
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 新型コロナウィルスの感染拡大に伴い緊急事態宣言が

発令され、組合員企業や関係者の皆様には、厳しい環境

下で日々困難克服の為に努力されている事と思います。

謹んでお見舞い申し上げます。 

IMF のゲオルギエワ専務理事は「世界恐慌以来の景気

悪化」に陥ると警鐘を鳴らしています。米国も４～６月

期に 30％超のマイナス成長との予測に対して米シンク

タンク戦略国際問題研究所のグッドマン上級副所長は

FRB が世界金融危機を回避するため「どんなことでもす

るだろう」と強調しました。各国政府も必死で対処して

いる様子が伝わってきます。 

4 月 17 日北國新聞の国際面で、“中国・責任論火消し、

在外公館、各国報道に圧力”・“米政府・武漢研究所起源

説検証か”と興味深い記事を掲載しました。しかし、今

は互いの政治的対立より、人類の智慧と努力を結集して

一日も早く、この感染症の感染拡大を終息させ、ワクチ

ンや特効薬の開発を急ぐべきでしょう。時が来れば、中

国政府が今回の新型コロナ感染症を初期段階で何故止め

られなかったのかをしっかりと検証すべきでしょう。 

さて、当情報誌「白山」の発刊 100 号記念の多文化共

生コンクールへの作品応募が 2 作品のみで、その 2 作品

提出者には記念品を贈呈します。その上で、今回は過去

の情報誌に掲載された多文化共生に努力された企業・団

体への好事例奨励賞を授与することを役員会で検討いた

します。その結果を今度の通常総会でその内容を発表す

る予定です。   

実習生入国 0人・23人配属・帰国者 2人 
 4 月には、新型コロナウィルス感染拡大防止の為、各

国の出入国規制で、新技能実習生の入国は 0 人でした。

23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ました。所定の実習期間を

終えて帰国した実習生は 2 人でした。 

入国：なし 

 
企業に配属され市役所に転入届をする新実習生達 

配属：4 月 3 日-シンコール㈱のミャンマー人 7 人 

4 月 5 日-㈱カンコのベトナム人 3 人 

4月 11 日-昇栄工業㈱3 人と南海金属㈱1人の計ベトナム

人 4 人 

4 月 20 日-㈱OSCAR J.J のベトナム人 3 人 

4 月 21 日-㈱ヤマダ假設工業のミャンマー人 5 人 

4 月 22 日-合同会社泰和商事のカンボジア人 1 人 

帰国：3 月 16 日-ST メタルズ㈱の中国人 2 人 
 

技能実習生選考にネット面接 
 3 月のミャンマー、4 月のベトナムへの面接のための

渡航がキャンセルとなりました。そのため、4 月にシン

コール㈱と山越㈱他 2社の面接を Skype や Zoom 等のイ

ンターネットツールを活用して行いました。事前に検出

力及び計算力テスト等を送出し機関で行って頂き、それ

らの結果や履歴書等のデータを見ながら候補者達と面談

して選考しました。その後、選考した内定者達へ実習内

容と雇用条件を、通訳を介して説明しました。 

 
企業担当者達が資料を基に送出し機関とインターネットを介して面接 

 

理事・役員会開催と通常総会の準備 
 4月 28日(火)午前 11時～午後 1時に昼食をはさんで、

理事・役員会がホテル金沢で開催されました。非常事態の

影響も考慮して、今回は限られた出席者の中、出席者同士

の間隔を充分にとりながらの開催でした。 

今回の主要案件は第 18回通常総会に提出する議案につい

て、新組合員承認の件、更に情報誌 100 号記念“多文化共

生コンクール”での受賞についての審議でした。 

 第 18 回通常総会は、5 月 20 日(水)午前 10時から時間を

短縮して行いたいと思います。石川県地場産業センター新

館 5 階第 12研修室で開催する予定です。 
 

送出機関から実習生に無料マスク支援 
 新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、外国人技能

実習事業にも様々な困難が起こる中、ベトナムの送出

し機関、SULECO より 4 月のはじめに布製マスク約

200 枚がベトナム人実習生の為に届きました。更に中

国の送出し機関 2 社、威海国際合作公司より 500 枚と

威海市聯橋国際合作集団有限公司より 2800 枚の不織

布マスクが中国人実習生の為に届きました。 

更には、在日インドネシア大使館より“ウィルス除

け製品・インスタント生姜茶・ビタミン剤”セット 20

袋が送られてきました。組合で同じようなセットを更に

30 袋を作り能登地方の他の漁業実習生達に配布しました。

更に独自ルートで多少なりのマスクを準備しております

ので、必要な組合員企業は事務局までご連絡ください。 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

今後の技能実習生採用面接予定 
○令和 2 年 9 月、漁業実習生(2021年 4 月入国予定)採用

面接協力の為、インドネシアで又はネット面接予定 

＊今後の採用旅行は新型コロナウィルス感染症の状況次

第で再開を決めます。ネット面接を含めて新規実習生の

採用を希望する企業は事務局にご連絡ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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外国人実習生の日本での再就職を支援へ 
 新型コロナウィルスの感染拡大を受けて、出入国在

