
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合員及び関係者各位の皆様 

あけましておめでとうございます 

本年も宜しくお願い致します 
2019 年、今年は日本の象徴天皇が代わる年で年号

も変わります。干支はイノシシ、猪は子作りが上手な

ので子孫繁栄、勇敢な動物とされています。日本での

少子高齢化問題を解決できるきっかけとなるような

良き年となるよう祈って止みません。 

昨年末成立した改正入管難民法は今年の４月から

施行されます。新設された「特定技能 1 号」につい

て、資格取得に必要な技能試験を今年 4 月から実施

するのは、介護業、宿泊業、外食業の 3 業種にとど

まるという政府案が先月示されました。政府は 14 業

種で特定技能 1 号の外国人を受入れる方針を示して

いるが、残る 11 業種の試験開始は今年 10 月や次年

度内などとしており、当面は試験なしで移行できる技

能実習生が対象の中心になりそうです。 

実習生からの移行を除けば、特定技能 1 号の資格

取得には業種別の技能試験に合格し、新設する日本語

能力判定(仮称)か現行の日本語能力試験を通過する

必要があります。 

本年 4 月には、改正法に基づき出入国管理局が出

入国管理庁に機能と権限が格上げされます。更に新制

度の適正な運用を図るために「分野別運用方針」が随

時に定められ公表されます。新制度の施行にあたり、

特定技能雇用契約等に関する規程が整備され、雇用契

約の相手方である本邦の公私の機関(特定技能所属機

関)への支援計画やその「支援業務」を行う支援機関

の登録に関する規程の整備等が随時なされてゆく予

定です。（三國） 
 

実習生 20人入国・8人配属・5人帰国 
 12 月には、新技能実習生 20 人が入国し、8 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 5 名の技能実習生が 3 年間の技

能実習を終えて帰国した。 

入国：12 月 9 日-松栄エンジニアリング㈱のベトナム

人 1 人 

12 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 

12 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 

12 月 26 日-ミナミ金属㈱の中国人 4 人 

12 月 31 日-㈱西鐵工所の中国人 2 人 

配属： 12 月 19 日-㈱OSCAR JJ のベトナム人 4 人 

12 月 20 日-㈱TSH のベトナム人 2 人と㈱西村精工の

カンボジア人 2 人 

帰国：12 月 27 日-村田機械㈱のベトナム人 5 人 
 

インドネシア人介護候補者面接と打合せ 
12 月 9 日～11 日、社会福祉法人高嶺福祉会の担当者と

8 日にジャカルタでの漁業実習生の面接も視察した関係

者 4 名が三國理事長と共にインドネシア・バンドン市へ

向かった。送出し機関、HPBI 社にて、看護学校等を卒業

した候補者 25 名を面接し、説明会を行った。 

 
HPBI 社の事務所前で介護実習生内定者とその関係者 

HPBI 社では、徳島県で 5 年間の介護経験を有する介

護福祉士、サプトラ氏が介護実習生を目指す候補者達に

日本語を教えると同時に介護の基礎知識を教えている。 

更にバンドンでの看護専門学校ではインドネシアでの

介護士資格を授与する履修コースがあることから、日本

語能力 N4 以上の資格を持ち看護学校を終えていない候

補者へはそのコースの履修をさせている。 
 

産業別最低賃金改正のお知らせ 
○特定（産業別）最低賃金（石川県） 

主要な適用業種：  時間額： 改正日 

機械器具製造業 ９００円 H30.12.31 

自動車及び部品等製造業 ９００円 H30.12.31 

電気機械器具製造業 ８４７円 H30.12.31 

○他県の特定（産業別）最低賃金の改定等にも留意し

て下さい。詳細は各地の労働局にご確認ください。 
 

年始のご挨拶巡回 
 実習実施企業におかれましては、職種別最低賃金のアッ

プもありましたので、その確認をお願い致します。技能実

習生には年末・年始の気の緩み等による事故・火災等への

注意喚起をしています。各企業でも実習生達の年末・年始

の休みの過ごし方には担当者等の気配りをお願い致します。 

 本年からは、新年ご挨拶は情報誌等でのご挨拶のみとさ

せて頂きます事をご了承ください。 
 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

今後の技能実習生採用旅行予定 
○平成 31年 1月 12日～15日に新実習生採用の為、ベ

トナムへ 

○平成 31年 2月に新実習生採用の為、ミャンマーへ 

○平成 31年 9月、新漁業実習生(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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 技能実習責任者講習会の開催について 
外国人技能実習制度において、技能実習責任者は 3年毎

