
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 組合員及び関係者の皆様 

暑中お見舞い申し上げます！ 
役員・職員一同 

 

BC・AC と紀元前後を分けたキリスト(Christ)誕生

に新型コロナの C をもじった歴史認識が単なる語呂

合わせだけでなくなってきそうだ。立教大学の田中道

昭教授は「コロナ禍は歴史上たびたび繰り返された大

変革の端緒となる」と指摘し話題になっている。 

 当情報誌新年号(第 99 号)で指摘した今年の特徴、

「地の時代」から「風の時代」、つまり“五感で確認

できる確かな安定したものが大切だった時代”から

“形のない情報や思考が大事な時代”への変化、地の

混乱と風の変化という予記が現実化している状況で

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。ロックダウン

もせず、検査能力や実施回数も少ないにも関わらず感

染被害が比較的少ないのはなぜか？医学・疫学的な側

面での解明は不充分だが、社会的・文化的な側面に着

目した説明は説得力がある。 

 新型コロナウィルス感染症専門家会議が求める“新

しい生活様式”、感染拡大防止の為の行動変容への指

針にその回答がありそうだ。①3 密（密閉・密集・密

接）状態を避ける、②ソーシャルディスタンスの確保

や手洗い・マスクの着用、③公共交通機関の利用法、

食事・働き方等のカテゴリーに分けた実践例が示され

ている。 

 最近、国際投資アナリスト・大原浩氏の著書「日本

の技術力で、日本の製造業が大復活」がネット上で話

題となっている。今回のコロナ騒動で、中国依存の製

造業が大打撃を受け、そこから脱却する為に日本製造

業の大復活への国民の期待がその事を裏付けている

と思われる。頑張れメイドインジャパン！（三國記） 
 

実習生入国 0人・配属 0人・帰国者 0人 
 ７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は 0 人でした。配

属された実習生及び帰国した実習生もありませんでした。 

＊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。 
 

地域情報交換会で更なる適正化指導 
 7 月 21 日(火)午後(1:30～4:00)、TKP 金沢新幹線口会

議室にて JITCO 主催で、下記の議題についての指導と

情報交換会が行われました。当組合からは韓事務局長が

参加しました。 

議題；⑴技能実習制度の適正実施に向けて、①「技能

実習計画の認定について」（OTIT 富山支所・藤崎認定課

長）、②「実地検査に係る注意点について」OTIT 富山支

所・市井指導課長） 

⑵特定技能外国人の受入れ状況と申請書類の書き方の

注意点について（JITCO 申請支援部・佐藤専門役） 

⑶情報交換会 

 受入れ監理団体・企業からの参加者約 40 名が、更な

る制度の適正化に向けて、熱心に耳を傾けていました。 
 

関西地域及び関東地域の組合員への監査 
 関東地域の８社は 7 月 1 日～6 日に、関西地域の８社は 7

月 15 日～17 日にそれぞれの地域の連絡員（当組合非常勤

職員）と共に監査巡回をさせて頂きました。事前に技能実

習状況に関するチェックリストを担当者に記入して頂き給

与台帳や実習記録等をチェックしながら実習実施者の担当

者（技能実習責任者・実習指導員・生活指導員等）及び実

習生への聞取りを行いました。 

 
南海金属(株)の監査で実習生との面談風景 

 実習実施企業に関しては、備え付けて置くべき書類のチ

ェックリストを紹介しながら、実施させて頂きました。 

 ８月には書面でご案内いたしましたように北陸地域の

組合員・技能実習実施者への監査巡回を実施致しますの

でご協力宜しくお願い致します。 
 

 技能検定又は技能評価試験で良き成果を！ 
いつも技能試験(技能評価試験)へのご協力、ありがとう

ございます。実習生の技能試験での合格率は実習実施者の

優良判定での最重要課題です。 

技能試験はそれぞれ、１年目は基礎級（初級）、3 年目は

随時３級（専門級）、5 年目は随時２級（上級）の受検が必

須になっています。基礎級（初級）は実技・学科試験が必

須、随時３級（専門級）と随時２級（上級）は実技試験の

み必須です。受検するにあたって、実技試験の練習は、試

験問題の時間内にできるよう、最低 3 回以上の練習をお願

い致します。仕事(実習)で忙しいかと思いますが、実務に

自信がある実習生であっても、合格に向けて十分練習を実

施し、本番に臨んで頂きますようお願い致します。（磯崎記） 
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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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移行対象職種の追加作業等 
JITCO 富山駐在新制度情報等を参照して 