留管理庁は、実習の継続が困難となった外国人技能実

習生などが、日本国内で再就職できるようにするため

の支援を実施するとの事です。 

出入国在留管理庁によると、新型コロナウィルスの

全国的な感染拡大の影響で、製造業や観光業などでは

業績が悪化し、外国人技能実習生の実習継続が困難に

なったり、「特定技能」の在留資格を持つ外国人が解雇

されたりケースが増加しているということです。 

このため、出入国在留管理庁は、日本国内で再就職

を希望する外国人技能実習生らへの支援を 4 月 20 日

から実施しております。 

具体的には、関係省庁や業界団体に情報を提供し、

報酬や生活支援の有無などの一定の要件を満たした企

業などとのマッチングをおこなったうえで、最大で 1

年間働くことができる在留資格をあたえるとのことで

す。 

出入国在留管理庁は、「外国人技能実習生が来日でき

ないために人手不足となっている農家や介護施設の支

援にもなる。今後、技能実習が再開される場合も見据

えて、在留を継続するための仕組みとして活用してほ

しい」と話しています。 

◎詳細は、入管庁の HP をご覧ください。 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuuk

okukanri14_00008.html 
 

技能実習生のマスク製造が可能に‼ 
 新型コロナウィルス感染症に関するよくある質問に

ついて（周知）  ～機構 HP おしらせ～ 

＜https:www.otit.go.jp/files/user/docs/2004-1.pdf> 

Q10 技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従

事することは可能でしょうか。 

A 新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響で、マ

スクや医療用資材の需要がひっ迫していることも踏ま

え、当面の間の措置として、繊維・衣服関係の職種（※）

の実習実施者は、技能実習を行っている時間全体の 2

分の 1 の期間、関連業務としてマスク等の製造に従事

させることが可能です。 

 マスクの製造に従事させようとする場合には、業務

の内容の説明資料（様式はありませんので、任意の様

式で作成してください。）及び技能実習計画軽微変更届

出書を機構の地方事務所・支所の認定課に提出してく

ださい。詳しい手続きは機構の地方事務所・支所に相

談してください。 

 なお、技能実習に従事する時間全体の 2 分の 1 以下

の期間内であれば、一定期間、マスク等の製造のみに

従事する事も可能としますが、技能検定合格等の技能

実習計画に掲げた目標を達成できるよう、必須業務の

技能等にも配慮してください。事業所において、マス

クの製造以外の業務が縮小しているような場合には技

能実習日誌等に記録するなどしてください。 

 その他、新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴

う事業内容の変化によりマスク以外の医療用資材の製

造に技能実習生を従事させることについて判断に悩む

場合には、事前に機構の地方事務所・支所の認定課に

ご相談ください。 

（※）移行対象職種・作業である繊維・衣服関係の職種・作

業：紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニ

ット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、

寝具製造、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座

席シート縫製 
 

＠インドネシア人漁業実習協力事業関連情報＠ 

インドネシア人漁業実習生も赤イカ漁へ 

 下記 4月 18日付の記事のように石川県漁協小木支所所属

の中型いか釣り漁船 4 隻が北太平洋での赤イカ漁へ乗り出

す準備をしている。その 4 隻に日本人船員 15 人と一緒に乗

り込む予定の 12 人インドネシア人漁業実習生達が、4 月 17

日にその為の研修会に参加した。 説明に聞入る実習生達 

 
 近年記録的な不漁が続く日本海でのスルメイカ釣り漁を

諦め、遠く離れた北太平洋に活路を求める形である。イカ

の処理法や加工、操業時の注意事項等に通訳を通して学び

その準備に臨んだ。 

 
 

インドネシア人漁業実習らに警察署から感謝状 

 下記 4 月 22 日付福井新聞記事によると、21 日に鯖江警

察署から JF 越前町の漁師とインドネシア人漁業実習生４

人に感謝状を贈った。 
福井新聞４月２２日付記事 

 


