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第197回臨時国会において新在留資格「特定技能１号・２号」の創設を柱とする入管法の改正案が成立し、2019年４
月からの施行が決定しました。制度の詳細については、今後、政府基本方針、分野別運用方針、法務省令等において
明らかになるとみられますが、新在留資格の「特定技能１号」については技能実習修了者からの移行も見込まれており、
技能実習制度とも密接な関係にあることから、技能実習制度を巡る最新の動向としてご紹介します。（2018年12月10日現在）

１．今回の入管法改正の概要
今回の入管法改正の柱である新たな在留資格「特定技能」の概要を「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法

の一部を改正する法律」（以下、「改正入管法・法務省設置法」という）をもとに、下表にまとめました。（※内容は一部であり、
全てではありません。）

技能実習制度を巡る最新の動向

1. 在留資格の創設

特定技能１号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定
するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

特定技能２号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定
するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

2. 受入れ業種・分野（特定産業分野）

特定技能１号
特定技能２号

人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法
務省令で定めるもの

3. 外国人材の基準

特定技能１号
特定技能２号

政府は当該産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項を基本方針として定めなければならない

法務大臣は当該産業上の分野において求められる人材の基準に関する事項を（分野所管行政機関の長等と共同し）
分野別運用方針として定めなければならない

4. 外国人材への支援

特定技能１号

特定技能所属機関（受入れ機関）は、１号特定技能外国人支援計画を作成し、その支援計画に基づいて、特定技能
１号外国人に対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施しなければならない

１号特定技能外国人支援計画は法務省令で定める基準に適合するものでなければならない

特定技能所属機関が契約により登録支援機関に適合１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合に
は、当該特定技能所属機関は同支援計画の適正な実施の規定に適合するものとみなす

5. 特定技能所属機関（受入れ機関）

特定技能１号
特定技能２号

特定技能所属機関は、特定技能外国人雇用契約を適正に履行しなければならない

特定技能雇用契約に基づいて外国人が行う活動の内容、報酬、その他の雇用関係に関する事項は、法務省令で定
める基準に適合するものでなければならない

特定技能所属機関（受入れ機関）は、報酬等を含め適正な雇用契約（特定技能雇用契約）を締結するとともに、その
適正な履行を確保する

特定技能所属機関（受入れ機関）は、法務省令で定めるところにより、特定技能雇用契約の締結や終了及び1号特
定技能外国人支援計画の変更をする場合は、出入国在留管理庁長官に対し、届け出なければならない
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3．「特定技能１号」の業種 ･分野について
国会での政府答弁において、想
定される14の受入れ対象分野（右
表）が示され、特定技能１号外国
人の受入れ見込み人数として、初
年度32,800人～47,550人（うち技
能実習修了者の割合約55％～
59％）、５年目までの累計約26.3万
人～34.5万人（同割合約45％）との
見解が示されています（報道ベー
ス）。ただし、改正入管法では具体
的な対象分野は示されておらず、
従って対象分野の受入れ見込み人
数も確定しているものではありませ
ん。今後、分野別運用方針、法
務省令等で確定していくものとみら
れます。

特定技能１号

特定技能所属機関は、 １号特定技能外国人支援計画を適正に実施しなければならない

特定技能所属機関は、 １号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができる

特定技能所属機関が契約により登録支援機関に適合１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合に
は、当該特定技能所属機関は同支援計画の適正な実施の規定に適合するものとみなす

6. 登録支援機関

特定技能１号

契約により委託を受けて１号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行う者は、出入国在留管理庁長官の
登録を受けることができる

登録支援機関は、委託に係る１号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う

登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる
（※ 改正入管法の第十九条の三十二の各号）

出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、
その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる

登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況その他法務省令で定める事項を出入国在
留管理庁長官に届け出なければならない

その他登録支援機関及び支援業務に関し必要な事項は、法務省令で定める

※ 改正入管法の条文に基づきJITCO 作成

2．「特定技能1号」の制度関係者（国内）

4．入国・在留のイメージ
「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）2018」（2018年6月15日閣議決定）等によると「特定技能１号」の技能水
準・日本語能力水準については、
●技能水準は、受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有することとし、業所管省庁が定める
試験等によって確認する
●日本語能力水準は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、受入れ分
野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認する
●技能実習２号を修了した者は、上記試験等を免除

また、「特定技能１号」の在留期間については改正入管法には記されていませんが、骨太の方針2018において通算５年
が上限となっています（今後、政府基本方針、法務省令等で確定していくものとみられます）。

■業所管省庁が定める試験等を受けて入国する場合

■技能実習修了者が試験等を免除され入国する場合

試
験
等

技能実習
2号修了者

※特定技能所属機関 ･･･ 特定技能外国人と雇用
契約を結ぶ日本の公私
の機関

※登録支援機関 ･･･････ 特定技能所属機関との
契約により委託を受けて
１号特定技能外国人支
援計画の全部の実施の
業務を行う者で、出入
国在留管理庁長官の登
録を受けた者

※支援計画及び登録支援機関業務の内容について
は、今後法務省令等で確定していくものとみられま
すが、「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の
方針2018）」等では以下の例が示されています。
①入国前の生活ガイダンス提供
②外国人の住宅の確保
③在留中の生活オリエンテーションの実施
④生活のための日本語習得の支援
⑤外国人からの相談・苦情への対応
⑥各種行政手続についての情報提供　　　
⑦非自発的辞職時の転職支援　　　　
⑧その他
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定される14の受入れ対象分野（右
表）が示され、特定技能１号外国
人の受入れ見込み人数として、初
年度32,800人～47,550人（うち技
能実習修了者の割合約55％～
59％）、５年目までの累計約26.3万
人～34.5万人（同割合約45％）との
見解が示されています（報道ベー
ス）。ただし、改正入管法では具体
的な対象分野は示されておらず、
従って対象分野の受入れ見込み人
数も確定しているものではありませ
ん。今後、分野別運用方針、法
務省令等で確定していくものとみら
れます。

特定技能１号

特定技能所属機関は、 １号特定技能外国人支援計画を適正に実施しなければならない

特定技能所属機関は、 １号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができる

特定技能所属機関が契約により登録支援機関に適合１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合に
は、当該特定技能所属機関は同支援計画の適正な実施の規定に適合するものとみなす

6. 登録支援機関
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契約により委託を受けて１号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行う者は、出入国在留管理庁長官の
登録を受けることができる

