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第２章 建設特定技能受入計画 
    建設特定技能受入計画機能は、ログイン者の権限情報に応じて表示されます。 

第１節 新規申請 

１．１ 建設特定技能受入計画（新規申請） 

建設特定技能受入計画の新規申請、編集を行います。 

【操作】  

『メニュー』画面から建設特定技能受入計画－新規申請を選択して起動します。 

【画面項目説明】 

建設特定技能受入計画（新規申請）画面  

 

 

 

 

 

 

① 
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① 建設特定技能受入計画を新規申請します。 

主たる営業所の所在地、建設業許可番号などは▼をクリックして一覧から選択します。 

登記事項証明書などの添付資料は、「参照」ボタンをクリックしてファイルを選択し、「アップロード」

ボタンをクリックして添付します。 

許可を受けている建設業の「選択 ->」ボタンをクリックすることで、【候補リスト】で選択した許可

を受けている建設業を【選択リスト】に移動します。 

許可を受けている建設業の「<- 解除」ボタンをクリックすることで、【選択リスト】で選択した許可

を受けている建設業を【候補リスト】に移動します。 

許可年月日などはカレンダーボタンをクリックして日付を選択します。入力フィールドに直接西暦を

入力することも可能です。 

背景がピンク色になっている項目は必須項目です。 

 

 

② 手当追加をクリックすることで、「手当名」「手当の支給額」「手当の支給条件」入力欄を追加しま

す。 

手当削除をクリックすることで、該当する「手当名」「手当の支給額」「手当の支給条件」入力欄を削

除します。 

② 
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③ １号特定技能外国人リストの追加または氏名リンクをクリックすることで、特定技能外国人（情報 

登録）画面に遷移します。 

１号特定技能外国人リストの削除をクリックすることで、選択した 1 号特定技能外国人情報を一覧

から削除します。 

戻るをクリックすることで、前画面に戻ります。 

一時保存をクリックすることで、登録確認メッセージが表示されます。はいをクリックして入力内容

を一時保存します。 

確認をクリックすることで、登録確認メッセージが表示されます。はいをクリックして入力内容を保

存し建設特定技能受入計画（計画確認）画面に遷移します。 

申請者から審査者へのメッセージの＋をクリックすることで、申請者のメッセージが表示されます。

申請者から審査者へのメッセージの×をクリックすることで、申請者のメッセージが閉じられます。 

 

③ 
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  ④必須入力の項目が未入力等の不備があるまま、確認をクリックすると、「入力チェック」エラーが表示  

されますので、エラー内容を確認してくださいをクリックしてください。 

   

  ⑤画面上部に表示されるメッセージに、エラーの内容が表示されています。 

メッセージに従い該当箇所を入力・修正後、再度、確認をクリックしてください。登録確認メッセー

ジが表示されますので、はいをクリックすると入力内容を保存し、建設特定技能受入計画（計画確認） 

画面に遷移します。 

 

   ※各メッセージ左側の□をクリックすると、該当箇所にカーソルが自動的に移動します。 

 

 

 

 

 

④ 

⑤ 
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１．２ 特定技能外国人（情報登録） 

特定技能外国人の新規、編集を行います。  

【操作】  

『建設特定技能受入計画（新規申請）』画面の「追加」または氏名リンクを選択して起動
します。 

【画面項目説明】 

特定技能外国人（情報登録）画面 

 

① 特定技能外国人情報を登録します。 

国籍、従事させる業務などは▼をクリックして一覧から選択します。 

従事させる業務の「追加」ボタンを押すと最大 2つまで追加（合計３つまで）可能です。 

建設キャリアアップシステム技能者 IＤの入力方法をラジオボタンで選択します。 

建設キャリアアップカードの写しの添付資料は、「参照」ボタンをクリックしてファイルを選択し、

「アップロード」ボタンをクリックして添付します。 

「ID を入力」を選択した時のみ、建設キャリアアップカードの写しのアクティブ（入力可）となり

①  
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ます。 

生年月日などはカレンダーボタンをクリックして日付を選択します。入力フィールドに直接西暦入力

することも可能です。 

就労させる場所の「選択 ->」ボタンをクリックすることで、【候補リスト】で選択した就労させる場

所を【選択リスト】に移動します。 

就労させる場所の「<- 解除」ボタンをクリックすることで、【選択リスト】で選択した就労させる場

所を【候補リスト】に移動します。 

  

