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はじめに

本書は、外国人技能実習機構（以下、機構）が提供する受検手続支援サイトの監理団体・企業単独
型実習実施者用マニュアルです。

操作はウェブブラウザを用いて行います。

本マニュアルは、原則としてMicrosoft Edgeで表示した画面イメージを使用しています。

ただし、ご利用のOS・ブラウザの種類または設定によって、マニュアルどおり
の表示や動作をしない場合がありますので、ご了承ください。

利用推奨環境

ご利用の前に「推奨環境」を必ず確認下さい！

Microsoft社が動作保証する保証対象内のＯＳとExcelのバージョ
ンの組み合わせの両方の条件を満たす必要があります。

クライアントＯＳ
・Windows 8
・Windows 8.1
・Windows 10
・Windows 1１

「

ブラウザ
・Microsoft Edge
・Google Chrome

Ｍicrosoft Excel
・Excel 2013
・Excel 2016
・Excel 2019
・Excel 2021

（留意事項）
・2013より前のものは推奨環境対象外です。
・Microsoft Excel 以外は作動しません
・Excelは受検者情報の作成（新規登録）や更新をする場
合に必要になります。登録した情報の閲覧等、サイトでの
操作のみを行う場合には必要ありません。

（留意事項）
Macは推奨環境対象外です。
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はじめに

システムの稼働時間は以下のとおりです。

稼働時間 ８時４５分～２０時００分（日曜日を除く）

〇稼働時間外は受検手続支援サイトへ接続できないため、データのダウンロード、アップロード、閲覧
等全ての機能が利用できません。

〇データのアップロードの際には、時間がかかることもございますので、十分に余裕をもって対応をお
願いします。

なお、稼働時間外にアクセスした場合、以下のような画面が表示されますが、障害ではございません。

稼働時間内に再度アクセスしてください。

※ 画面イメージは、Microsoft Edgeのものです。ブラウザにより表示は異なる可能性があります。
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第１章 初回の利用者登録

この章では、初めてご利用いただく場合の利用者登録について説明します。

【登録の流れ】
利用者登録は以下の流れで行います。
①利用者が本サイトにて必要な項目を入力・登録。
②確認メールを受信。 ※ご登録後数分以内に送付されます。
③確認メールに記載のリンクをクリックし、本人確認を実施。
④本サイトの管理者が該当利用者を承認。
※ 登録した利用者IDは、本サイトの管理者による承認をもって有効になります。

【注意事項】
利用者登録は、担当者ごとに行い、利用者IDを１人につき１つ取得してください。
異動や退職で不要となった場合は、本サイトで退会手続きを行ってください。
利用者IDの使いまわしはしないでください。

監理団体の場合は「監理団体許可番号」、企業単独型実習実施者の場合は「届出受理番号」が同じ場合、
同じ団体に所属するものとなり、同じ団体において登録した受検者の情報等は共有されます。
※ 同じ団体における受検者の情報は、同じ団体の利用者全員が参照・更新可能です。
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１－１．トップページ

ウェブブラウザにて下記URLを入力してサイトへアクセスします。
https://www.juken.otit.go.jp
※URLはブックマークしていただくと次回からアクセスが簡単になります。

受検手続支援サイトのトップページです。

■操作
ご自身の団体に応じて、 ①の 「監理団体の方」または「企業単独型実習実施者の方」をクリックしてください。

■注意事項
「お知らせ」については、必ずご確認をお願いします。
初めてご利用の際は、本ページ内容を必ずご確認ください。

①



8

マニュアルの画面イメージは監理団体用のトップページです。
企業単独型実習実施者トップページもタイトル名以外は同様の構成となっていますので、企業単独型実習実施

者の方は 「監理団体」を「企業単独型実習実施者」に読み替えて操作を行ってください。

■画面説明
①監理団体用トップページ（本画面）を表示します。
②このページの説明を表示します。
③お知らせを表示しますので、必ず読んでください。
④利用規約を表示します。
⑤新規利用者登録画面へ移動します。
⑥既に利用者登録済みの方は「ログイン」をクリックし、ログイン画面へ移動します。

①
②

③

１－２．監理団体・企業単独型実習実施者 トップページ

⑤

⑥

■操作（新規利用者登録）
新規に利用者登録を行う場合は、④「利用規約」をクリックしてご確認の上、「利用規約に同意します」に
チェックをし、「登録画面へ」をクリックします（⑤新規利用者登録画面）。
※同意確認チェックにチェックをしている場合、利用規約に同意いただいたものとします。

同意いただけない場合、本サイトのご利用はできません。

④
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１－３．新規利用者情報の入力

■画面説明
①監理団体用トップページに移動します。
②前の画面へ戻ります。
③入力情報に問題がなければ、確認画面へ移動します。

マニュアルの画面イメージは監理団体用のものです。
企業単独型実習実施者の利用者登録画面も同様の構成ですので、企業単独型実習実施者の方は、
「監理団体」を「企業単独型実習実施者」に読み替えて操作を行ってください。
※入力項目は異なります。