登録支援機関は、委託に係る１号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う

登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる
（※ 改正入管法の第十九条の三十二の各号）

出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、
その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる

登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況その他法務省令で定める事項を出入国在
留管理庁長官に届け出なければならない

その他登録支援機関及び支援業務に関し必要な事項は、法務省令で定める

※ 改正入管法の条文に基づきJITCO 作成

※ 報道ベース

特定技能1号
（分野）

2019年度受入れ見込み
（人数）

当初５年間での受入れ見込み
（人数）

1 介護 5,000 50,000～60,000

2 ビルクリーニング 2,000～7,000 28,000～37,000

3 素材加工 3,400～4,300 17,000～21,500

4 産業機械製造 850～1,050 4,250～5,250

5 電気・電子情報関連 500～650 3,750～4,700

6 建設 5,000～6,000 30,000～40,000

7 造船・舶用工業 1,300～1,700 10,000～13,000

8 自動車整備 300～800 6,000～7,000

9 航空 100 1,700～2,200

10 宿泊 950～1,050 20,000～22,000

11 農業 3,600～7,300 18,000～36,500

12 漁業 600～800 7,000～9,000

13 飲食料品製造 5,200～6,800 26,000～34,000

14 外食 4,000～5,000 41,000～53,000

合計 32,000～47,550 262,700～345,150

2．「特定技能1号」の制度関係者（国内）

4．入国・在留のイメージ
「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）2018」（2018年6月15日閣議決定）等によると「特定技能１号」の技能水
準・日本語能力水準については、
●技能水準は、受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有することとし、業所管省庁が定める
試験等によって確認する
●日本語能力水準は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、受入れ分
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2018年
JITCO交流大会
のご報告

2018年10月5日、経団連会館（東京都）において「2018年
JITCO交流大会」が開催されました。本稿では、当日の講
演、発表の様子をご紹介します。
※誌面の都合上、講演の一部を抜粋して掲載しています。

TO
PI
CS
2

JITCO 交流大会の開会
に当たり、一言、ご挨拶申
し上げます。

JITCO 交流大会は、外
国人技能実習制度に関わる
皆さまが制度に関する情報
を共有し、お互いの交流を
深めることにより、制度の一
層の推進を図ることを目的と
して、2005年より毎年開催
しています。

2017年11月に施行された技能実習法に基づく新たな
技能実習制度では、監理団体の許可制、技能実習計
画の認定制などが新たに導入され、技能実習制度の適
正な実施と技能実習生の保護を目的に、管理監督を行う
機関として「外国人技能実習機構」が設立されました。本
日は、その「外国人技能実習機構」より奥村総務部長を
お招きし、技能実習法施行後の状況等についてご講演
いただきます。

また、技能実習生の在留者数も28万人を超え、多文
化共生や日本語によるコミュニケーションの重要性がます
ます高まっています。そこで、第２部では、「日本語は楽
しい！ 」をテーマに、落語家の立川談四楼師匠による講

演と落語をお楽しみいただきます。
第３部では、日本語作文コンクールの表彰式を行い、

最優秀賞の４名の技能実習生に受賞作品の朗読を行っ
ていただきます。この日本語作文コンクールは、1993年
の技能実習制度の創設と同時に開始し、技能実習生の
ためのコンクールの先駆けとして、制度とともに歩んで参り
ました。いまでは、技能実習生や関係者の皆さまに親し
まれるコンクールとして定着し、26回目となる今回は、2,151
編のご応募をいただきました。日本語作文コンクールにご
応募いただきました技能実習生の皆さま、技能実習生を
支援されている監理団体や実習実施者の皆さまに、重ね
て厚く御礼申し上げます。

JITCO の事業活動の詳細につきましては、このあと専
務理事よりご報告いたしますが、これからもJITCO は技
能実習制度の総合支援機関として、こうした交流大会や
日本語作文コンクールといった取組みはもとより、外国人
技能実習機構とも連携しつつ、制度関係者の皆さまとと
もに、技能実習制度の維持・拡大に貢献してまいります。

最後になりますが、この JITCO 交流大会がご出席の
皆さまにとりまして、技能実習制度に関する情報を共有す
る有意義な機会となり、技能実習生、監理団体、実習実
施者をはじめとする制度関係者が互いに手を携え、共に
前進していく一助となりましたら幸いでございます。

《 第一部 》
・開会挨拶／（公財）国際研修協力機構 理事長　鈴木 和宏
・報告 JITCOの2017年度事業報告及び支援サービス／（公財）国際研修協力機構 専務理事　新島 良夫
・挨拶／法務省入国管理局入国在留課 課長　丸山 秀治 氏
・挨拶／厚生労働省人材開発統括官付 参事官（海外人材育成担当）　平嶋 壮州 氏
・講演／外国人技能実習機構 総務部長　奥村 英輝 氏

（公財）国際研修協力機構
理事長

鈴木 和宏

開会挨拶

❶ 2017年度の
　技能実習の状況

はじめに、法務省の統計
に基づき、日本に入国・在
留する技能実習生数を確認
いたします。2017年の技能
実習生の新規入国者数は、
前年度より約２割増加し、
12万7,688人でした。

また、技能実習生の在留
者数は2017年末で対前年比20％増加し、27万4,233人
でした。国籍別でみると、ベトナム45％、中国28.8％、フィ
リピンが9.7％となっており、インドネシア、タイを加えた５ヶ
国で約９割を占めています。

さらに、技能実習２号移行者数の統計から、職種分野
別の2017年度の特徴を申し上げますと、特に顕著な傾向
として、食品製造での受入れが昨年に続き高い伸びを示
しています。これは惣菜の職種追加によるものと考えられ
ます。

2017年度事業報告及び支援サービス

（公財）国際研修協力機構
専務理事

新島 良夫

職種別「技能実習２号」移行者数
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T O P I C S 2

2018年
JITCO交流大会
のご報告

2018年10月5日、経団連会館（東京都）において「2018年
JITCO交流大会」が開催されました。本稿では、当日の講
演、発表の様子をご紹介します。
※ 誌面の都合上、講演の一部を抜粋して掲載しています。