② 特定技能外国人情報を登録します。 

技能試験追加をクリックすることで、「合格した技能試験名」「合格証番号」「合格日付」入力欄を追

加します。 

技能試験削除をクリックすることで、該当する「合格した技能試験名」「合格証番号」「合格日付」入

力欄を削除します。 

日本語能力試験追加をクリックすることで、「合格した日本語能力試験名」「合格証番号」「合格日付」

入力欄を追加します。 

日本語能力試験削除をクリックすることで、該当する「合格した日本語能力試験名」「合格証番号」

「合格日付」入力欄を削除します。 

②  
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③ 特定技能外国人情報を登録します 

手当追加をクリックすることで、「手当名」「手当の支給額」「手当の支給条件」入力欄を追加します。 

手当削除をクリックすることで、該当する「手当名」「手当の支給額」「手当の支給条件」入力欄を削

除します。 

④ 戻るをクリックすることで、前画面に戻ります。 

登録をクリックすると、登録確認メッセージが表示されます。はいをクリックして入力内容を保存

します。 

③ 

 

 

④ 
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第２節 計画確認 

２．１ 建設特定技能受入計画（計画確認） 

建設特定技能受入計画の登録情報の確認を行います。  

【操作】  

『建設特定技能受入計画（新規申請）』画面から確認ボタンをクリックして起動します。 

【画面項目説明】 

建設特定技能受入計画（計画確認）画面 

 

① 建設特定技能受入計画の登録情報を確認します。 

１号特定技能外国人リストの「全て」をクリックすることで、全ての１号特定技能外国人情報を一覧

に表示します。 

１号特定技能外国人リストの「受入前」をクリックすることで、受入前の１号特定技能外国人情報を

一覧に表示します。 

１号特定技能外国人リストの「就労中」をクリックすることで、就労中の１号特定技能外国人情報を

一覧に表示します。 

②  

①  
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１号特定技能外国人リストの氏名リンクをクリックすることで、特定技能外国人（情報確認）画面に

遷移します。 

② 戻るをクリックすることで、メニュー画面に戻ります。 

職権修正履歴をクリックすると、審査担当職員の修正履歴を表示します。 

PDF 出力をクリックすると、建設特定技能受入計画と外国人情報の PDF を出力します。 

申請後、引戻し・再編集をクリックすると、引戻し確認メッセージが表示されます。はいをクリック

して建設特定技能受入計画の新規申請を引戻します。 

新規申請が受理された後、引戻し・再編集ボタン名が取下げに変更します。取下げをクリックすると、

取下げ申請確認メッセージが表示されます。はいをクリックして建設特定技能受入計画の新規申請の

取下げを申請します。審査担当者に承認された後、申請が取下げられます。 

 

※取下申請は、審査担当者が申請を受理した後に、当該申請を取り下げる（申請をやめる）ときに  

 押下します。 

 

 

編集をクリックすることで、建設特定技能受入計画（新規申請）画面に遷移します。 

変更申請をクリックすることで、建設特定技能受入計画（変更申請・届出）画面に遷移します。 

変更届出をクリックすることで、建設特定技能受入計画（変更申請・届出）画面に遷移します。 

申請をクリックすることで、宣誓（適正な就労管理及び労働環境の確保）画面に遷移します。 
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２．２ 宣誓（適正な就労管理及び労働環境の確保） 

適正な就労管理及び労働環境の確保に関する事項について、当特定技能所属機関は、事実と相違

ないことを宣誓します。  

【操作】  

『建設特定技能受入計画（計画確認）』画面から確定ボタンをクリックして起動します。 

【画面項目説明】 

宣誓（適正な就労管理及び労働環境の確保）画面  

  

① 宣誓（次へ）をクリックすることで、宣誓内容の（１）～（７）を１つずつに順番に表示します。最

後に全部を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

①  
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② 同意宣誓をクリックすることで、申請が完了し、メニュー画面に遷移します。 

 

② 
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２．３ 特定技能外国人（情報確認） 

特定技能外国人の情報確認を行います。 

【操作】  

『建設特定技能受入計画（計画確認）』画面から１号特定技能外国人リストの氏名リンクをク
リックして起動します。 

【画面項目説明】 

特定技能外国人（情報確認）画面  

 

 

① 戻るをクリックすることで、建設特定技能受入計画（計画確認）画面に戻ります。 

①  
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第３節 変更申請 

３．１ 建設特定技能受入計画（変更申請） 

建設特定技能受入計画の変更申請を行います。  

【操作】  

『メニュー』画面から建設特定技能受入計画－変更申請を選択して起動します。 

【画面項目説明】 

建設特定技能受入計画（変更申請）画面  

 

  