①

② ③

■操作
「必須」と表示されている項目は全て入力してください。
全て入力が終わりましたら、③「確認画面へ進む」をクリックしてください。
その際、エラーがあった場合、表示に従って入力内容の修正を行ってください。
エラーがない場合は確認画面へ移動します。

■注意事項
IDとパスワードは、ログインに必要な情報です。忘れないように管理してください。
仮登録完了メール等へIDの記載はいたしませんので、適切に管理いただきますようお願い致します。
※ パスワードは再設定可能ですが、IDは再設定できないため、特にご注意ください。
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１－４．新規利用者情報の確認

■画面説明
①監理団体用トップページに移動します。
②入力した内容が表示されます。
③前の画面へ戻ります。
④登録完了画面へ移動します。

入力した新規利用者情報の確認を行うページです。

②

①

③ ④

■操作
内容を確認し、誤りがなければ④「登録する」をクリックしてください。
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１－５．新規利用登録の仮登録完了

■画面説明
①監理団体用トップページに移動します。
②入力いただいたメールアドレスに確認用のメールを送信した旨が表示されます。

②

■操作
本画面が表示されれば、仮登録が完了となります。
本人確認用のメールがご登録いただいたメールアドレスに送信されます。
（ご利用の環境によっては受信に数分かかる場合があります。）
ブラウザは閉じて、受信メールをご確認ください。

①
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１－６．新規利用登録の本人確認

■操作
①のURLをクリックすると、ブラウザが起動し、本人確認が実施されます。
下記画面が表示されれば本人確認は完了ですので、ブラウザは閉じてください。

利用者登録の仮登録が完了すると、本人確認のメールが送信されます。
「 ［受検手続支援サイト］仮登録完了と本登録のご案内」という件名のメールを開いてください。

「受検手続支援サイト」の管理者があなたを承認しました。

「受検手続支援サイト」へログイン可能です。
https://www.juken.otit.go.jp

登録した利用者情報は、受検手続支援サイトの管理者が登録内容を承認して、初めてご利用可能となります。
※ 承認されると「[受検手続支援サイト]新規利用者登録完了のお知らせ」という件名のメールが届き、

受検手続支援サイトのご利用が可能となります。

①

【ご注意ください！URLをクリックしただけではご利用いただけません】
URLクリック後、受検手続支援サイトの管理者が登録内容を承認して、初めてご利用可能
となります。
登録内容に不備がなければ、原則２営業日以内にご利用可能です。

また、URLは１回のみクリックしてください。
（２回以上クリックすると、エラーの原因となります）

メール内容

メール内容
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第２章 ログイン

この章では、本サイトへのログイン方法について説明します。

ログインを行うためには、第１章の利用者情報の登録が完了している必要があります。
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２－１．ログイン画面の表示

ウェブブラウザにて下記URLを入力してサイトへアクセスします。
https://www.juken.otit.go.jp

■操作
ご自身の団体に応じて、「監理団体の方」または「企業単独型実習実施者の方」をクリックします。
画面イメージは監理団体用のものです。

■操作
「ログイン」をクリックします。
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２－２．ログイン

ログインを行うページです。

■画面説明
①利用登録時に登録いただいた利用者ID（半角英数字10字）を入力します。
②利用登録時に登録いただいたパスワード（半角英数字8字以上）を入力します。
③「サインイン」をクリックすると、ID・パスワードの入力に誤りがなければ、サインインします。

④パスワードの再設定画面へ移動します。パスワードを忘れてしまった場合は、「パスワードをお忘れですか」
をクリックし、パスワードの再設定を行ってください（詳細は２－３「パスワード再設定」参照）。

①

②

③

④

■操作
①の欄に利用者登録時にご自身で設定した利用者ID （半角英数字10字）、②の欄に利用者登録時にご自身

で設定したパスワード（半角英数字8字以上）を入力し、③「サインイン」をクリックしてください。
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２－３．パスワード再設定

パスワードの再設定を行うページです。

■画面説明
①利用者登録時に入力いただいたメールアドレスを入力します。
②前画面に戻ります。
③入力したメールアドレスに、パスワードの再設定をするためのメールが送信されます。

■操作
①の欄に利用者登録時に入力いただいたメールアドレスを入力し、③「再設定」をクリックしてください。
入力したメールアドレスに送信される「 [受検手続支援サイト］パスワードの再設定」という件名のメールにパス

ワードを再設定するためのURLのリンクが記載されていますので、アクセスすると以下の画面が表示されます。

①

②

③

■操作
新しいパスワードを入力し、④「再設定」をクリックしてください。
パスワードの再設定は完了します。

④
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２－４．利用者情報の変更

■画面説明
②監理団体用トップページに移動します。
③退会用画面に移動します。

マニュアルの画面イメージは監理団体用のものです。
企業単独型実習実施者も同様の構成となっていますので、企業単独型実習実施者に所属の方は
「監理団体」を「企業単独型実習実施者」に読み替えて操作を行ってください。
※入力項目は異なります。 ①