演と落語をお楽しみいただきます。
第３部では、日本語作文コンクールの表彰式を行い、

最優秀賞の４名の技能実習生に受賞作品の朗読を行っ
ていただきます。この日本語作文コンクールは、1993年
の技能実習制度の創設と同時に開始し、技能実習生の
ためのコンクールの先駆けとして、制度とともに歩んで参り
ました。いまでは、技能実習生や関係者の皆さまに親し
まれるコンクールとして定着し、26回目となる今回は、2,151
編のご応募をいただきました。日本語作文コンクールにご
応募いただきました技能実習生の皆さま、技能実習生を
支援されている監理団体や実習実施者の皆さまに、重ね
て厚く御礼申し上げます。

JITCO の事業活動の詳細につきましては、このあと専
務理事よりご報告いたしますが、これからもJITCO は技
能実習制度の総合支援機関として、こうした交流大会や
日本語作文コンクールといった取組みはもとより、外国人
技能実習機構とも連携しつつ、制度関係者の皆さまとと
もに、技能実習制度の維持・拡大に貢献してまいります。

最後になりますが、この JITCO 交流大会がご出席の
皆さまにとりまして、技能実習制度に関する情報を共有す
る有意義な機会となり、技能実習生、監理団体、実習実
施者をはじめとする制度関係者が互いに手を携え、共に
前進していく一助となりましたら幸いでございます。

《 第一部 》
・開会挨拶／（公財）国際研修協力機構 理事長　鈴木 和宏
・報告 JITCOの2017年度事業報告及び支援サービス／（公財）国際研修協力機構 専務理事　新島 良夫
・挨拶／法務省入国管理局入国在留課 課長　丸山 秀治 氏
・挨拶／厚生労働省人材開発統括官付 参事官（海外人材育成担当）　平嶋 壮州 氏
・講演／外国人技能実習機構 総務部長　奥村 英輝 氏

開会挨拶

❶ 2017年度の
　技能実習の状況

はじめに、法務省の統計
に基づき、日本に入国・在
留する技能実習生数を確認
いたします。2017年の技能
実習生の新規入国者数は、
前年度より約２割増加し、
12万7,688人でした。

また、技能実習生の在留
者数は2017年末で対前年比20％増加し、27万4,233人
でした。国籍別でみると、ベトナム45％、中国28.8％、フィ
リピンが9.7％となっており、インドネシア、タイを加えた５ヶ
国で約９割を占めています。

さらに、技能実習２号移行者数の統計から、職種分野
別の2017年度の特徴を申し上げますと、特に顕著な傾向
として、食品製造での受入れが昨年に続き高い伸びを示
しています。これは惣菜の職種追加によるものと考えられ
ます。

❷  「総合支援機関」および「養成講習機関」
　としてのJITCO

新たな技能実習制度のもと、JITCO は総合支援機関
として「受入れ支援」「手続き支援」「送出し支援」「人材
育成支援」「実習生保護支援」の５つの支援を行ってい
ます。

また、JITCO は養成講習機関として養成講習を行って
います。2018年度（４～８月）の実施実績は次の通りです。

2017年度事業報告及び支援サービス

（公財）国際研修協力機構
専務理事

新島 良夫
JITCOの養成講習 2018年度 （4～8月） 実施実績

■ 監理責任者等講習

実施回数 出席者数

北海道・東北エリア 7 178

中部・北陸エリア 5 176

近畿エリア 3 160

中国エリア 3 128

四国エリア 3 134

九州エリア 2 55

計 23 831

■ 技能実習責任者講習等 （3講習）

技能実習責任者講習 実施回数 出席者数

関東エリア 1 88

中部・北陸エリア 6 777

近畿エリア 7 624

中国エリア 1 113

計 15 1,602

技能実習指導員講習 実施回数 出席者数

関東エリア 1 38

中部・北陸エリア 6 421

近畿エリア 7 444

中国エリア 1 96

計 15 999

生活指導員講習 実施回数 出席者数

関東エリア 1 36

中部・北陸エリア 5 388

近畿エリア 7 378

中国エリア 1 95

計 14 897

職種別「技能実習２号」移行者数

（※法務省データに基づき作成　※「その他」の職種については省略）
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法令による受講義務があるのは「監理責任者」「指定外
部役員又は外部監査人」「技能実習責任者」で、受講を
推奨されているのが「監理責任者以外の監査を担当する
職員」「技能実習指導員」「生活指導員」です。

なお技能実習法施行後の経過措置として、養成講習を
受講しなくとも「監理責任者」、「指定外部役員」、「外部
監査人」、「技能実習責任者」となることが可能とされてい
ますが、この経過措置は2020年3月31日 をもって終了し
ます。「監理責任者」「指定外部役員又は外部監査人」
「技能実習責任者」は、同日までにお早めに受講ください。

JITCO の養成講習の予定につきましては、ホームペー
ジでご案内しております。

❸ 各支援事業の2017年度実施状況
（講演より一部抜粋）

次に各支援事業の取組みについてご報告します。

［ 受入れ支援事業 ］
JITCO は、これから新たに技能実習生を受け入れる

場合の相談や、すでに技能実習生を受け入れている監
理団体等からの総合的な相談を受け付けています。2017
年度に JITCO 本部（実習支援部相談課）で受け付けた
相談件数は7,000件以上にのぼります。

また受入れに関連する各種説明会やセミナー、講師派
遣等も下表の通り実施いたしました。

この他に送出し国や関係者のニーズに的確に対応する
ため、国の技能検定職種以外の職種に関して、国による

「公的評価システム認定」を希望する機関へ助言等の支
援も下表の通り行いました。

［ 手続き支援事業 ］
JITCO は、技能実習生の円滑な入国・在留手続が行

われるように、監理団体等が地方入管局に提出する各種
申請書類の点検・取次を実施しています。JITCO では
2017年度は技能実習生延べ15万5,767人分の申請書類
の点検・取次を実施しました。