1 7 月 17 日付け官報にて、下記の作業が移行対象職種

に追加されました！； 

 職種： 作業：      試験実施者： 

〇漁船漁業 棒受網漁業   (一・社)大日本水産会 

＊棒受網漁業は主としてサンマの漁獲を対象とした漁法

です。集魚灯を用いて棒受網にサンマを誘導します。 

〇印刷 グラビア印刷作業 全国グラビア協同組合連合会 

＊グラビア印刷作業は、ペットボトルや雑誌のグラビア

に用いられる印刷方法になります。同じ印刷作業のオフ

セット印刷作業は技能検定ですが、グラビア印刷作業は

技能実習評価試験となり、作業によって試験実施機関が

異なるので注意が必要です。 

2 6 月 5 日交付された国民年金法等の一部改正で、短期

滞在の外国人に対する「脱退一時金」の支給上限年数を

現行の3年から5年に引き上げる-来年4月1日から実施。 
 

新たな在留管理体制の構築へ： 
7 月 14 日、政府の「外国人の受入れ・共生に関する関係

閣僚会議」が開催され、「外国人材の受入れ・共生のための

総合的対応策(令和 2 年改訂)」が了解された。下記がその

概要の一部抜粋です。 

① 在留資格手続きの円滑化・迅速化 

・在留資格手続きのオンライン申請の更なる対象の拡大 

・在留カードとマイナンバーカードの一体化の検討 

・「特定技能」の在留資格に係る在留諸申請時の提出書類の

簡素化 

・在留資格認定証明書の電磁的記録による交付実施の検討 

② 在留管理基盤の強化 

・日本語能力試験(JLPT)等の証明書の偽変造対策の強化に

よる適正な在留審査の実施 

③ 技能実習制度の更なる適正化 

・出入国在留管理庁と外国人技能実習機構の情報提携強化

及び同機構業務システムの刷新 

・高額な保証金や手数料等による失踪を防止するための実

習生に対する積極的な広報活動の実施 

④ 不法滞在者等への対策強化 

・在留カードの偽造・改ざんを確認するための無料アプリ

ケーションの配布 
 

＠インドネシア人漁業実習協力事業関連情報＠ 

漁業実習終え成長と感謝（JF浜坂） 
 新温泉町、JF 浜坂所属の沖合底引き網漁船などで技能実

習生として漁業に取り組んできたインドネシア人 20 人が 7

月 1 日、3 年または 5 年間の実習を終えた終了証を浜坂漁協

で受けた。うち 6 名は 2 年の延長を受け、引き続き漁業実

習を継続する。 

 
新温泉町の西村銀三町長より記念品を贈られる修了生達 

発展途上国の人材育成や地元漁業活性化を目的に、同町

が 2006 年度に始めた取り組み。同漁協が毎年、インドネシ

アから 10 人前後を受入れている。17 年に施行された技能実

習制度に関する法律で最大 2 年間の延長が可能となり、今

年は延長を受けた実習生が初めて修了した。 

修了式で同漁協の川越一男組合長が「全員、来日時より

体が引き締まり、精悍な顔つきになった。家族に元気な姿

を見せ、安心させて」と言葉を贈り、修了証書を手渡した。 

3 年の実習を終えたスプリヤントさん(27)は「初めには日

本語に苦労したが、乗組員や地域の人の支えで無事に終え

ることが出来た。サクラや花火、雪などがきれいだった」

と笑顔で振り返った。（2020.7.2 付、神戸新聞より） 
 

漁業実習生の入国見通し立たず 
底引き漁など影響懸念 

人材不足にあえぐ但馬地域の水産業にとって、貴重な

人材となっているインドネシア人漁業実習生。但馬、

浜坂の両漁協では、今夏も同国から新しい実習生を受

入れる予定だが、新型コロナウィルス感染症の日本へ

の水際対策で、インドネシアは入国拒否対象に含まれ、

実習生の入国の見通しが立たない。漁業関係者は、秋

から始まる沖合底引き漁などへの影響を心配する。 

（日本海新聞 6 月 30 日付記事より） 

但馬漁協香住支所；11 人に修了証書 

香美町役場で 6 月 29 日、但馬漁協香住・柴山支所所属

の船で実習した漁業技能実習生 11 人の修了証書授与式

が開かれた。沖合底引き漁船や、カニかご漁船に乗り込

んで 3 年間、日本の漁業を学んだ修了生は、船主らに感

謝を伝え、別れを惜しんだ。 

式典で浜上勇人町長は「皆さんの実習は、町の漁業の

活性化に間違いなく役立っている」とたたえた。修了生

を代表して、ムハッマド・シャイフル・ムジャブさん(22)

は「日本の国や生活を知れて良かった。3 年間お世話に

なった船の方や、組合の人との別れはさみしいい」と別

れを惜しんだ。 

 
浜上町長より修了証書を受け取る漁業実習生達 

但馬漁協津居山支所；14 人に修了証書 

豊岡市の但馬漁協津居山支所所属の漁船に乗り、３年

と５年の漁業実習に取り組んできたインドネシア人実習

生 14 人の修了証授与式が 7 月 7 日、豊岡市役所で行われ

た。修了生は１人ずつ修了証や記念品を受け取り、関係

者らとの記念撮影に臨んだ。 

例年は全員がいったん帰国するが、今年は新型コロナ

ウィルス感染拡大の影響で、５人が期間を延長して実習

を続ける。５年の実習を終えたアリミンさん(25)は「畜

産業などにも関心がある。一度帰国するが、また日本に

戻り、もっと日本語を勉強したい」と話していた。 

（地元新聞記事より） 