② ③

■操作
ログイン後、 ①監理団体名・氏名をクリックすると、以下の利用者情報変更画面が表示されます。

■画面説明
①監理団体名・氏名が表示されます。クリックすると、利用者情報変更画面に移動します。

■注意事項
利用者IDは一人につき一つの利用としてください。

異動や退職で不要となった場合は、受検手続支援サイトで退会手続きを行うこととし、氏名を変更する等によ
る使いまわしはしないでください。

（退会については２－５を参照ください。）
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２－４．利用者情報の変更

■画面説明
④前の画面へ戻ります。
⑤入力情報の確認画面へ移動します。

（続き）

④ ⑤

■操作
利用者情報のうち、変更が必要な事項を修正してください。

パスワードは変更の有無に関わらず、入力が必要となります。変更しない場合には、使用しているパスワード
を入力してください。
※パスワードはログインに必要な情報ですので、適切に管理いただきますようお願い致します。
⑤「保存」をクリックすると、入力情報の確認画面へ移動します。

■注意事項
「必須」と表示されている項目は全て入力必須項目になります。
以下の情報は変更できません。

【変更不可項目】

監理団体 ID、監理団体許可番号、許可日、許可期限

企業単独型実習実施者 ID、届出受理番号
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２－４．利用者情報の変更

■画面説明
①処理結果メッセージです。

利用者情報変更の結果を表示するページです。

①

■操作
変更が完了すると、①の変更完了メッセージが表示されます。
エラーがあった場合、表示に従って入力内容の修正を行ってください。
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２－５．退会

■注意事項
退会した場合、IDは無効となりますので、ログインはできなくなります。
退会した利用者が既に登録した受検者の情報は、同じ団体の利用者であれば、参照・更新が可能です。

退会を行うページです。

②

①

■操作
④「退会する」をクリックすると、退会します。

■操作
②「退会」をクリックすると、以下の画面が表示されます。

④

③

■操作
ログイン後、 ①監理団体名・氏名をクリックすると、以下の画面が表示されます。
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第３章 受検手続支援

この章では、本サイトへの受検者の情報の登録・更新・キャンセル等の操作について説明します。

【受検者情報の登録の流れ】
受検手続支援サイトでの受検手続支援は以下の流れで行います。
（再受検についても、⑤を除き、以下の流れで行います。）
①登録様式のExcel「受検手続支援シート」をダウンロード
②必要情報を入力
③Excelのマクロにて、受検手続支援データ（CSVファイル）を出力
④受検手続支援データを本サイトへ登録。（複数の受検者の情報を一括で登録できます。）
⑤同意書をダウンロード。本人が署名のうえ、本サイトへアップロード。
⑥機構の承認

【はじめに】
作業にあたっては、複数のExcelファイルやCSVファイルを使用しますので、受検手続支援サイトのための作業用
フォルダをあらかじめ作成し、フォルダ内で作業をしてください。
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３－１．監理団体・企業単独型実習実施者メイン画面（ページヘッダ）

マニュアルの画面イメージは監理団体用のものです。
企業単独型実習実施者の画面も同様の構成ですので、企業単独型実習実施者の方は、
「監理団体」を「企業単独型実習実施者」に読み替えて操作を行ってください。

ログイン後、以下のメイン画面（ヘッダ部分）が表示されます。

■画面説明

①ログインしている利用者の監理団体名・氏名を表示します。
②このサイトからサインアウトします。
③ウェブサイト内でのウェブページの位置を表示します。画面名リンクをクリックするとその画面に移動します。
④各機能の画面へ移動します。

監理団体メイン・・・監理団体メイン画面へ移動します。
メイン画面では、受検者の情報の閲覧・更新等を行います。

受検手続支援データ登録・・・「受検手続支援データ」（CSVファイル）を登録する画面へ移動します。
受検手続支援シートダウンロード・・・「受検手続支援シート」をダウンロードする画面へ移動します。

① ②

③ ④



■画面説明
①注意事項を表示します。
②表示する受検者情報を「受検申請情報登録日」で再検索が可能です。
③表示する受検者を以下の条件で絞り込みが可能です。
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３－２．監理団体・企業単独型実習実施者 メイン画面

ログイン後、以下の画面に移動します。
本画面で、登録した受検者の情報を参照します。

①

申請の種別 申請の種別を指定。完全一致。

ステータス ステータス（未承認、承認済み、差し戻し、完了）を指定。完全一致。
「キャンセルを除く」にチェックするとキャンセル登録された受検者は非表示となる。

国籍 国籍を指定。完全一致。

氏名(計画認定番号) 氏名または計画認定番号を指定。部分一致。

入国日(From～To) 以下の範囲を満たす場合に該当するものとなります。
１．（Fromのみ入力の場合）Fromに指定された日付以後である
２．（Toのみ入力の場合）Toに指定された日付以前である
３．（From、Toの両方入力の場合）From～Toの期間内である
※不正な日付を指定した場合は、エラー表示となります。
※From＞Toの場合、FromとToを入れ替えて絞り込みます。

