
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 新型コロナ感染症によって社会、経済に大きな変化

が起きている。“正しく恐れて”正しく対処して行く

必要がある。 

 日本は、新型コロナウィルスによる感染者数・死者

数が G7 諸国等の中で圧倒的に少ない。国別の人口 10

万人あたりの新規感染者数は、日本が 7 人だがブラジ

ル・米国は 100 人超えとなっている。医療崩壊につな

がりかねない重症患者は 5 月初旬に５％台だったが、

7 月以降（8 月になって少しずつ増えているが）の 1

ヶ月間の重症患者比率は１％台にとどまっている。 

 新型コロナウィルス対策で他の感染症が激減して

いるという。手足口病やロタウィルス感染性胃腸炎な

どは昨年の１０分の１以下だそうだ。インフルエンザ

は、例年感染者数は国内推定年間約 1 千万人で、直接

の原因での年間死者は約2千人だが直接または間接的

死因としては約 1 万人だそうである。そのインフルエ

ンザも今年はあまり聞かない。 

 2020 年４～６月期の実質国内総生産（GDP）が前

期比で年率 27.8％減少した。戦後最悪の落ち込みで、

日本経済が完全にリセッション（景気後退）入りして

いることを裏付けた。ところが株式市場は依然「不気

味」に盛り上がっている。その反面、米国大手コンサ

ルティング会社の調査によれば、新型コロナウィルス

後の経済復興について、日本人の楽観度は 30 ヵ国中、

圧倒的な最下位で、米国や中国の 10 分の１にとどま

っている。日本人がこれ程悲観的なのは、国民性もさ

ることながら、危機をセンセーショナルに煽り立てる

メディアの姿勢にあるようにも思える。 

技能実習生の帰国・来日が、9 月からベトナム・タ

イに続きミャンマーも出入国緩和対策が進みそうで

ある。               （三國記） 
 

実習生入国 0人・配属 0人・帰国者 4人 
 ８月も、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及び配属は 0 人で

した。大和サイジング㈱の廃業により残っていた 2 人の

中国人実習生がほぼ 3 年間の実習期間を終え 8 月 28 日

に帰国しました。更にシンコール㈱のミャンマー人実習

生 1 人が 3 年の実習期間を終え 8 月 28 日帰国。その他

途中帰国実習生が 1 人。（＊漁協を監理団体とする漁業実習

生は上記の数には入っておりません。） 
 

ZOOMでベトナム人技能実習生選考 
 8 月 26 日午前、イケウチ㈱の来年受入予定の実習生

4 人の選考の為にホーチミン市と ZOOM でつなぎ 15

人の候補者との面接を行いました。更に午後 3 時から

㈱ユニベールソーイングの担当者と当組合をまじえ、6

人の実習生選考の為にホーチミン市と ZOOM で、18

人の候補者との面接を行いました。事前に送出し機関

で行った候補者の日本語の勉強姿勢や生活態度、それ

に計算力テスト等の結果を基に両社の担当者が当組合

職員の立ち合いの中、それぞれ約 3 時間かけて選考し

ました。 

 
Zoom 面接するイケウチ㈱の担当者達 

 

監査巡回へのご協力に感謝！ 
 ７月・8 月は当組合の技能実習実施者(企業)への監査期間

で、当組合の外国人技能実習生を受入している 76 組合員

企業を監査巡回致しました。監査を担当したのは、愛知

県では太田理事、大阪府・兵庫県・奈良県・関東・東北

は三國理事長、その他北陸の企業は韓及び毛利が担当し

て巡回致しました。 

 今回も予め“監査時・技能実習実施状況事前チェック

リスト”のお願いと巡回スケジュール、それに準備して

頂きたい書類（実習記録・賃金台帳等）の通知をさせて

頂きました。組合員企業さんの都合で多少の変更はさせ

て頂きましたが、スムーズに監査巡回がなされたものと

思います。 

 今回は、3 日間（19 日・20 日・24 日）にわたり当組

合の外部監査人・吉田社労士が 12 社への監査に同行し

監査内容を見て頂きました。 

監査では “監査実施概要リスト”も活用して、実習実

施者の担当者等に実習状況の確認をしながら監査を行い

ました。各技能実習実施者が備えておくべき帳簿類や適

正な実習実施に更なるご協力の程宜しくお願い致します。 
 

 北陸・今年度最低賃金改定 1円増 
今年度の最低賃金改定では、富山県の審議会が 1 円引き

上げて 849円、福井県でも 1円増の 830円で決着しており、

北陸三県の上げ幅がそろう展開となった。8 月 11 日、石川

地方最低賃金審議会は県内の最低賃金の時間額を現在より

1円引き上げて833円とする改定を全会一致で決め石川労働

局長に答申した。 

昨年度まで 4 年連続で 20 円以上の上昇が続いたが、新型

コロナウィルスによる経済情勢の悪化に配慮した格好とな

った。引き上げ額 1 円は 2011 年度以来となる。答申では労

使双方が事業の継続や雇用維持に向けた国の支援を強く要

請した（北國新聞令和 2 年 8 月 12 日付記事より） 
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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 3 月下旬～6 月入