① 建設特定技能受入計画の変更申請を行います。 

各項目にチェックボックスが付いています。変更する項目については、チェックボックスにチェック

を入れます。 

許可を受けている建設業の「選択 ->」ボタンをクリックすることで、【候補リスト】で選択した許可

を受けている建設業を【選択リスト】に移動します。 

許可を受けている建設業の「<- 解除」ボタンをクリックすることで、【選択リスト】で選択した許可

①  
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を受けている建設業を【候補リスト】に移動します。 

許可年月日などはカレンダーボタンをクリックして日付を選択します。入力フィールドに直接西暦

を入力することも可能です。 

背景がピング色になっている項目は必須項目です。 

 

 

② 手当追加をクリックすることで、「手当名」「手当の支給額」「手当の支給条件」入力欄を追加します。 

手当削除をクリックすることで、該当する「手当名」「手当の支給額」「手当の支給条件」入力欄を削

除します。 

  

② 

④ 

③ 
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③ １号特定技能外国人リストの「全て」をクリックすることで、全ての１号特定技能外国人情報を一覧

に表示します。 

１号特定技能外国人リストの「受入前」をクリックすることで、受入前の１号特定技能外国人情報を

一覧に表示します。 

１号特定技能外国人リストの「就労中」をクリックすることで、就労中の１号特定技能外国人情報を

一覧に表示します。 

１号特定技能外国人リストの追加または氏名リンクをクリックすることで、特定技能外国人（変更登

録）画面に遷移します。 

１号特定技能外国人リストの削除をクリックすることで、選択した 1号特定技能外国人情報を一覧か

ら削除します。 

④ 戻るをクリックすることで、前画面に戻ります。 

確認をクリックすると、登録確認メッセージが表示されます。はいをクリックして建設特定技能受入

計画（変更確認）画面に遷移します。 

申請者から審査者へのメッセージの＋をクリックすることで、申請者のメッセージが表示されます。

申請者から審査者へのメッセージの×をクリックすることで、申請者のメッセージが閉じられます。 
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３．２ 特定技能外国人（変更登録） 

建設特定技能受入計画の変更申請を行います。  

【操作】  

『建設特定技能受入計画（変更申請）』画面から１号特定技能外国人リストの氏名リンクを
クリックして起動します。 

【画面項目説明】 

特定技能外国人（変更登録）画面 

 

① 特定技能外国人の変更登録を行います 

各項目にチェックボックスが付いています。変更する項目については、チェックボックスにチェック

を入れます。 

生年月日などはカレンダーボタンをクリックして日付を選択します。入力フィールドに直接西暦を入

力することも可能です。 

従事させる業務の「追加」ボタンを押すと最大 2つまで追加（合計３つまで）可能です。 

就労させる場所の「選択 ->」ボタンをクリックすることで、【候補リスト】で選択した就労させる場

所を【選択リスト】に移動します。 

①  



外国人就労管理システム 

操作説明書【申請者用】 

V50726-S-G-T15002 
３．２ 特定技能外国人（変更登録）    

２-１７ 

就労させる場所の「<- 解除」ボタンをクリックすることで、【選択リスト】で選択した就労させる場

所を【候補リスト】に移動します。 

 

  

② 新規技能試験追加をクリックすることで、「合格した技能試験名」「合格証番号」「合格日付」入力欄を

追加します。 

技能試験削除をクリックすることで、該当する「合格した技能試験名」「合格証番号」「合格日付」入

力欄を削除します。 

※一度、認定されている技能試験については、削除はできません。 

 

③ 戻るをクリックすることで、前画面に戻ります。 

登録をクリックすると、登録確認メッセージが表示されます。はいをクリックして登録します。 

 

② 

③ 



外国人就労管理システム 

操作説明書【申請者用】 

V50726-S-G-T15002 
３．４ 特定技能外国人（変更確認）    

２-１８  

３．３ 建設特定技能受入計画（変更確認） 

建設特定技能受入計画の変更申請の確認を行います。  

【操作】  

『建設特定技能受入計画（変更申請）』画面から確認ボタンをクリックして起動します。 

【画面項目説明】 

建設特定技能受入計画（変更確認）画面 

 