実習実施者名 実習実施者名を指定。部分一致。

職種名 職種名を指定。部分一致。

作業名 作業名を指定。部分一致。

受検予定機関 受検予定機関を指定。部分一致。

受検申請情報登録日(From～To) 受検申請情報登録日を指定。※条件は入国日と同様

受検日(From～To) 受検日を指定。
※条件は入国日と同様。受検日と受検日予備の2つを対象にする。

初回登録者ID 新規で受検者情報を登録（受検手続支援データを登録）した担当者のユーザID
を指定。部分一致。

シリアル番号(From～To) シリアル番号を指定。左側の「0」は記載不要。

③

②
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■画面説明
④受検者情報の一覧（または絞り込み結果一覧）が表示されます。
⑤表示の順番を選択できます。
⑥１ページあたりの表示件数を10件、20件、50件から選択できます。
⑦表示ボタンをクリックすると、選択した⑤ソート順、⑥表示件数の設定を実行します。
⑧チェックボックスにチェックをした受検者の更新用データを取得します（取得データは下記参照）。

更新方法については、３－１０「受検者情報の更新（一括更新）」を参照してください。
⑨チェックボックスにチェックをした受検者の情報をキャンセル登録します。

キャンセル方法については、３－８「受検手続支援のキャンセル」を参照してください。

■初期表示時条件
・ログインしている利用者もしくは同じ団体（※）に所属する利用者が登録した受検者情報

（※利用者情報の監理団体許可番号もしくは届出受理番号が同じ）
・「受検申請情報登録日」 （最初に受検者情報を登録した日）が、現在日から１年以内の受検者情報
・ステータス：全て（未承認、承認済み、差し戻し、完了）

・ソート：シリアル番号（昇順）

■注意事項
・受検申請情報登録日が現在日から１年より前の受検者情報を参照したい場合、「受検申請情報登録日

（From~To）」 （②）の範囲を変更し、「再表示」をクリックしてください。
（ただし、機構承認前にキャンセルし、１年を経過した受検者情報については表示されません。

詳しくは、３－１１「参考（受検者情報の表示について）」を参照してください。）
・「絞り込み」（③）検索は、「受検申請情報登録日」 （②）で表示した受検者情報を更に絞り込む機能となります。

そのため、「受検申請情報登録日」（②）が該当期間にない受検者情報は、絞り込みにより表示されません。

■受検者情報（④）の項目説明（左の項目から順番となっています。）

⑨

３－２．監理団体・企業単独型実習実施者 メイン画面

（続き）

④

⑤ ⑥ ⑦

⑧

チェックボックス 「更新用データ取得」及び「キャンセル登録」を行う際に使用します。

シリアル番号 シリアル番号を表示します。

種別 種別（新規、再受検）を表示します。
種別、計画認定番号ともに同じ受検者情報が登録されている場合、後から登録した受検者情
報の種別の前に「※」が表示されます。
再受検申請で記載の計画認定番号と、記載の「新規シリアル番号」で登録済みの計画認定
番号が一致しない場合、種別の前に「☆」が表示されます。

ステータス ステータス（未承認、承認済み、差し戻し、完了）を表示します。

国籍 国籍を表示します。
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（続き）

３－２．監理団体・企業単独型実習実施者 メイン画面

氏名(計画認定番号) 氏名及び計画認定番号を表示します。
リンクをクリックすると個別レコード参照更新画面を表示します。

登録済み同意書表示
アイコン（PDFアイコン）

同意書が登録済みの場合に表示されます。

同意書ダウンロード言語選択 ダウンロードする同意書の言語を選択します。選択できる言語は以下のとおりです。
中国語、ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語、タイ語、カンボジア語、
ミャンマー語、モンゴル語、英語、日本語

同意書ダウンロードボタン（DL) 同意書をダウンロードできます。
ダウンロードした同意書には、以下の項目が自動転記されます。
〇 ダウンロードした日付
〇 登録した受検者の「職種名」「作業名」「技能実習の区分」「計画認定番号」「氏名」
〇 監理団体の場合「監理団体名」、企業単独型実習実施者の場合「実習実施者名」
〇 シリアル番号

生年月日 生年月日を表示します。

入国日 入国日を表示します。

実習実施者名 実習実施者名を表示します。

受検予定機関 受検予定機関を表示します。

職種名 職種名を表示します。

作業名 作業名を表示します。

受検申請情報登録日 新規で受検者情報を登録した日付を表示します。

同意書登録日 「個人情報の取り扱いに係る同意書」を登録した日付を表示します。

受検日 受検日を表示します。

受検日(予備) 受検日（予備）を表示します。

■ソート順（⑤）の項目説明（上の項目から順番となっています。）

シリアル番号（昇順） シリアル番号が小さい受検者情報から表示します。

シリアル番号（降順） シリアル番号が大きい受検者情報から表示します。

受検日（昇順） 受検日が早い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、先頭になり
ます。

受検日（降順） 受検日が遅い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、最後尾とな
ります。

受検予備日（昇順） 受検予備日が早い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、先頭に
なります。

受検予備日（降順） 受検予備日が遅い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、最後尾
となります。

入国日（昇順） 入国日が早い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、先頭になり
ます。

入国日（降順） 入国日が遅い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、最後尾とな
ります。

同意書登録日（昇順） 同意書登録日が早い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、先頭
になります。

同意書登録日（降順） 同意書登録日が遅い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、最後
尾となります。
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（続き）