また、監理団体等からの依頼に基づき、外国人技能実
習機構への技能実習計画認定申請書類の点検・提出を実
施しています。2017年度は約２万６千件を取扱いました。

JITCO本部（実習支援部相談課）で受け付けた相談件数
（単位：件）

2015年度 2016年度 2017年度

相談件数 6,040 5,182 7,243

※上記の他に、JITCO本部各部や地方駐在事務所で多数相談を受け付けています。

名称 内容
開催回数
参加者数

（2017年度計）

技能実習制度
説明会

新たな技能実習制度全般に
関する説明

12回
534名

新制度技能実習生
受入れセミナー

新制度での適正な技能実習生
受入れに関する説明

12回
3,085名

講師派遣 適正な技能実習生の受入れに
関する説明 174件

■ 2017年度

件数 人数

１号イ 127 769

2号イ 93 538

3号イ 2 3

１号ロ 3,326 9,966

2号ロ 5,208 14,518

3号ロ 142 272

計 8,898 26,066

（単位：人）

2017年 合計 155,767人

入国

48,935

1号
期間更新

7,629

資格変更

50,900

2号
期間更新

47,693

在留
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職種・作業の追加状況

2015年度

　耕種農業職種・果樹作業
　牛豚食肉処理加工業職種・牛豚部分肉製造作業
　惣菜製造業職種・惣菜加工作業
　座席シート縫製職種・自動車シート縫製作業

2016年度 　自動車整備職種・自動車整備作業
　ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業

2017年度

　建築板金職種・内外装板金作業
　築炉職種・築炉作業
　機械加工職種・数値制御旋盤作業
　機械加工職種・マシニングセンタ作業
　介護職種・介護作業
　空港グランドハンドリング・航空機地上支援作業

※技能検定職種を含む

［ 送出し支援事業 ］
現在15ヶ国の送出し国政府と討議議事録（Ｒ/Ｄ）を締

結しておりますが、新制度移行に伴い、改訂を進めており
ます。

また認定送出機関以外からの受入れは停止日が決定さ
れておりますのでご注意いただきたいと思います。

送出し国政府 と JITCOとのR/D（討議議事録）締結状況

(2018年9月末時点)

国　名
（五十音順） 機   関   名（略称） R/D 調印日

インド 全国技能開発公社（NSDC） 2018.2.22

インドネシア 労働省（MOM）訓練・生産性開発総局 2010.3.8

ウズベキスタン 労働・人口社会保障省（MLSP） 2012.5.28

カンボジア 労働・職業訓練省（MLVT） 2017.12.25

スリランカ 海外雇用省（MFE）　海外雇用庁（SLBFE） 2018.5.31

タ　イ 労働省 雇用局（DOE） 2010.3.16

中　国
国家外国専家局（専家局） 2010.4.26

中日研修生協力機構（中日） 2010.3.31

ネパール 労働・雇用省（MOLE） 2010.2.2

バングラデシュ 海外居住者福利厚生・海外雇用省（MOEWOE） 2018.3.27

フィリピン 労働・雇用省海外雇用庁（POEA）/
海外労働福祉庁（OWWA） 2011.6.2

ベトナム 労働・傷病兵・社会省 海外労働局（DOLAB） 2017.9.27

ペルー 労働・雇用促進省（MTPE） 2010.4.21

ミャンマー 労働・入国管理・人口省 労働局（DOL） 2013.5.20

モンゴル 労働・社会保障省（MLSP）雇用政策推進調整局 2010.7.1

ラオス 労働社会福祉省（MLSW） 2018.5.11

※■は新Ｒ/Ｄ締結国

二国間取決めの締結状況と認定送出機関

(2018年8月末時点、締結日順)

締結日 認定送出
機関数

認定送出機関
以外からの受入停止

ベトナム 2017年6月6日 268  2018年9月1日から

カンボジア 2017年7月11日 60  2018年6月1日から

インド 2017年10月17日 23  2018年5月1日から

フィリピン 2017年11月21日 166  2018年9月1日から

ラオス 2017年12月9日 14  2018年8月1日から

モンゴル 2017年12月21日 37  2018年12月1日から

バングラデシュ 2018年1月29日 2  2018年9月1日から

スリランカ 2018年2月1日 29  2018年12月15日から

ミャンマー 2018年4月19日 96  2018年11月1日から

※外国人技能実習機構公表データに基づきJITCO作成
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T O P I C S 2

「公的評価システム認定」を希望する機関へ助言等の支
援も下表の通り行いました。

［ 手続き支援事業 ］
JITCO は、技能実習生の円滑な入国・在留手続が行

われるように、監理団体等が地方入管局に提出する各種
申請書類の点検・取次を実施しています。JITCO では
2017年度は技能実習生延べ15万5,767人分の申請書類
の点検・取次を実施しました。

また、監理団体等からの依頼に基づき、外国人技能実
習機構への技能実習計画認定申請書類の点検・提出を実
施しています。2017年度は約２万６千件を取扱いました。

■ 2017年度

件数 人数

１号イ 127 769

2号イ 93 538

3号イ 2 3

１号ロ 3,326 9,966

2号ロ 5,208 14,518

3号ロ 142 272

計 8,898 26,066

職種・作業の追加状況

2015年度

　耕種農業職種・果樹作業
　牛豚食肉処理加工業職種・牛豚部分肉製造作業
　惣菜製造業職種・惣菜加工作業
　座席シート縫製職種・自動車シート縫製作業

2016年度 　自動車整備職種・自動車整備作業
　ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業

2017年度

　建築板金職種・内外装板金作業
　築炉職種・築炉作業
　機械加工職種・数値制御旋盤作業
　機械加工職種・マシニングセンタ作業
　介護職種・介護作業
　空港グランドハンドリング・航空機地上支援作業

※技能検定職種を含む

［ 送出し支援事業 ］
現在15ヶ国の送出し国政府と討議議事録（Ｒ/Ｄ）を締

結しておりますが、新制度移行に伴い、改訂を進めており
ます。

また認定送出機関以外からの受入れは停止日が決定さ
れておりますのでご注意いただきたいと思います。

［ 人材育成支援事業 ］
　JITCOでは日本語指導セミナー、技能実習指導員セミ
ナー、安全衛生セミナーなど、人材育成支援関連セミナー
を数多く開催しています。

また日本語教育の分野では、教材センターから300種
類以上の多言語教材を制作、販売しているほか、日本語
指導の情報等を掲載した「JITCO日本語教材ひろば」を
運用しており、2017年度のアクセス数は約６万件となって
います。

［ 実習生保護支援事業 ］
JITCO では技能実習生に対し、日本語の他、中国語、

インドネシア語、ベトナム語、フィリピン語の４ヶ国語で母国
語相談を行っており、昨年度の相談件数は1,053件でし
た。その内容は賃金不払や長時間労働等のトラブル相談
が多くなっています。