① １号特定技能外国人リストの「全て」をクリックすることで、全ての１号特定技能外国人情報を 

一覧に表示します。 

１号特定技能外国人リストの「受入前」をクリックすることで、受入前の１号特定技能外国人情報

を一覧に表示します。 

１号特定技能外国人リストの「就労中」をクリックすることで、就労中の１号特定技能外国人情報

を一覧に表示します。 

１号特定技能外国人リストの氏名リンクをクリックすると、特定技能外国人（変更確認）画面に遷

移します。 

② 戻るをクリックすることで、前画面に戻ります。 

② 

①  



外国人就労管理システム 

操作説明書【申請者用】 

V50726-S-G-T15002 
３．４ 特定技能外国人（変更確認）    

２-１９  

引戻し・再編集をクリックすると、引戻し確認メッセージが表示されます。はいをクリックして建

設特定技能受入計画の変更申請を引戻します。 

 

変更申請が受理された後、引戻し・再編集ボタン名が取下げに変更します。取下げをクリックす

ると、取下げ申請確認メッセージが表示されます。はいをクリックして建設特定技能受入計画の

変更申請の取下げを申請します。審査担当者に承認された後、申請が取下げられます。 

 

※取下申請は、審査担当者が申請を受理した後に、当該申請を取り下げる（申請をやめる）ときに  

 押下します。 

 

編集をクリックすることで、建設特定技能受入計画（変更申請）画面に遷移します。 

申請をクリックすることで、メニュー画面に遷移します。 

 

 

  



外国人就労管理システム 

操作説明書【申請者用】 

V50726-S-G-T15002 
３．４ 特定技能外国人（変更確認）    

２-２０  

 

３．４ 特定技能外国人（変更確認） 

特定技能外国人の変更申請の確認を行います。 

【操作】  

『建設特定技能受入計画（変更確認）』画面から１号特定技能外国人リストの氏名リンクを
クリックして起動します。 

【画面項目説明】 

 

① 戻るをクリックすることで、前画面に戻ります。 

①  



外国人就労管理システム 

操作説明書【申請者用】 

V50726-S-G-T15002 
４．１ 建設特定技能受入計画（変更届出）    

２-２１ 

第４節 変更届出 

４．１ 建設特定技能受入計画（変更届出） 

建設特定技能受入計画の変更届出を行います。  

【操作】  

『メニュー』画面から建設特定技能受入計画－変更届出を選択して起動します。 

【画面項目説明】 

建設特定技能受入計画（変更届出）画面 

 

① 建設特定技能受入計画の変更届出を行います。 

各項目にチェックボックスが付いています。変更する項目については、チェックボックスにチェック

を入れます。 

備考ファイルなどの添付資料は、「参照」ボタンをクリックしてファイルを選択し、「アップロード」

ボタンをクリックして添付します。 

１号特定技能外国人リストの「全て」をクリックすることで、全ての１号特定技能外国人情報を一覧

に表示します。 

１号特定技能外国人リストの「受入前」をクリックすることで、受入前の１号特定技能外国人情報を

② 

① 



外国人就労管理システム 

操作説明書【申請者用】 

V50726-S-G-T15002 
４．１ 建設特定技能受入計画（変更届出）    

２-２２ 

一覧に表示します。 

１号特定技能外国人リストの「就労中」をクリックすることで、就労中の１号特定技能外国人情報を

一覧に表示します。 

１号特定技能外国人リストの氏名リンクをクリックすることで、特定技能外国人（変更登録）画面に

遷移します。 

② 戻るをクリックすることで、前画面に戻ります。 

届出をクリックすると、登録確認メッセージが表示されます。はいをクリックすると届出が完了し、

建設特定技能受入計画（変更確認）画面に遷移します。    



外国人就労管理システム 

操作説明書【申請者用】 

V50726-S-G-T15002 
５．１ 受入報告書    

２-２３  

第５節 受入報告書 

５．１ 受入報告書 

建設特定技能受入計画の受入報告を行います。 

【操作】  

『メニュー』画面から建設特定技能受入計画－受入報告書を選択して起動します。 

【画面項目説明】 

特定技能受入計画（報告書）画面 

  

① 建設特定技能受入計画の受入報告を登録します。 

１号特定技能外国人リストの「全て」をクリックすることで、全ての１号特定技能外国人情報を一覧

に表示します。 

１号特定技能外国人リストの「受入前」をクリックすることで、受入前の１号特定技能外国人情報を

一覧に表示します。 

１号特定技能外国人リストの「就労中」をクリックすることで、就労中の１号特定技能外国人情報を

一覧に表示します。 

③ 

① 



外国人就労管理システム 

操作説明書【申請者用】 

V50726-S-G-T15002 
５．１ 受入報告書    

２-２４  

１号特定技能外国人リストの氏名リンクをクリックすることで、特定技能外国人（情報登録）画面に

遷移します。 

１号特定技能外国人リストの要報告をクリックすることで、特定技能外国人（情報登録）画面に遷移

します。 

 