３－２．監理団体・企業単独型実習実施者 メイン画面

■出力する更新用データ（⑧）はCSV形式となり、出力される情報は以下のとおりです。

更新用データ 実習生情報
申請の種別
ステータス
国籍
氏名
性別
生年月日(年)
生年月日(月)
生年月日(日)
入国日(年)
入国日(月)
入国日(日)
技能実習の区分
在留期限日(年)
在留期限日(月)
在留期限日(日)
在留期限日更新手続き中フラグ
在留カード番号
計画認定番号
実習実施者名
職種名
作業名
受検級
受検予定地都道府県
受検予定機関
受検予定地
技能実習予定期間 (From)(年)
技能実習予定期間 (From)(月)
技能実習予定期間 (From)(日)
技能実習予定期間 (To)(年)
技能実習予定期間 (To)(月)
技能実習予定期間 (To)(日)
受検希望科目
受検希望期間(From)(年)
受検希望期間(From)(月)
受検希望期間(From)(日)
受検希望期間(To)(年)
受検希望期間(To)(月)
受検希望期間(To)(日)
受検希望日事前確認済みフラグ
受検日(年)
受検日(月)
受検日(日)
受検日予備(年)
受検日予備(月)
受検日予備(日)
次号計画認定申請提出予定地方事務所
備考
紡績関連の情報
作成日
シリアル番号
新規シリアル番号
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３－３．受検手続支援シート ダウンロード

■操作
②注意事項をご確認の上、③「注意事項を確認しました。」にチェックをし、④「ダウンロード」をクリックします。
以下のウィンドウが表示されるので「名前を付けて保存」ボタンをクリックし、保存場所をあらかじめ作成した作

業用フォルダに指定し保存します。 受検手続支援シートを保存した場所に、登録用ファイル（CSVファイル）が
作成されるため、作業用フォルダに保存してください。

（保存場所を指定せず保存すると、パソコンの「ダウンロード」フォルダへ保存されます。）
注意：ダウンロードした受検手続支援シートは直接開かないでください（ 「ファイルを開く」をクリックはしない） 。

メイン画面で「受検手続支援シートダウンロード」をクリックすると、以下の画面に移動します。
この画面で、受検手続支援シートのダウンロードを行います。

①

④

■画面説明
①受検手続支援シートの最終更新日が表示されます。
②注意事項が表示されますので、必ずご確認ください。
③注意事項を確認後チェックします。
④クリックするとダウンロードを開始します。注意事項を確認済みのチェックが入った状態でなければダウンロー
ドできません。

③

②

■注意事項
・入力用の受検手続支援シート（Excelファイル）は、不定期で更新されます。入力項目や選択項目が

変更になっている可能性もありますので、登録（新規登録、更新）の度に、最新の様式のダウンロードを
お願い致します。

・ダウンロードの際、ファイル名は変更いただいて問題ありません（変更しない場合のファイル名は
「JukenSheet.xlsm」です。）。
ただし、ファイルの種類や拡張子は変更しないでください。

・Excelをご利用の際は、マニュアル「はじめに」の「利用推奨環境」に記載のバージョンをご利用ください。

【はじめに】
作業にあたっては、複数のExcelファイルやCSVファイルを

使用しますので、受検手続支援サイトのための作業用フォル
ダをあらかじめ作成し、フォルダ内で作業をしてください。



28

３－４．受検手続支援シートの入力（在留者の場合）

ダウンロードしたフォルダ内（作業用フォルダ）にある受検手続支援シート（Excelファイル（ファ
イル名をそのまま保存した場合は、「JukenSheet.xlsm」））を開きます。
３－３で受検手続支援シートをダウンロードした際に、そのまま「ファイルを開く」とせず、必ず、

いったん作業用フォルダに受検手続支援シートを保存し、そのフォルダから開いてください。
マクロを有効とするため、他のExcelは全て閉じたうえで、受検手続支援シートを開いてください。
※画面イメージはExcel2013のものです。

■入力を始める前に①
「保護ビュー」のメッセージが表示されている場合は、「編集を有効にする」をクリックしてください。

■入力を始める前に②
「セキュリティの警告」が表示されている場合は、「コンテンツの有効化」をクリックしてください。

■画面説明
①実習生情報では、在留者、帰国者のいずれかを選択します。
②受検者の情報を入力します。ヘッダーがピンク色の項目は必須項目です。
③登録用ファイルである受検手続支援データ「JukenData.csv」を出力します。

④入力した情報を全て消去します。
⑤記載例を表示します。

①

②

③ ④

■操作
①の実習生情報は「在留者」を選択します。
⑤別シート「記載例」の【在留者の場合】を参考に、②の欄に受検者の情報を入力します。
全体の入力を削除したい場合は④「データクリア」をクリックします。
②の欄の必要項目を全て入力し終えたら、③「受検手続支援データ出力」をクリックします。
クリックした際に各項目のチェックを行います。エラーが表示された場合は、入力情報を修正してください。
エラーがなければ登録用ファイル（受検手続支援データ。ファイル名「JukenData.csv」）が出力されます。
登録用ファイルは入力中の受検手続支援シート（Excelファイル）と同じフォルダに作成されます。