［ 賛助会員向け「新JITCOサポート」 ］
2017年８月より、新制度に対応した JITCO 総合支援

システム「新 JITCO サポート」をリリースしました。「新
JITCO サポート」とは、技能実習制度に関わる各種申請
書類の作成や、技能実習生の入国・在留管理など、技
能実習生の入国前から帰国後のフォローまで実習監理業
務全般をサポートする業務管理システムです。賛助会員

（登録企業を含む）は使用料が無料で、現在600超の賛
助会員の皆さまにご利用いただいています。JITCO 各
地方駐在事務所では JITCO サポートの使い方をお伝え
する各種セミナーを開催中です。また、フリーダイヤルに
よる「JITCO サポートヘルプデスク」を設置しておりますの
でご活用ください。

■ JITCO サポートヘルプデスク
　【電話番号】 ０１２０－６６０－７９８
　　　　　　（携帯電話からもご利用可能です）　
　【ご利用時間】受付時間：平日9時～17時

送出し国政府 と JITCOとのR/D（討議議事録）締結状況

(2018年9月末時点)

国　名
（五十音順） 機   関   名（略称） R/D 調印日

インド 全国技能開発公社（NSDC） 2018.2.22

インドネシア 労働省（MOM）訓練・生産性開発総局 2010.3.8

ウズベキスタン 労働・人口社会保障省（MLSP） 2012.5.28

カンボジア 労働・職業訓練省（MLVT） 2017.12.25

スリランカ 海外雇用省（MFE）　海外雇用庁（SLBFE） 2018.5.31

タ　イ 労働省 雇用局（DOE） 2010.3.16

中　国
国家外国専家局（専家局） 2010.4.26

中日研修生協力機構（中日） 2010.3.31

ネパール 労働・雇用省（MOLE） 2010.2.2

バングラデシュ 海外居住者福利厚生・海外雇用省（MOEWOE） 2018.3.27

フィリピン 労働・雇用省海外雇用庁（POEA）/
海外労働福祉庁（OWWA） 2011.6.2

ベトナム 労働・傷病兵・社会省 海外労働局（DOLAB） 2017.9.27

ペルー 労働・雇用促進省（MTPE） 2010.4.21

ミャンマー 労働・入国管理・人口省 労働局（DOL） 2013.5.20

モンゴル 労働・社会保障省（MLSP）雇用政策推進調整局 2010.7.1

ラオス 労働社会福祉省（MLSW） 2018.5.11

※■は新Ｒ/Ｄ締結国

二国間取決めの締結状況と認定送出機関

(2018年8月末時点、締結日順)

締結日 認定送出
機関数

認定送出機関
以外からの受入停止

ベトナム 2017年6月6日 268  2018年9月1日から

カンボジア 2017年7月11日 60  2018年6月1日から

インド 2017年10月17日 23  2018年5月1日から

フィリピン 2017年11月21日 166  2018年9月1日から

ラオス 2017年12月9日 14  2018年8月1日から

モンゴル 2017年12月21日 37  2018年12月1日から

バングラデシュ 2018年1月29日 2  2018年9月1日から

スリランカ 2018年2月1日 29  2018年12月15日から

ミャンマー 2018年4月19日 96  2018年11月1日から

※外国人技能実習機構公表データに基づきJITCO作成
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私からは外国人材の受
入れの近況と、技能実習
制度の適正化の取組みに
ついてご説明させていただ
きます。

2018年６月に骨太の方針
の中で新たな外国人材の受
入れについて明記されまし
た。この受入れにあたって
は入管法を改正して新たな
在留資格を制定する必要が

ございます。現在（2018年10月５日）は法案の作成が行
われており、次回の国会で審議されることとなるかと思わ
れます。引き続き、技能実習制度についても併存してまい
りますので、趣旨・目的にかなった適正な運用についての
努力が必要となります。入国管理局に関しては、技能実
習生の失踪防止が大きな課題となります。昨年は７千人
を超す失踪があり、過去最高となりました。私どもが失踪
の原因として把握している中では、技能実習生がより高
い賃金を求めていることが原因の一つにあります。これを
減らすためには、受入れ、送出し、行政機関の各所に
おいての努力が必要と考えております。送出機関におい
ては送出しにかかる手数料の適正化が求められます。入
管当局としてはブローカーの取締りに努めております。

また、2018 年より、失踪が発生した場合は実習実施
者を訪問し、失踪の状況を確認した上で在留資格を取り

消すこと等も強化しています。また従前では技能実習生
が失踪後に難民認定申請をするケースが多くありますが、
2018 年１月より、よほどの事情が無い限り就労を制限する
という取扱いが始まっております。入管当局としましては
失踪防止の施策に努めてまいります。

外国人技能実習制度は
日本の技能を開発途上国に
移転し、これらの国の人作り
に協力するための制度で
す。本年6月末においては
約28万人が技能実習を受
けております。2017年11月
の技能実習法の施行により、
技能実習計画の認定制、
監理団体の許可制の導入、
外国人技能実習機構による
実地検査、地域の関係機関が相互で連携を図るための
地域協議会の設置、優良な実習実施者や監理団体にお
ける第３号の技能実習の実施等が新たに定められました。
技能実習法の施行から１年が経過しようとしておりますが、
厚労省としては関係国、関係機関と連携し、制度の運営
を図ってまいりたいと思っております。なお先日、ブータン
と新たに二国間取決めを結びました。今後も監理団体、
実習実施者の皆さまにおかれましてもご協力を賜りますよ
うお願いいたします。

2017 年 11月に、技能実
習法が施行され、技能実習
制度の基本理念および制度
関係者の責務を明らかにし、

監理団体の許可制や技能実習計画の認定等の適正化を
図るとともに、技能実習生保護のための新たな枠組みが
動き出しました。あわせて、技能実習制度の拡充のため、
優良な監理団体および実習実施者を認定し、実習実施

法務省入国管理局 
入国在留課 課長

丸山 秀治 様

外国人技能実習機構
総務部長

奥村 英輝 様

厚生労働省 
人材開発統括官付参事官

（海外人材育成担当）

平嶋 壮州 様

続いて、法務省 入国管理局入国在留課長の丸山秀治様および、厚生労働省 人材開発統括官
付参事官（海外人材育成担当）の平嶋壮州様よりご挨拶をいただきました。

続いて、外国人技能実習機構 総務部長の奥村英輝様にご講演いただきま
した。 ※ 内容を一部抜粋してお届けいたします。

技能実習法施行後の外国人技能実習制度の実施状況

期間の延長や受入れ人数枠の拡大措置も設けられまし
た。私ども外国人技能実習機構（以下、OTIT）は、技
能実習法に基づき設置され、主務省庁（法務省、厚生労
働省）と連携し、東京都にある本部および13の地方事務
所・支所において業務を行っております｡ 業務の内容とし
ては、監理団体の許可の事前審査、技能実習計画の認
定、実習実施者の届出の受理、実習実施者や監理団体
への実地検査、技能実習生に対する相談・援助等です。
以下に主な業務の状況についてご説明いたします。

