
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 月から法務省が入国管理局を格上げして外局の「入

国在留管理庁」(仮称)を設置し、入国審査官などを 500

人規模で増員し、現在の約 4800 人体制を約 5300 人体

制に拡大する予定である。4 月から導入する新たな在留

資格「特定技能」で今後 5 年間に約 35 万人の受入れを

予定していることや、増えつつある留学や技能実習生の

受入れにも対処した体制である。 

昨年 7 月時点での在留外国人数は 263 万 7 千人以上

で総人口の 2％を超えている。それでも日本の人口減は、

在留外国人数増加分に追いつかない程で日本の住民は

結局減少している。国立社会保障・人口問題研究所のデ

ーターによれば今後 30 年で日本の人口は 2000 万人減

少し、2065 年には日本の総人口は 8 千万台(現人口の約

3 割減)になると予想している。 

日本人は「人口減少」の深刻さを分かっていないと警

告する専門家は多い。人口減少➛デフレ現象➛税収減少

➛巨額の財政赤字➛責任回避社会➛不動産価格の崩壊

➛社会保障制度の崩壊・・等、負の連鎖が？ 

対処方法としては、出生率の向上・ロボットや AI 導

入・そして移民などが考えられる。しかし、どれも簡単

ではない。米国情報大手のブルームバークは、日本が早

期に外国人材を受入れていれば、超大国になっていただ

ろうとする社説を出したことがある。とりわけ IT や AI

などのスキルを持つ優秀な人材獲得競争は 10 年以上前

から世界的に起きていた。その流れに乗遅れている日本

はウサギとカメの競争でのカメのように未だ競争に勝

てると信じて行くしかない。 

技能実習生の総人数も平成 30 年 6 月には 28 万 5 千

人を超えた。当組合でも技能実習生受入は 2017 年度に

は 130 人、2018 年度は 200 人を超えそうである。昨年

の外国人観光客が 3,000 万人を超えたこともあり、JR

や地下鉄に乗ると外国人の存在は大変身近になってい

る。                  （三國） 
 

実習生 18人入国・20人配属・6人帰国 
 1 月には、新技能実習生 16 人が入国し 2 人の 3 号実習

生が再入国した。20 人の実習生が義務付けられた 1 ヶ月

間の講習を終えて各技能実習実施者へ配属された。 

 更に下記のように計 6 名の技能実習生が 1 年間の技能

実習を終えて帰国した。 

入国：1 月 9 日-アーク商事㈱の中国人 2 人 

1 月 13 日-山越㈱のベトナム人 4 人 

1月 21日-㈱三和工業所 3人と㈱白整舎 3人のベトナム人

計 6 人 

1 月 23 日-シンコール㈱3 号実習生のミャンマー人 2 人 

1 月 30 日-㈱フジセイカの中国人 4 人 

配属：1 月 9 日-松栄エンジニアリング㈱のベトナム人 1

人 

1 月 12 日-㈱近藤造船所 1 人、㈱川崎造船所 1 人と㈲鳥毛

造船所 2 人のインドネシア人計 4 人 

1月 20日-㈱ヤマダ假設工業のベトナム人 3人とフィグラ

㈱のベトナム人 6 人 

1 月 26 日-ミナミ金属㈱の中国人 4 人 

1 月 31 日-㈱西鐵工所の中国人 2 人 

帰国：1 月 25 日-㈱白整舎のベトナム人 3 人 

1 月 28 日-㈱フジセイカの中国人 3 人 
 

ベトナムでの実習生採用面接 
 1月 12 日（土）から 15日（火）にかけて、(有)三高リー

スの廣瀬代表取締役と(株)有馬リネンサプライの米田管理

部長、及び当組合の職員ビック小川と毛利が選考面接と視

察でベトナム（ホーチミン）を訪問した。13日（日）午前、

送出し機関（SULECO）の日本語学校にて候補者に対し、計

算力・検出力テストをした後、面接した。面接の結果、(有)