⑤
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３－４．受検手続支援シートの入力（帰国者の場合）

■入力を始める前に①
「保護ビュー」のメッセージが表示されている場合は、「編集を有効にする」をクリックしてください。

■入力を始める前に②
「セキュリティの警告」が表示されている場合は「コンテンツの有効化」をクリックしてください。

■画面説明
①実習生情報では、在留者、帰国者のいずれかを選択します。
②受検者の情報を入力します。ヘッダーがピンク色の項目は必須項目です。
③登録用ファイルである受検手続支援データ「JukenData.csv」を出力します。

④入力した情報を全て消去します。
⑤記載例を表示します。

①

②

③ ④

■操作
①の実習生情報は「帰国者」を選択します。
⑤別シート「記載例」の【帰国者の場合】を参考に、②の欄に受検者の情報を入力します。
全体の入力を削除したい場合は④「データクリア」をクリックします。
②の欄の必要項目を全て入力し終えたら、③「受検手続支援データ出力」をクリックします。
クリックした際に各項目のチェックを行います。エラーが表示された場合は、入力情報を修正してください。
エラーがなければ登録用ファイル（受検手続支援データ。ファイル名「JukenData.csv」）が出力されます。
登録用ファイルは入力中の受検手続支援シート（Excelファイル）と同じフォルダに作成されます。

⑤

ダウンロードしたフォルダ内（作業用フォルダ）にある受検手続支援シート（Excelファイル（ファ
イル名をそのまま保存した場合は、「JukenSheet.xlsm」））を開きます。
３－３で受検手続支援シートをダウンロードした際に、そのまま「ファイルを開く」とせず、必ず、

いったん作業用フォルダに受検手続支援シートを保存し、そのフォルダから開いてください。
マクロを有効とするため、他のExcelは全て閉じたうえで、受検手続支援シートを開いてください。
※画面イメージはExcel2013のものです。
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３－５．受検手続支援データの登録

メイン画面で「受検手続支援データ登録」をクリックすると、以下の画面に移動します。
この画面で受検手続支援シートにて作成し出力したJukenDataファイルを受検手続支援サイトへ登録

します。

①

② ③

■画面説明
①登録する受検手続支援データファイルを選択します。
②前画面に戻ります。
③選択したファイルを登録します。

■操作
①選択ボタンをクリックし、作成した受検手続支援データ「JukenData.csv」を選択し、③「登録する」を
クリックします。登録された情報はメイン画面にてご確認ください。

★エラーとなる場合（再受検データ登録時の新規シリアル番号チェック）
再受検の受検手続支援データを登録する場合、受検手続支援シートの「新規シリアル番号」欄に記載したシリ

アル番号が正しいかチェックを行い、記載のシリアル番号が下記に該当する場合、エラーになります。

【エラー事由】
１．「新規シリアル番号」欄に記載のシリアル番号に該当する受検者データが存在しない場合
２．「新規シリアル番号」欄に記載のシリアル番号の受検データの「申請の種別」が「再受検」の場合
３．「新規シリアル番号」欄に記載のシリアル番号の受検データの「ステータス」が「未承認」、「差し戻し」、

または、キャンセルによる「完了」の場合

上記エラー事由に該当する場合、以下の画面が表示されます。
エラーに該当するデータが１件でも含まれていた場合、その際に登録しようとした全件のデータが
登録できません。
エラー原因を確認のうえ修正し、再度登録を行ってください。

■操作

確認後は、戻るボタンを押してください。
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３－５．受検手続支援データの登録

★ 警告１（申請種別、計画認定番号ともに同じ受検者が既に登録されている場合）
申請種別、計画認定番号ともに同じ受検者が既に登録されている場合、以下の警告画面が表示されます。
該当するデータには、警告の欄に「※」が表示されます（①）。

■操作
「登録する」ボタンをクリックすると、登録され、以下の画面が表示されます。
登録された情報を確認する場合は、「メイン画面に戻る」をクリックしてください。
なお、上記警告に該当する場合には、受検者の種別の前に、警告１の場合「※」、警告２の場合「☆」がつきます。

（続き）

★ 警告２（新規シリアル番号の計画認定番号と再受検の計画認定番号が一致しない場合）
新規シリアル番号に該当する受検データの計画認定番号と、登録しようとする再受検データの計画認定番号

が一致しない場合、以下の警告画面が表示されます。
該当するデータには、警告の欄に「☆」が表示されます（②）。

■操作
上記の警告条件に該当した場合、以下の警告画面が表示されますので、
やり直す場合は「戻る」（③）をクリックします。
確認し、継続する場合は「登録する」（④）をクリックします。

【補足説明】
警告２の確認機能の追加に伴い、2020年11月16日から、実習生情報が「帰国者」の場合も計画認定番号の記載が必須となりましたが、
それ以前に、新規の受検者情報を計画認定番号の記載をせずに登録済みの場合には、警告２は表示はされません。