に所定の講習を受講する事が義務付けられています。   

下記の通り JITCO による責任者講習会が開催されますの

で、まだ受講されていない方は、この機会にぜひ受講して

いただきますようご案内致します。 

1． 開催日時：平成 31 年 3 月 12 日(火) 午前 9 時～午後 6

時 20 分 ※受付は 8 時 20 分～50 分 

2． 場所：ホテルのときんぷら（石川県鳳珠郡能登町字越坂

11-51） 

3． 受講料：一人 4,000 円（組合員） 

4． 申込期限：平成 31 年 1 月 25 日(金) 

5． 担当者：滝繁治（グローバル・ネット） 
 

優良適合に影響する指導員の養成講座 
3 号技能実習生受入れの必須条件として、実習実施

者の優良適合条件があります。今年の 4月 1日からは

技能実習指導員と生活指導員の養成講座参加に対しそ

れぞれ 5 点、計 10 点が加点されます。今年の 3 月 31

日までは 110点満点で、優良適合は 66点以上でしたが、

4 月 1 日以降はその 10 点が加点され、120点満点で 72

点以上となります。 

技能実習指導員と生活指導員の養成講座を受講して

いる企業は 10点加点されますが、受講していない実習

実施者は加点されませんので、ご留意ください。 
 

約 30名の実習生が日本語能力試験に挑戦 
 12月 2日（日）、日本語能力試験が行なわれました。石

川県では北陸大学と金沢大学（富山県は富山大学）のキ

ャンパス会場に多くの外国人留学生・実習生等が集い、

日本語能力試験に挑戦しました。当組合関連では把握し

ているだけでも、15会員企業で実習する約 30名の技能実

習生が受験しました。殆どの実習生は N4、N3及び N2レ

ベルに挑戦しました。当日は各企業の担当者や当組合の

職員達が会場への送り迎えなどの協力を致しました。 

 国際交流基金と日本国際教育支援協会の共催で行われ

る日本語能力試験では｢言語知識｣、｢読解｣、｢聴解｣とい

う 3 つの要素により総合的に日本語のコミュニケーショ

ン能力を測っています。N1～N5の 5 つのレベルがあり、

N4と N5では、主に教室内で学ぶ基本的な日本語がどのく

らい理解できるかを。N1と N2 では、実生活の幅広い場面

で日本語がどのくらい理解出来るかを測ります。そして

N3は N1、N2と N4、N5の｢橋渡し｣のレベルです。会員企

業の担当者におかれましては、技能実習生の一つの目標

にもなりますので、ぜひ受験を勧めて下さい。 
 

≪インドネシア人漁業実習協力事業≫ 
2019年 7月入国予定の漁業実習生採用に同行 

 平成 30年 12月 7日～10日、当組合が協力する４漁協

（石川県漁協・浜坂漁協・但馬漁協・越前町漁協）の共

同採用面接会に各漁協の担当者計 9名と古田島専務と当

組合福井担当職員の福島がジャカルタを訪問した。 

 
面接会場前に集まった候補者達と各漁協等の面接担当者一行 

今回要望のあった採用者人数の内訳は下記のとおりで

ある。 

1. JFいしかわ（金沢地域・すず支所・小木支所及び門

前支所）－14人 

2. JF越前町－12人 

3. JF浜坂－11 人 

4. JF但馬（津居山支所・香住支所）－10人 

上記の内定者、47名は 2019年 7月に来日する予定である。 

今回集った候補者（約 150人）は取次機関での書類審査、

健康診断、心理テスト、基礎の日本語学習、体力検査等で

事前に選考され、それらの結果等が記された履歴書を参考

に面接が行われた。それぞれの漁協の担当者が選んだ内定

者達は今後２次健康診断を受け、更に２・３カ月間の日本

語講習に参加する予定である。 

候補者も緊張感の中での受け答えだったが、遠く 3 日か

けてジャカルタまで来ている候補者もいるため、面接者も

真剣に質問していた。 

 
JF 越前町の 3 年実習期間終了者との再会を喜び合う藤川会長 

なお、新制度に伴い 3号技能実習生(4 年目と 5年目)の受

入れが増加している。実習生達も後 2 年実習を継続できる

ことに関心が高く、受入側もある程度日本語と技能を習得

している 3号実習生の受入れに積極的である。 
 

ジャカルタ・カリバタ英雄墓地にて献花 
12 月 9 日、面接採用を終えた漁協関係者 10 名がインド

ネシア独立戦争の英雄が眠る国立墓地を訪問した。墓地を

守る兵士の案内で、インドネシア独立戦争で貢献した日本

人墓地を回り献花をして一同黙祷を捧げた。墓碑には 28 人

の名前と生年月日が記されている。きれいに整備された墓

地はイスラム教、キリスト教、仏教で分かれて埋葬されて

いた。このほか無名戦士の墓もあるとのこと、先人達の犠

牲の上に発展したインドネシア国があり、今その若者たち

を日本で教育するという実習の意義を、改めて確認させら

れた。 

 
カリバタ英雄墓地のメモリアル・モニュメント前にて 

 