三高リースは 2名、(株)有馬リネンサプライは 3年実習生 6

名と 1年実習生 1 名を採用した。 

更に 14 日（月）午前、送出し機関（TRACIMEXCO）にて、

(株)有馬リネンサプライの面接を行い、1 年実習生 3名を採

用した。その内定者達に毛利から、今後の日本語習得等の

事前準備や心構え等の説明がなされた。 
 

グローバル・ネット理事・役員会開催 
 1月 22 日(火)午前 11時より午後 1時までホテル日航金

沢 6 階「弁慶」にて、当組合理事・役員の新年互礼及び理

事会が開催された。理事 (三國・古田島・高桑・新谷・宮

崎・西村・太田)と中村勲及び西恒成顧問・相談役(寺垣)

と田添及び赤監事、それに滝参事（司会）の 13名が参加し、

議題が審議され承認された。議案の新組合員については原

案の 9社が全会一致で承認された。 

 
議題審議する出席者 

 始めに三國理事長より「改正入管法や新在留資格・特定

技能への対応、技能実習生の共同受入状況と今後について」

などが説明された。続いて、中村勲顧問より激励の挨拶が

あり、各理事及び役員の挨拶・近況報告等や、活発な意見

交換が行われた。 

○承認された新組合員：社会医療法人財団『董仙会』、㈱半

七、釣屋冷凍冷蔵㈱、㈲大興丸水産他 

○その他：5月に開催予定の第 17回総会について、新入管

法への対処他 
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今後の技能実習生採用旅行予定 
○平成 31年 2月 20日前後に実習生採用の為、中国山

東省へ 

○平成 31年 3月に実習生採用の為、ミャンマーへ 

○平成 31 年 3 月に介護実習生採用の為、インドネシ

アへ 

○平成 31 年 9月、漁業実習生(2020 年 4 月入国予定)

採用面接の為、インドネシアへ 
＊採用希望或いは採用面接に現地訪問の希望がある組合

員は組合事務所までご連絡下さい。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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新たな外国人材受入れ制度について 
石川県外国人技能実習生受入団体協議会より下記のよう