①

②
③ ④
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３－６．同意書ダウンロード

受検者の個人情報の取り扱いに係る同意書のダウンロードを行います。

■操作
メイン画面にて、同意書のダウンロードをする受検者を表示します。
（同意書は個別レコード参照更新画面からもダウンロードできます。）

言語選択のうえ、「ＤＬ（ダウンロード）」をクリックします。
同意書がPDFでダウンロードされます。
ダウンロードした同意書を印刷のうえ、受検者本人が署名をします。
署名した同意書は、サイトにアップロードして登録頂く必要がありますので、PDFまたは画像（JPEG,GIF,PNG）
ファイルにしてください。

■注意事項
・言語選択の初期表示は、受検者の国籍と同じになっています。

該当ない場合は、日本語が初期表示されます。必要に応じて、言語を選択してください。
・同意書は個人情報の取り扱いに関するものなので、受検者本人による署名が必要です。
印刷のうえ、必ず受検者本人が直筆の署名を行ってください。
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３－７．同意書アップロード

署名された同意書のアップロードを行います。
メイン画面にて同意書をアップロードする受検者を表示します。

■操作
メイン画面の「氏名（計画認定番号）」のリンクをクリックし、個別レコード参照更新画面を表示します。

■注意事項

機構が承認した際の監理団体担当者への承認のメールは届きませんので、随時、サイトから「ステータス」が「承
認済み」に変わっているかを確認してください。

■操作
①「選択」をクリックして、アップロードする署名済みの同意書ファイルを選択します。

■操作
②「更新する」をクリックすると、同意書が保存されます。
正常に保存された場合には、個別レコード参照更新の「氏名」の右側、及び、メイン画面の「氏名（計画

認定番号）」の右側に「登録済み同意書表示アイコン（PDFアイコン）」が表示されます。
※ メイン画面においては、ページの再読込みをする必要がある場合があります。
申請いただいた受検者の受検手続支援の情報を、機構が確認し、問題がなければ、機構の翌営業日以降に承認

します。

（修正、疑義等ありましたら、電話等で問合せさせていただきます。）

①

②
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３－８．受検手続支援のキャンセル

登録した受検手続支援をキャンセルします。
メイン画面にて、キャンセルをする受検者を表示します。

■操作
キャンセルをする受検者のチェックボックスにチェックをつけます。
「キャンセル登録」ボタンをクリックすると、以下の確認画面が表示されます。

①

② ③■画面説明
①キャンセルする受検者の情報

（シリアル番号、種別、ステータス、連絡済、氏名（計画認定番号）、受検予定機関、職種名、作業名）
②前画面に戻ります。
③キャンセルを実行します。

■操作
選択した受検者の情報が表示されるので、情報に誤りがないか確認してください。
間違いなければ、③「変更する」をクリックします。前画面に戻る場合は②「戻る」をクリックします。
キャンセルをした受検者の情報は、キャンセル後の修正はできません。
※ ステータスが完了となり、個別レコード参照更新画面において、合否欄が「キャンセル」となります。

■注意事項
承認済みの受検者をキャンセルする場合には、事前に必ず試験実施機関にキャンセルの連絡をしてください。
このサイトでのキャンセルとは別に、試験実施機関へのキャンセルの申請が必要です。
※ 承認済の受検者をキャンセルする場合、「連絡済」にチェックをしないと変更はできません。

【注意】
修正が必要な場合は、キャンセルして新規登録ではなく、 「３－９．受検者情報の更新（個別更新）」又は 「３－
１０．受検者情報の更新（一括更新）」により修正を行ってください（更新不可項目は除く）。
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３－９．受検者情報の更新（個別更新）

登録した受検者の情報を個別に更新します。

メイン画面にて、更新をする受検者を表示します。
更新したい受検者情報の「氏名(計画認定番号)」リンクをクリックします。
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３－９．受検者情報の更新（個別更新）

【注意】修正可能項目は、原則として赤枠で囲んだ項目です。機構承認済み（ステータスが「承認済み」）の受検
者情報を修正する場合には、事前に試験実施機関に連絡のうえ、修正を行ってください。

■操作
項目を修正したら「更新する」をクリックします。

■注意事項
更新できるのは以下の項目のみです。

受検予定地都道府県（プルダウン選択部分）は、受検予定機関が
職業能力開発協会の場合は変更不可です。

申請の種別が「新規」の第二号技能実習・第三号技能実習で、「学科」のみを希望する場合は、機構まで御連絡ください。

技能実習の区分・受検級は
「3-10. 受検者情報の更新（一括更新）」で更新可能です。

同意書の更新が可能なのは、ステータスが「未
承認」、「差し戻し」の場合のみです。

■操作

項目を修正したら「更新する」をクリックします。

受検希望期間を在留期限日以降の日に更新したい場合は、 「3-10.
受検者情報の更新（一括更新）」で修正してください。受検手続支援
シートの「在留期限日更新手続き中」にチェックを入れると修正可能
です。
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３－９．受検者情報の更新（個別更新）

【参考】

■操作

個別レコード参照画面において、「新規シリアル番号」の横にある「開く」ボタンをクリックします。

■操作

以下の画面のとおり、別ウィンドウで新規シリアル番号に該当する個別レコード参照画面が開きます。

受検データが「再受検」の場合、新規シリアル番号欄に記載のシリアル番号の受検者情報の画面を開くことが
できます。

■注意事項

新規シリアル番号として記載のシリアル番号が、他の監理団体等の受検者情報である場合には、表示するこ
とはできません。
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３－１０．受検者情報の更新（一括更新）