国予定)採用面接協力の為、インドネシアとの間でネット

面接予定 

＊今後の採用面接渡航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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ミャンマー人実習生の受入予定企業巡回 
ミャンマーの送出し機関、Japan Myanmar Co.で採用さ

れた実習生の入国を待つ企業 4 社と、この 3 月に入国し

た 5 名の実習生が配属された㈱ヤマダ假設工業の巡回指

導に、ミャンマー人非常勤職員、サイ・トンエイ氏と共

に 2 日間巡回した。 

㈱ヤマダ假設工業の実習生達は日本の生活、日本での

とびの実習にもようやく慣れ始めた頃で、入国後の葛藤

等を話し合い、今後に備える良き機会となった。 

4 月以降、新型コロナの影響でミャンマー政府の機能

が停止していたが、今月中頃から推薦状の発行等の業務

が再開されて、滞っていた下記企業の計画認定申請の手

続きを再開できることを説明した。㈱協建設、㈲S・K・U、

田組㈱、瞳土建㈱。 

又在留資格認定を既に受けていた社会福祉法人緑会の

介護実習生 3 名の入国の為の具体的な準備も開始されて

きた旨の説明も行った。 
 

OTITからの是正指導と今後の課題について 
 6 月～8 月と当組合員の実習実施者数社に機構から

の職員が訪れ実地検査を行いました。その企業が受け

た指導内容（過去の指導内容も含めて）を監査巡回に

も活用して、より良き技能実習事業を展開して行く為、

皆様の更なるご協力をお願い致します。 

OTIT(機構)の技能実習実施者への是正指導・勧告例； 

➀同技能実習計画での雇用条件に明示されてない控除

がなされていた事への是正指導 

②許可なくしての月 80 時間を超える残業を実習生に

させていた 

③技能実習計画予定表の必須業務に「○○作業に関係

する特別教育」と記載されているにも関わらず、その

特別教育(アーク溶接等)を実施していない事 

④変更事由があるにもかかわらず、軽微変更届出をし

ていない事（賃金額、休憩時間、控除項目・・・） 

⑤技能実習責任者が技能実習の進捗状況を監理するほ

か、法又はこれに基づく諸令の規定による届け出その

他の手続に関すること、及び技能実習生の労働条件・

産業安全・労働衛生に関し、適切な統括監理を行って

いないこと 

⑥技能実習生の待遇のうち、宿舎施設の確保に関し基

準違反が認められること。（個人別の私有物収納設備を

設置していないこと） 

＊何人かが共同で宿舎生活をする場合貴重品等を入れ

る鍵付きロッカー等の設置が求められる。消火器・火

災報知器等の設置。 

 以上、OTIT(機構)からの指導・勧告に従って、当組

合も更に改善し適正に監理事業及び協力事業に励んで

行く所存です。組合員皆様の更なるご協力・ご理解を

宜しくお願い致します。        （三國） 
 

＜実習生への安全衛生教育に関する注意事項＞ 
 技能実習生の計画実施は安全衛生教育を確認しながら行

う事が義務付けられている。特に危険有害業務に実習生を

従事させる場合には、実習生が理解できる方法で雇入れ時

等の安全衛生教育を実施する必要がある。労働関係法令に

規定された事項もあるので注意しよう。 

特別教育の必要な業務： 
・アーク溶接 

・クレーン（つり上げ荷重 5 トン未満のもの）、移動式クレ

ーン（つり上げ荷重 1 トン未満のもの）の運転 

・玉掛け作業（つり上げ荷重 1 トン未満のクレーン、移動

式クレーンに係るもの） 

・フォークリフト等荷役運搬機械（最大荷重 1 トン未満の

もの）の運転 

・動力プレスの金型等の取付け、取外し、調整など 

＊これらの教育（講習）は実習生がその内容を理解できる

方法で（通訳を付ける等して）行う必要がある。 

実習生への就業制限業務： 
① 免許の必要な業務 

・クレーン（つり上げ荷重 5 トン以上のもの） 

・移動式クレーン（つり上げ荷重 1 トン以上のもの）の運

転 

・フォークリフト等荷役運搬機械（最大荷重 1 トン以上の

もの）の運転など 

② 技能講習が必要な業務 

・フォークリフトの運転、床上操作式クレーンの運転、小

型移動式クレーンの運転、車両系建設機械の運転など 

【確認すべき書類】技能実習計画、技能実習日誌、特別教

育実施結果等 

＊免許・技能講習修了証は実習生に携行させる必要あり。 
 

＠インドネシア人漁業実習協力事業関連情報＠ 

漁業実習生の入国を早く（JFいしかわ） 

（2020.8.21 付、北國新聞より） 
 

漁業実習 5年修了生帰国（JF魚津） 
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