な情報提供がございました。協議会より関係官庁へ下記の

ような疑問点を質問したところそれぞれの回答があったと

言う事ですので、参考にしてください。 

疑問点１．登録支援機関について 
【質問】新法に基づく登録支援機関は、技能実習制度の監理団

体のように雇用のあっせんも行うのか、それとも生活支援等だ

けなのか。仮に、雇用のあっせんを行うのであれば、職業紹介

の許可を得る必要があるのか。 

【回答】登録支援機関が委託を受けて実施する支援業務に

ついては、改正入管法（第２条の５第 5項～第 7項、第 19

条の 22第 1 項）に規定されており、具体的には、外国人と

日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰す

べき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、特定技

能雇用契約の内容に関する情報の提供、外国人が出入国し

ようとする空海港への送迎、適切な住居の確保などがある

が、支援業務の中に雇用のあっせん（職業紹介）は含まれ

ない。 

 支援業務に含まれる転職支援については、求人情報を提

供すること及び公共職業安定所その他の職業安定機関又は

職業紹介事業者等に関する案内を行い、その場合は、当該

外国人に同行し、次の雇用先が円滑に確保されるよう支援

をすることが想定される。 

 このように、登録支援機関が行う義務的な支援の中に雇

用のあっせん（職業紹介）は含まれないが、登録支援機関

が職業紹介の許可を得た上で職業紹介を行うことは可能で

ある。 

疑問点２．送出し機関について 
【質問】１.で、登録支援機関が雇用のあっせんを行わない場

合、外国人が労働者を集めるのは各受入企業が行う事となるが、

その場合、外国の送出し機関と連携しながら集める事を想定し

ているのか。それとも各社で個別に集める事を想定しているの

か。登録支援機関が送出し機関と連携して外国人労働者を集め

る事はできないのか。 

【回答】外国人労働者のリクルートについては、海外に法

人を設立している企業が現地で育成した人材に技能試験等

を受験させる等、各社の現地法人と連携しながらリクルー

トすることや、業界団体が中心となって海外から人材をリ

クルートすることなどが考えられるが、業種による違いも

ある事から、送出し機関の利用を含め、様々な方法が検討

されている。 

 ご指摘の技能実習制度における外国の送出し機関や特定

技能外国人支援を行う登録支援機関が、受入機関と連携し

て外国人のリクルートを行う事は想定していないが、この

ような方法により外国人労働者をリクルートすること自体

は禁止されるものではない。 

疑問点３．技能実習制度からの移行について 
【質問】第 2号技能実習を修了した者は、試験を免除されると

あるが、技能検定 3級合格が必須か。また、一時帰国も必須か。 

【回答】外国技能実習 2号修了者については、当該技能実

習で習得した技能が、特定技能 1号外国人が従事する業務

において要する技能と、技能の根底になる部分に関連性が

認められる場合、当該業務で必要とされる一定の専門性・

技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経

験を有するものと評価され、技能試験が免除されることと

されている。 

 このため、技能検定 3級に合格することは必須ではない。

また、特定技能に在留資格を変更する前に帰国することは

必須ではない。 

疑問点４．「製造業外国人材受入れ協議会」について 
【質問】受入企業は、協議会の構成員になる必要があるが、各

企業個別に協議会の構成員となることが必要か、それとも所属

する組合や団体が構成員になればそれで足りるのか。 

【回答】特定技能所属機関は、個別に協議会の構成員とな

る必要があり、今後、各業所管省庁においてこれを告示で

定めることとしている。 

疑問点５．技能試験について 
【質問】試験を年一回国外で実施とされているが、試験で使用

する設備が十分に準備できるのかなど、質の担保が疑問である。

海外に進出している企業での経験を想定しているのか、どのよ

うな試験機関を想定しているのか。 

【回答】試験の実施主体については各分野の分野別運用要

領に記載されているところ、技能試験については各業所管

省庁が選定した民間事業者が、日本語試験については独立

行政法人国際交流基金がそれぞれ実施主体として挙げられ

ている。その上で、試験については、当省で試験方針を定

め、同方針に沿って試験の質の担保も含めて試験が適正に

実施されるよう努めていく。 
 

フィグラ㈱のベトナム人実習生が初詣で文化体験 
 1月 6日（日）、埼玉県にある当組合員、フィグラ㈱の

ベトナム人実習生 5名と 3名の日本人従業員が参加して、

近くの金鑚神社へ初詣に出かけました。参加した実習生

達は、初詣の習慣やそれに関わる日本の文化を体験し、

昼食を共にして、日本の従業員達と交流しました。      

 
金鑚神社前で記念写真 

 

外国人技能実習生達のお正月 
 今年の陰暦でのお正月は 2月 5日(火)です。中国では

この前後に家族で過ごす習慣があり、大移動します。ベ

トナムでもこの旧正月をテト正月と呼び、前後 10日間程

休むのが通例です。勿論、西暦でのお正月も爆竹や花火

を上げて祝いますが、家族で一緒に過す本格的なお休み

は陰暦の旧正月の方です。ミャンマーとカンボジアのお

正月は 4月にあります。ご留意ください。 
 

≪インドネシア人漁業実習協力事業≫ 
第 15次インドネシア人漁業実習生修了式 

 去る 1月 10日（木）、石川県漁協小木支所にて、受入船

主協議会の主催で第 15次インドネシア人漁業実習生修了式

が行われ、持木一茂能登町長から祝辞を頂きました。 

 
インドネシア人修了生と関係者との記念写真 

 2016年 4月 13日に来日し、小木支所所属のイカ釣り漁船

で 3 年間の漁業実習期間を終えた 26名（内 4名が仕事の都

合上欠席）のインドネシア人実習生とその実習事業に携わ

ってきた漁協関係者、漁業者、更に協力してきた（協）グ

ローバル・ネットなど関係者が参加しました。 

 