登録した受検者の情報を一括更新します。
メイン画面にて、更新をする受検者を表示します。

■操作
更新をする受検者のチェックボックスにチェックをつけ、「更新用データ取得」をクリックします。
以下のウィンドウが表示されるので「名前を付けて保存」ボタンをクリックし、保存場所をあらかじめ作成した作

業用フォルダに指定し保存します。
（保存場所を指定せず保存すると、パソコンの「ダウンロード」フォルダへ保存されます。）

■操作
更新用データがZIPファイル形式（ファイル名の

例： UpdateData20190717095718.zip）でダウンロー
ドされるので、ＺＩＰファイルを「すべて展開」または
「解凍」します。

【はじめに】
作業にあたっては、複数のExcelファイルやCSVファイルを

使用しますので、新たに受検手続支援サイトのための一括
更新用の作業用フォルダを作成し、 フォルダ内で作業をして
ください。

【注意】
機構承認済み（ステータスが「承認済み」）の受検者情報を修正する場合には、事前に試験実施機関に連絡の
うえ、修正を行ってください。

■操作
ＺＩＰファイルを展開すると、以下のようなCSVファイルが展開されます。
※ 在留者と帰国者は別々のファイルとなり、ファイル名が異なります。

（在留者と帰国者のどちらも選択した場合、２つのファイルが作成されます。）

Internet Exploreの場合
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■操作
最新の受検手続支援シート（Excelファイル）を、一括更新用の作業用フォルダにダウンロードし開きます。
「更新データ取込」ボタンをクリックし、展開したCSVファイルを指定します。

指定すると「更新用データの取り込みを行います。現在記載されている内容は削除されます。よろしいですか？」と
表示されますので「はい」ボタンをクリックします。

■操作
「更新データの取り込みを完了しました。」と表示されデータが受検手続支援シートに取り込まれます。

３－１０．受検者情報の更新（一括更新）

■操作
ファイル選択ウィンドウから、作業用フォルダを選択し、そのなかからCSVファイル（例：UpdateData_在留者

20190717132703.csv）を選択し、「開く」をクリックする。
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■操作
必要項目を修正し終えたら、「受検手続支援データ出力」をクリックします。

クリックした際に各項目のチェックを行います。エラーが表示された場合は、入力情報を修正してください。
エラーがなければ登録用ファイル（受検手続支援データ。ファイル名「JukenData.csv」）が出力されます。
登録用ファイルは入力中のExcelファイル（受検手続支援シート）と同じフォルダに作成されます。

３－１０．受検者情報の更新（一括更新）

＜在留者の場合＞

■操作
取込内容に誤りがないか確認のうえ、必要項目を修正します。

■注意事項
下記の項目は更新できません。

一括更新での更新不可項目

在留者の場合 申請の種別、ステータス、計画認定番号、職種名、作業名、受検予定地都道府県（都道府県職業能力開
発協会が実施する技能検定のみ）、受検予定機関

帰国者の場合 申請の種別、ステータス、技能実習の区分、在留期限日更新手続き中、在留カード番号、計画認定番号、
職種名、作業名、受検予定地都道府県（都道府県職業能力開発協会が実施する技能検定のみ）、
受検予定機関

共通 ステータスが「承認済み」の場合
新規シリアル番号

＜帰国者の場合＞
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メイン画面で「受検手続支援データ登録」をクリックし、以下の画面に移動します。
この画面で登録用ファイル（受検手続支援データ）を受検手続支援サイトへ登録します。

①

② ③

■画面説明
①登録する受検手続支援データファイルを選択します。
②前画面に戻ります。
③選択したファイルを登録します。

■操作
①選択ボタンをクリックし、作成した受検手続支援データ「JukenData.csv」を選択し、③「登録する」を
クリックすると登録され、以下の画面が表示されます。
登録された情報はメイン画面にてご確認ください。
確認する場合は、「メイン画面に戻る」をクリックしてください。

３－１０．受検者情報の更新（一括更新）
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機構による承認前にキャンセルした受検者情報については、キャンセルした日（具体的には、個別レ
コード参照画面の右上に表示の「前回作成日」の日）から１年経過後、メイン画面から表示されなくな
ります。

３－１１．参考（受検者情報の表示について）

■注意事項
・毎月第３週目の木曜日（※）に表示されなくなります。

例えば、2020年4月1日にキャンセルした受検者情報は2021年4月22日に、2020年5月10日にキャンセルした
受検者情報は2021年5月20日に表示されなくなります。
※ 当該日がサイトが稼働しない日であった等の場合には、当月分は表示されたままですが、

翌月に当月分も含めて表示されなくなります。
・表示されなくなった受検者情報は、監理団体等において見られなくなりますので、ご注意ください。
・機構承認前にキャンセルした受検者情報が該当期間にある場合には、対象件数（①）が減少します。
・機構承認後にキャンセルした受検者情報は、表示されます。

①


