
建設の“今”と“未来”をつなぐ



ベトナム社会主義共和国
言語  ベトナム語
通貨  ドン（VND）
人口  9,270万人
都市  ハノイ、ホーチミン
航空会社 ベトナム航空
物価  コーラ1本＝約50円

 ビール1本＝約100円
 1食＝約250円

→根気強くなんでも一生懸命取り組みます。

フィリピン共和国
言語  英語、タガログ語
通貨  フィリピンペソ（PHP）
人口  1億人
都市  マニラ、セブ
航空会社 フィリピン航空
物価  コーラ1本＝約30円

 ビール1本＝約120円
 1食＝約140円

→世界に通用する適用力を持っています。

✔　外国の送り出し機関について　　　　　

外国の送り出し機関は実習生のビザ（査証）やパスポー

トの取得手続き、航空券の購入、その他の関連手続きな

どを代行しています。

同時に、送り出し先となる日本の管理組合などと連絡を

取り合うとともに、実習生の候補者に管理組合や受け入

れ企業との面接の機会などを提供している組織です。

✔　ホアンロン トレーニングセンター　　　　　

✔　チェンベト(日越) トレーニングセンター　　　　　

教育 日本語
文化専門技能

書類手続き

送り出し機関

ホアンロン人材派遣株式会社は1999年にベトナム社会

主義共和国の労働傷病兵社会省より事業認可を取得しま

した。 その後、国外各国へ約20,000名の熟練労働者、

技能実習生を派遣しております。 現在では、ベトナム

国を代表する人材派遣会社の一つとして認知されており、

優良派遣企業証明書A1を取得しています。

教師は自ら教育方法や改善策などを考え、上層部や教育

部に提案を行うなど、教育の質の向上に努めております。

技能実習生の体調管理、日々の成長など、細かいところ

まで気を配り、授業をアレンジしています。

必要な場合には補習授業の実施など多岐にわたって業務

を行っております。その結果、教えたクラス全てで表現

力、会話力を格段に向上させることに成功しました。

✔　送り出し国　　　　　
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BẢN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG  
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Tên tổ chức thực hiện Thực tập kỹ năng      

 
Địa chỉ                                         

 
Số điện thoại 

 
○ 

Họ tên và chức vụ người đại diện      (Đóng dấu) 
 

 

�  
  Thời hạn hợp đồng lao động 

 
Thời hạn hợp đồng lao động 

 
      (Từ Năm   Tháng  Ngày   đến    Năm  Tháng  Ngày    )             Ngày dự kiến nhập cảnh Năm  Tháng  Ngày 

 
Có gia hạn hợp đồng hay không 
□ □  

Không gia hạn hợp đồng          Về nguyên tắc có gia hạn 
� 	 

(Hợp đồng có thể không được gia hạn do kết quả kinh doanh của công ty giảm sút nghiêm trọng, v.v…) 

�  

  Nơi làm việc (thực tập kỹ năng) 

 

�  
Nội dung công việc yêu cầu (Loại ngành nghề và công việc) 

 

当組合を通じてJITCO賛助会員へご入会いただきます。
必要書類の作成や実習生の管理を円滑にするツールをご利用いただけます。

技能検定、実習評価試験の
スケジュールを管理できます。

実習生の勤怠と給与管理を
お助けするツール

雇用条件書の翻訳サポート

※
資
料
を
ダ
ウ
ン
ロー
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し
て
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す。

JITCOサポート　　　　　

I工業 様 K興業 様O工業 様

初めての実習生を受け入れてか
ら２年になりますが、
プロセンスは機関との手続きや
実習生のライフサポートが充実
していますね。

実習生が病気になった時に柔軟
に対応してくれました。
何と言っても母国語で会話ので
きるスタッフさんに助かってい
ます。

実習生の面接や家庭訪問の案内
をしてくれます。日本人のス
タッフも海外を身近に感じ刺激
になってくれているそうです。
実習生の頑張りには感謝ですね。

✔　お客様の声　　　　　

✔　組合員特典　　　　　

✔　サポート内容　　　　　

外国人スタッフ常駐

専門家による技術指導

書類の作成、提出を代行

記入サンプルをいつでも
ご確認いただけます。

技能実習生度に関する情報を
メールでお届け。

技能実習日誌の作成補助
ツールをご利用いただけます。

出発前の実技講習実施　

航空券、ホテルの手配

突然のトラブルに迅速に対応



認可省庁

1.  組合員の取り扱う資材の共同
購入

2.  組合員のためにする事務代行
3.  組合員のためにする外国人技

能実習生の共同受け入れ
4.  組合員の事業に関する経営及

び技術の改善向上または組合
事業に関する知識の普及を測
るための教育及び情報の提供

5.  外国人技能実習生受け入れに
係る職業紹介事業

6.  組合員の福利厚生に関する事
業

7.  前各号の事業に付帯する事業

組合名称

設立年月日

事業内容

プロセンス事業協同組合

２０１８年９月２日

国土交通省地方整備局

プロセンス

<関西本部>
　〒584-0054
　大阪府富田林市大字甘南備901-3
　TEL 0721-33-5000
　FAX 0721-33-5100

<九州支部>
　〒870-0245
　大分県大分市大在北4丁目9番35号
　TEL 097-535-7334
　FAX 097-547-7957

<組合概要>

<ごあいさつ>

　我が国における建設業界、

特に土木工事受注において、

私達下請け業者にとりまして

は請負契約締結に際し労務

安全書類に代表される元請

け業者に提出する書類も多

岐にわたり、その取り組みに

大きな不安を感じており、

その軽減化を測ることも

課題となっております。

それに加えて、後継の若手社員の技能向上にも合わせ

て取り組んでいかなければなりません。これらの課題

をより充実したものに実現していくには我々一企業の

取り組みでは十分な成果を得ることも難しい中にあり

ます。

　ついては、同様な課題を持ち取り組みを始めている

企業が集まり事業の共同化を進め、より確実で迅速な

成果を得るために事業協同組合を設立いたしました。

　プロセンス事業協同組合はより多くの建設関連企業

さまと手と手を取り合い、建設業界全体をより一層盛

り上げようと幅広い事業に取り組んでおります。他に

追随を許す事の無い、堅く誠実な心をもって当組合は

スタートを切ったと自負しております。

　これからも、より多くの企業さまと共に荒れ狂う大

海を超える覚悟で一生懸命に事業の成功と繁栄に向け

取り組んでまいります。

　プロセンス事業協同組合をどうぞ宜しくお願い申し

上げます。 

プロセンス事業協同組合 事務局長　大角 清登