❶ 監理団体の許可の事前審査

技能実習法に基づき、団体監理型で技能実習生を受
け入れるためには、主務大臣（法務大臣、厚生労働大臣）
から監理団体の許可を受けることが必要です。OTIT本部

（東京都）では、監理団体についての事前審査等、許可
のための事務手続きを行っております。監理団体の許可
には２つの事業区分がありますので、申請の際には、どの
段階までの監理事業を行うのか確認の上、許可申請を行
うことが必要です。

これまでの監理団体許可申請について、申請件数は
2,421 件、許可件数は 2,299 件にのぼっています（2018
年 8 月31日時点累計）。

❷  技能実習計画の認定

1）技能実習法に基づき、技能実習生を受入れようとす

区分 監理できる技能実習 許可の有効期間

特定監理事業 技能実習１号、技能実習２号 ３年又は５年※

一般監理事業 技能実習１号、技能実習２号､
技能実習３号 ５年又は７年※

※前回許可期間内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合

監理団体許可（2018 年８月３１日時点）

申請件数 許可件数

２,４２１件
（うち介護職種４２９件）

２,２９９件（うち介護職種３６５件）
うち一般監理事業（※１）　   ９２１件（介護職種１６６件）
うち特定監理事業（※２）１，３７８件（介護職種１９９件）

（※１）一般監理事業とは、技能実習１号、技能実習２号及び技能実習３号の監理
が可能となる事業区分であり、許可の有効期限は５年又は７年（前回許可期
間内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合）。

（※２）特定監理事業とは、技能実習１号及び技能実習２号の監理が可能となる事
業区分であり、許可の有効期限は３年又は５年（前回許可期間内に改善命
令や業務停止命令を受けていない場合）。
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消すこと等も強化しています。また従前では技能実習生
が失踪後に難民認定申請をするケースが多くありますが、
2018 年１月より、よほどの事情が無い限り就労を制限する
という取扱いが始まっております。入管当局としましては
失踪防止の施策に努めてまいります。

外国人技能実習制度は
日本の技能を開発途上国に
移転し、これらの国の人作り
に協力するための制度で
す。本年6月末においては
約28万人が技能実習を受
けております。2017年11月
の技能実習法の施行により、
技能実習計画の認定制、
監理団体の許可制の導入、
外国人技能実習機構による
実地検査、地域の関係機関が相互で連携を図るための
地域協議会の設置、優良な実習実施者や監理団体にお
ける第３号の技能実習の実施等が新たに定められました。
技能実習法の施行から１年が経過しようとしておりますが、
厚労省としては関係国、関係機関と連携し、制度の運営
を図ってまいりたいと思っております。なお先日、ブータン
と新たに二国間取決めを結びました。今後も監理団体、
実習実施者の皆さまにおかれましてもご協力を賜りますよ
うお願いいたします。

監理団体の許可制や技能実習計画の認定等の適正化を
図るとともに、技能実習生保護のための新たな枠組みが
動き出しました。あわせて、技能実習制度の拡充のため、
優良な監理団体および実習実施者を認定し、実習実施

厚生労働省 
人材開発統括官付参事官

（海外人材育成担当）

平嶋 壮州 様

技能実習法施行後の外国人技能実習制度の実施状況

期間の延長や受入れ人数枠の拡大措置も設けられまし
た。私ども外国人技能実習機構（以下、OTIT）は、技
能実習法に基づき設置され、主務省庁（法務省、厚生労
働省）と連携し、東京都にある本部および13の地方事務
所・支所において業務を行っております｡業務の内容とし
ては、監理団体の許可の事前審査、技能実習計画の認
定、実習実施者の届出の受理、実習実施者や監理団体
への実地検査、技能実習生に対する相談・援助等です。
以下に主な業務の状況についてご説明いたします。

❶ 監理団体の許可の事前審査

技能実習法に基づき、団体監理型で技能実習生を受
け入れるためには、主務大臣（法務大臣、厚生労働大臣）
から監理団体の許可を受けることが必要です。OTIT本部
（東京都）では、監理団体についての事前審査等、許可
のための事務手続きを行っております。監理団体の許可
には２つの事業区分がありますので、申請の際には、どの
段階までの監理事業を行うのか確認の上、許可申請を行
うことが必要です。

これまでの監理団体許可申請について、申請件数は
2,421 件、許可件数は2,299 件にのぼっています（2018
年 8月31日時点累計）。

❷  技能実習計画の認定

1）技能実習法に基づき、技能実習生を受入れようとす

る方は、技能実習生ごとに｢技能実習計画 ｣を作成し、
その技能実習計画が適当である旨認定を受けることが必
要です。
技能実習の受入れ形態は２種類（企業単独型および
団体監理型）あるほか、その形態ごとの第１号・第２号・
第３号の技能実習の区分に応じて、その都度、申請者（技
能実習を行おうとする方：実習実施者）が計画を作成しま
す。団体監理型の場合、監理団体（あらかじめOTIT
に対して申請の上、監理団体の許可を受ける必要があり
ます）の指導に基づいて計画を作成します。OTITでは、
13の地方事務所・支所において計画の内容や受入れ体
制、適格性等を審査し、認定を行っています。
これまでの技能実習計画認定の申請は、申請件数 28
万 8,497 件、認定件数 25 万 9,237 件にのぼっています
（2018 年 8月24日時点累計）。
なお、OTITから技能実習計画の認定を受けた後に、
別途、地方入国管理局において技能実習生の入国 ･在
留に係る手続きが必要です ｡

2）先に述べた通り、監理団体の事業区分には一般監
理事業と特定監理事業があります。技能実習３号の実習
監理が可能となる一般監理事業の許可を受けるために
は、監理団体としての業務遂行能力が高い水準の監理
団体である必要があります。
同様に、実習実施者が第３号の技能実習生を受け入