特定技能外国人（情報登録）画面 

 

② 受入報告内容を入力します。 

特定技能外国人（情報登録）画面にて必要な項目を入力し、報告スタートボタンを押下すると特定技

能受入計画（報告書）画面に戻ります。 

③ 受入報告を完了します。 

特定技能受入計画（報告書）画面にて完了をクリックすると、登録確認メッセージが表示されます。

はいをクリックして登録し、受入報告が完了します。メニュー画面に遷移します。 

 

 

② 



外国人就労管理システム 

操作説明書【申請者用】 

V50726-S-G-T15002 
６．１ 退職報告書    

２-２５ 

第６節 退職報告書 

６．１ 退職報告書 

建設特定技能受入計画の退職報告を行います。 

【操作】  

『メニュー』画面から建設特定技能受入計画－退職報告書を選択して起動します。 

【画面項目説明】 

特定技能受入計画（報告書）画面 

 

① 建設特定技能受入計画の退職報告を登録します。 

１号特定技能外国人リストの「全て」をクリックすることで、全ての１号特定技能外国人情報を一覧

に表示します。 

１号特定技能外国人リストの「受入前」をクリックすることで、受入前の１号特定技能外国人情報を

一覧に表示します。 

１号特定技能外国人リストの「就労中」をクリックすることで、就労中の１号特定技能外国人情報を

一覧に表示します。 

③ 

① 



外国人就労管理システム 

操作説明書【申請者用】 

V50726-S-G-T15002 
６．１ 退職報告書    

２-２６ 

１号特定技能外国人リストの氏名リンクをクリックすることで、特定技能外国人（情報登録）画面に

遷移します。 

 

特定技能外国人（情報登録）画面 

 

② 退職報告内容を入力します。 

特定技能外国人（情報登録）画面にて必要な項目を入力し、報告スタートボタンを押下すると特定技

能受入計画（報告書）画面に戻ります。 

③ 退職報告を完了します。 

特定技能受入計画（報告書）画面にて完了をクリックすると、登録確認メッセージが表示されます。

はいをクリックして登録し、退職報告が完了します。メニュー画面に遷移します。 

 

 

② 
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操作説明書【申請者用】 

V50726-S-G-T15002 
７．１継続不可事由発生報告書    

２-２７ 

第７節 継続不可事由発生報告書 

７．１継続不可事由発生報告書 

建設特定技能受入計画の継続不可事由発生報告を行います。 

【操作】  

『メニュー』画面から建設特定技能受入計画－継続不可事由発生報告書を選択して起動し
ます。 

【画面項目説明】 

特定技能受入計画（報告書）画面 

 

① 建設特定技能受入計画の継続不可事由発生報告を登録します。 

１号特定技能外国人リストの「全て」をクリックすることで、全ての１号特定技能外国人情報を一覧

に表示します。 

１号特定技能外国人リストの「受入前」をクリックすることで、受入前の１号特定技能外国人情報を

一覧に表示します。 

１号特定技能外国人リストの「就労中」をクリックすることで、就労中の１号特定技能外国人情報を

一覧に表示します。 

③ 

① 



外国人就労管理システム 

操作説明書【申請者用】 
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７．１継続不可事由発生報告書    

２-２８ 

１号特定技能外国人リストの氏名リンクをクリックすることで、特定技能外国人（情報登録）画面に

遷移します。 

 

特定技能外国人（情報登録）画面 

 

② 継続不可事由発生報告内容を入力します。 

特定技能外国人（情報登録）画面にて必要な項目を入力し、報告スタートボタンを押下すると特定

技能受入計画（報告書）画面に戻ります。 

③ 継続不可事由発生報告を完了します。 

特定技能受入計画（報告書）画面にて完了をクリックすると、登録確認メッセージが表示されます。

はいをクリックして登録し、継続不可事由発生報告報告が完了します。メニュー画面に遷移します。 

 

 

「報告スタート」ボタンの説明を追記。 

 

② 
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２-２９ 

第８節 計画取消申請 

８．１計画取消申請 

建設特定技能受入計画の取消申請を行います。 

【操作】  

『メニュー』画面から建設特定技能受入計画－計画取消申請を選択して起動します。 

【画面項目説明】 

特定技能受入計画（計画確認）画面 

     

 

① 建設特定技能受入計画の取消申請を行います。 

取消申請をクリックすることで、取消申請理由入力画面が表示します。 

② 取消申請理由を入力します。 

取消申請理由入力画面にて取消申請理由を入力し、取消申請をクリックすることで、取消申請を行い

ます。 

②  

①  


