。実習期間には年一回以上の健康診断など安全で

健康に働ける職場環境を整備する労働安全衛生法の遵守、労災保険、雇用保険への加入

などがあります。セクハラやパワハラ、精神的な過重によるうつ病なども日本人と同じ

く個別労使紛争の対象となります。 

今回の法務省令改正で労働法令違反が「外国人の技能実習に係る不正行為」となり、

３年間の受入停止という罰則も定められました。労基法違反があった場合には労基署に

申告することと合わせて、入管にも不正として告発することができます。 

③保証金の禁止などその他の不正、不適切な事例       

この他にも「指針」には具体的な不正や不適切な事例が多数示されています。 

○保証金の徴収等 

技能実習に関して保証金をとったり財産を担保にした場合は不正となります。実習生

に対してだけでなく送り出し機関・「組合」・「会社」の間で、実習生が失踪した際の違

約金を定めることも不正となります。 

○罰金 

入管，労基署等に「不正行為」を通報すること，休日に許可を得ずに外出すること，

作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金・高額な罰金を定める契

約も不正行為になります。 
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○不適切な方法による管理の禁止 

失踪の防止を口実に宿舎からの外出禁止、携帯電話の所持や来客との面会を禁止する

こと、親族や友人等との連絡を困難にさせることは不適切な管理として禁止されていま

す。 

○パスポートや外国人登録証明書、通帳を預かること。 

旅券や通帳の預かり依頼証にサインがあっても、預かるべきではないとされています。

実習生は入国後半年間銀行に口座をつくることができません。現金やパスポートを保管

するためにカギのかかるロッカーを要求しましょう。 

 

＊社内規則・寮規則について 

社内規則や寮の規則は守る必要があります。とくに会社内にある寮は外部の人が入ることを制

限されることがあります。また異性の入室を制限することもあります。ただし、罰則については

事前に定めておく必要があり、日本人と同じルールでなければなりません。寮については労基法

に規定があり、労基署への届け出が必要です。 

＊万引き・キセル(不正乗車)など 

日本は母国に比べて万引きや電車のキセルがしやすいのかもしれません。また盗品を売りにく

ることもあります。これらの行為は違法であり日本人と同じ処罰がされることを十分知っておく

ことが大切です。 

 

④強制帰国は犯罪、まず入管に連絡を                

 不正がばれるのを恐れて実習生や家族を監禁・脅迫したり、強制的に帰国させてしま

う「組合」があります。緊急な対応が必要な場合には警察に通報します。実習生には「１

１０番」の仕方を教えてください。「助けて」「○○にある会社の寮」と伝えれば、必ず

駆けつけることになっています。その際警察から支援者に電話をしてもらえるよう名刺

や連絡先を渡しておきましょう。 

強制的な帰国も重大な犯罪です。相談を受けた実習生が強制帰国される恐れがある場

合には、まず入管に「情報提供」し、解決するまで強制帰国させることのないように要

請します。入管は「在留資格のある者を本人の意志に反して強制的に帰国させることは

しない」と言っています。氏名、「会社」名とあわせて外国人登録証のＮＯを伝えます。

それでも連れて行かれてしまった時には、空港の入管チェックカウンターで助けを求め

ます。ここで担当官に「帰国したくない。○○に連絡して」という連絡先を渡すよう説

明しておいてください。 

愛労連では入管に連絡するようにしてから一度だけ、アテンダント用出口を使って強

制帰国させられたことがありますが、このＡ組合は翌日、「臨検」を受け、不正処分さ

れました。このように「組合」などが交渉に応じない場合には不正の事実を示して「申

告」（告発）します。（申告書には本人のサインが必要です。） 
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（7）実習を継続できなくなった場合 

①実習の継続 

「組合」や受入企業の不正、倒産などの理由により、「会社」での実習が継続できなく

なった場合でも新たな実習先で実習を継続することができます。「組合」には、実習生

が実習継続を希望していることを地方入国管理局に申し出た上で、あらたな実習先を探

す責任があります。 

 その間、失業給付の手続きや宿舎の確保、ビザの延長が必要な場合の手続きも「組合」

に責任をもって行うよう求めます。 

②倒産、未払い賃金と帰国旅費の立替払制度 

 「会社」が倒産して賃金が支払われない場合には国の「未払賃金立替払制度」により

立替払いを受けることができます。受け取れるのは退職日の 6 ヶ月前分からで、未払い

の賃金および退職金の 8割です。また「会社」が帰国旅費を負担できない場合には、国

（JITCO）が代わって負担します。 

 

(8)帰国 

①帰国旅費は会社の負担 

これまで実習生の帰国旅費については定めがありませんでしたが、今回の改正により

実習生の都合による一時帰国は別にして、「組合」又は「会社」が帰国費用を全額負担

することになりました。 

②年金の脱退一時金手続き 

帰国前に脱退手続きを行います。「組合」から受け取った書類に「会社」の住所、自

分の年金番号を記入し、帰国後母国の銀行口座を記入して、日本の「ねんきん機構」に

送ります。これらの手続きは受け入れ機関と送り出し機関が行ないますが、訳あってで

きない場合には自分で「ねんきん事務所」に行って手続きすることもできます。支払い

は帰国して請求手続き後 3ヶ月から半年ほどかかり、日本の税金 20％が引かれます。 

③有給休暇の買い上げ  

帰国までに有給休暇をすべて消化しましょう。有休を取らせないために有給休暇を買

い上げることは違法ですが「退職によって権利が消滅するような場合に、残日数に応じ

て調整的に金銭の給付をすることは・・・・・違反するものではない」とされています。

帰国するまでに消化できなかった場合の対応について「会社」に聞いておきましょう。 

④寮・アパートの退去時に 

寮やアパートは元の状態にして返すことが原則です。寮費を払っていますから通常の

生活をしていて汚れた程度のものは寮費のなかに含まれていると考えられます。追加の

費用を払う必要はありません。しかし壁に大きな穴をあけたりした場合には修繕費用を

求められることがあります。 

泥靴で畳の部屋に入り清掃費用を請求されたこともあります。日本での生活を身につ
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けることも大切です。 

＊寮への持ち込み 

友人からテレビやソファなどをもらってくる場合があります。会社に無断で寮に持ち込むと帰

国時にリサイクル料や高額な処分費用を取られることがありますので注意してください。 

 

⑤尐しは観光も 

帰国直前まで働いて、夜荷物を片づけて翌朝帰国という「会社」もあります。実習生

の資格では再度入国することはできません。残っている有給休暇を買い物だけでなく、

この機会に尐しだけでも日本の観光・文化にふれておきましょう。 

不正や権利の事ばかり書いてありますが、決して悪い「組合」ばかりではありません。

日本で多くの友人をつくり、帰国後も日本との友好に役立てていただきたいと思います。 

 

＜相談先＞ 

○JITCOによる母国語での相談  

TEL 03-6430-1111 

中国語 毎週木曜日  11時～13時､14時～19時 

ベトナム語 毎週金曜日    〃 

インドネシア語 毎週火曜日 〃 

労働組合・支援団体 

○労働相談ホットライン 

TEL 0120-378-060（電話代無料） 

全労連加盟の各県組織につながります。 

 

○首都圏移住労働者ユニオン 

TEL 03-5950-5671  

○外国人研修生権利ネットワーク 

TEL 03-3836-9061 

○外国人研修生問題弁護士連絡会 

東京     TEL  03-6427-5902 

暁法律事務所 弁護士 指宿昭一  

名古屋  TEL 052-211-2236 

 