れるためには、技能等の修得等をさせる能力が高い水準
の実習実施者である必要があります。

❸ 監理団体や実習実施者への実地検査

OTITでは、技能実習計画の認定や監理団体の許可
の事前審査とともに、技能実習制度の適正な運用のため、
OTIT 職員が監理団体と実習実施者を訪問し、技能実
習の状況について実地検査を行っています。実地に監理
団体や実習実施者の設備、帳簿書類またはその他の物

区分 監理できる技能実習 許可の有効期間

特定監理事業 技能実習１号、技能実習２号 ３年又は５年※

一般監理事業 技能実習１号、技能実習２号､
技能実習３号 ５年又は７年※

※前回許可期間内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合

監理団体許可（2018 年８月３１日時点）

申請件数 許可件数

２,４２１件
（うち介護職種４２９件）

２,２９９件（うち介護職種３６５件）
うち一般監理事業（※１）　   ９２１件（介護職種１６６件）
うち特定監理事業（※２）１，３７８件（介護職種１９９件）

（※１）一般監理事業とは、技能実習１号、技能実習２号及び技能実習３号の監理
が可能となる事業区分であり、許可の有効期限は５年又は７年（前回許可期
間内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合）。

（※２）特定監理事業とは、技能実習１号及び技能実習２号の監理が可能となる事
業区分であり、許可の有効期限は３年又は５年（前回許可期間内に改善命
令や業務停止命令を受けていない場合）。

技能実習計画認定（2018年８月２４日時点）

区分 申請件数 認定件数

企業単独型（※３） ８,470件 7,768件

団体監理型（※４） 280,027件 251,469件

計 288,497件 259,237件

（※３）企業単独型とは、日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企
業の職員を受け入れて技能実習を実施する類型。

（※４）団体監理型とは、非営利の監理団体（事業協同組合、商工会等）が技能実
習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する類型。
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件を検査することとしています。

❹ 技能実習に関する二国間取決めについて

日本と各送出し国は、技能実習制度を適正かつ円滑に
行うために連携を図ることをねらいとして、二国間取決め
を作成しています。取決めの骨子は以下の通りです。 
OTIT では、主務省庁や送出し国と連携し、取組みを行っ
ております。

日本国側

■  技能実習法の基準に基づき、監理団体の許可 ･ 技
　能実習計画の認定を適切に行う｡

■  送出し国側が認定した送出機関および認定を取り消
した送出機関を日本で公表し、送出し国側が認定し
た送出機関からの技能実習生のみを受け入れる｡

■  監理団体および実習実施者に対して、許認可の取
消や改善命令を行った場合は、その結果を送出し
国側に通知する｡

送出し国側

■  協力覚書の認定基準に基づき、送出機関の認定を
　適切に行う｡
・ 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者

を選定すること。
・  帰国した者が技能等を活用できるよう就職先の

あっせんその他の支援を行うこと。
・ 保証金の徴収 , 違約金契約をしないこと。
・ 技能実習生に対する人権侵害をしないこと。

■  送出機関の認定を取り消したときは、日本側に通知  
　する｡

■  日本側から不適切な送出機関についての通知を受
けたときは、調査を行い適切に対処する｡また、そ
の結果を日本側に通知する｡

❺ 技能実習生の支援・保護

［ 母国語相談 ］
OTIT では、技能実習生からの相談を受け付けており

ます。技能実習生であれば誰でもフリーダイヤル・電子メー
ル・手紙によって、８ヶ国語での申告・相談が可能です。
また、OTIT 地方事務所 ･ 支所においても、電話や来所
による相談対応を実施しています。なお、最新の母国語

相談件数である2018 年度の状況については、下表に示
す通り989 件です（2018 年 9 月6日時点）。また主な相
談内容は、次の通りです。

■  労働環境に関すること。
■ 労働基準に関すること。
■ 職種に関すること。
■ 3 号移行等技能実習制度の手続きに関すること。

［ 技能実習生による主務省庁への申告の支援 ］（技能実
習法第49条第１項に基づく）

OTIT では、技能実習生が母国語で、監理団体また
は実習実施者の技能実習法令の違反行為について、主
務大臣に申告することを支援しています。監理団体および
実習実施者は、申告したことを理由に、技能実習生に対
して技能実習の中止等の不利益な取扱いをしてはならな
いとされています。

［ 技能実習生の実習先変更支援 ］（実習継続困難時・３
号移行期）

技能実習生は、技能実習を開始した実習実施者にお
いて実習の継続が困難になった場合かつ技能実習生が
実習の継続を希望する場合には、技能実習先の変更が
できます ｡

この際、監理団体および実習実施者は新たな実習先を
確保する努力を求められていますが（技能実習法第 51
条第１項）、努力を尽くしても確保できない場合、OTIT

母国語相談件数
総数 989件 　電話762件／メール224件／手紙3件

ベトナム語 555件 　電話430件／メール125件   

中国語 167件 　電話132件／メール 34件／手紙1件

インドネシア語 42件 　電話 24件／メール 18件

英語 0件

フィリピン語 109件 　電話 86件／メール 23件 

タイ語 60件 　電話 34件／メール 24件／手紙2件

カンボジア語 29件 　電話 29件

ミャンマー語 23件 　電話 23件

その他 4件 　電話  4件 《 第二部 》

では、新たな受入れ先の関係情報を提供する等の支援を
行っています ｡　

OTIT では、受入れ先の関係情報の受付および提
供を行う｢ 監理団体向け実習先変更支援サイト｣
https://www.support.otit.go.jp/kanri/ を開設してい
ます ｡また第２号技能実習から第３号技能実習に進む段
階となった技能実習生は、第３号技能実習に係る実習
実施者を自ら選択することが可能です ｡ こうした技能実
習生を支援するため、第３号技能実習生の受入れ先の
関係情報を提供する｢ 実習生向け実習先変更支援サイ
ト｣ https://www.support.otit.go.jp/jisshu/を開設
しています。

［ 技能実習生への一時宿泊先の提供 ］
OTIT では、技能実習生が監理団体または実習実施

者から不適正な行為を受けたことに起因し、これらが確保
する宿泊施設に宿泊することができない、または、宿泊す
ることが相当でない場合には、一時宿泊先の提供等の支
援を行っています ｡
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T O P I C S 2

相談件数である2018 年度の状況については、下表に示
す通り989 件です（2018 年 9 月6日時点）。また主な相
談内容は、次の通りです。

■  労働環境に関すること。
■ 労働基準に関すること。
■ 職種に関すること。
■ 3 号移行等技能実習制度の手続きに関すること。

［ 技能実習生による主務省庁への申告の支援 ］（技能実
習法第49条第１項に基づく）

OTIT では、技能実習生が母国語で、監理団体また
は実習実施者の技能実習法令の違反行為について、主
務大臣に申告することを支援しています。監理団体および
実習実施者は、申告したことを理由に、技能実習生に対
して技能実習の中止等の不利益な取扱いをしてはならな
いとされています。

［ 技能実習生の実習先変更支援 ］（実習継続困難時・３
号移行期）

技能実習生は、技能実習を開始した実習実施者にお
いて実習の継続が困難になった場合かつ技能実習生が
実習の継続を希望する場合には、技能実習先の変更が
できます ｡

この際、監理団体および実習実施者は新たな実習先を
確保する努力を求められていますが（技能実習法第 51
条第１項）、努力を尽くしても確保できない場合、OTIT

母国語相談件数
総数 989件 　電話762件／メール224件／手紙3件

ベトナム語 555件 　電話430件／メール125件   

中国語 167件 　電話132件／メール 34件／手紙1件

インドネシア語 42件 　電話 24件／メール 18件

英語 0件

フィリピン語 109件 　電話 86件／メール 23件 

タイ語 60件 　電話 34件／メール 24件／手紙2件

カンボジア語 29件 　電話 29件

ミャンマー語 23件 　電話 23件

その他 4件 　電話  4件 《 第二部 》

第二部では、落語家の立川談四楼師匠をお招きしました。談四楼師匠は、昭和45年に立川談志
師匠に入門。昭和58年に立川流第一期真打となり、ご活躍を続けています。平成２年には作家デ
ビュー。以来、小説を軸に書評等を手掛けていらっしゃいます。交流大会の当日は「日本語は楽しい！」
と題した講演と、古典落語『井戸の茶碗』をご披露いただきました。ご来場の監理団体、実習実施
者の皆さま、日本語作文コンクールの表彰式に参列した技能実習生の皆さまは、楽しんで聴いてお
られる様子でした。

では、新たな受入れ先の関係情報を提供する等の支援を
行っています ｡　

OTIT では、受入れ先の関係情報の受付および提
供を行う｢ 監理団体向け実習先変更支援サイト｣
https://www.support.otit.go.jp/kanri/ を開設してい
ます ｡また第２号技能実習から第３号技能実習に進む段
階となった技能実習生は、第３号技能実習に係る実習
実施者を自ら選択することが可能です ｡ こうした技能実
習生を支援するため、第３号技能実習生の受入れ先の
関係情報を提供する｢ 実習生向け実習先変更支援サイ
ト｣ https://www.support.otit.go.jp/jisshu/を開設
しています。

［ 技能実習生への一時宿泊先の提供 ］
OTIT では、技能実習生が監理団体または実習実施

者から不適正な行為を受けたことに起因し、これらが確保
する宿泊施設に宿泊することができない、または、宿泊す
ることが相当でない場合には、一時宿泊先の提供等の支
援を行っています ｡

［ 技能実習生への技能検定等の受検手続支援 ］
OTIT では、技能実習生が技能実習の各段階におい

て、技能検定または技能評価試験を適切に受検し、次の
段階に円滑に移行できるよう、監理団体（企業単独型の
場合は実習実施者）からの申請に基づき、試験実施機
関との調整による受検日程等の決定や合否結果の迅速な
把握、当該結果の技能実習計画認定審査への円滑な反
映等を行っています。

［ 技能実習生手帳の配布 ］
OTIT では、技能実習生の日本における生活を支援す

ることを目的とした「技能実習生手帳」を約 30 万部、９ヶ
国語（ベトナム語、中国語、インドネシア語、タガログ語、
タイ語、モンゴル語、ミャンマー語、カンボジア語、英語）
で配布しています。技能実習生としての心構えや健康・
安全管理の基本、技能実習に関係する日本の労働法令
等や行政の相談窓口情報等を掲載しています ｡ 技能実
習生への周知と活用の促進にご協力を賜りますようお願い
いたします。
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第三部では、第26回を迎え
た日本語作文コンクールの表
彰式が行われました。2,151
編の作品の中から、厳正な
審査の結果、28名の入賞者
（最優秀賞4名、優秀賞4名、
優良賞20名）を決定いたしま
した。

氏名 グエン ティ キム リン グエン ヴァン カウ ホー ティ トゥ チャン ティ ズオン

作品名 二つ目の家族 三つのわ 私が撒いて育てたこと 努力すれば価値が
生まれます。

国籍 ベトナム ベトナム ベトナム ベトナム

職種 耕種農業 機械加工 養殖業 加熱性水産加工食品
製造業

実習実施者 ホクト株式会社 シバタ精機株式会社 マルナ水産 株式会社西村浅盛商店

監理団体 東西商工協同組合 福岡素形材産業協同組合 デジタル共販事業協同組合 枕崎市水産物振興協同組合

［ 最優秀賞を受賞された４名 ］

皆さま、受賞おめでとう
ございます。最優秀賞の４
名の方々の発表を拝見しま
したが、外国語で自分の
気持ちを綴るだけでなく、
このように大勢の方々の前
で発表なさる姿は、本当に

素晴らしいですね。日本語作文コンクールは今年で26
回目を迎えました。最近の作品の傾向としましては、何

か目立った、強烈な印象を与える出来事というよりは、
日々の生活の中での出来事を、技能実習生のお国な
らではの文化や価値観を通して眺め、気付いたことを
新鮮な感覚で表現した味わい深い作品が増えてきてい
るように思います。今年はベトナムの方からの応募がと
ても多く、たくさん入賞されました。来年も数多くの作
品と出会えること、色々な国の技能実習生がふるって
ご参加くださることを期待しています。

《 第三部 》
第26回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクールの表彰式

公益社団法人国際日本語普及協会　理事長　関口 明子 様講 評

T O P I C S 2
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海 外 情 報

■本件に関するお問合わせ先 
　国際部 TEL: 03-4306-1151

日本政府と送出し国政府による　　　
二国間取決め及び送出し国政府による
認定送出機関の公表について

　2018年11月1日現在、日本政府は10ヶ国（表1）の政府と
二国間取決めを締結し、このうちブータンを除く9ヶ国の政府は
すでに認定送出機関を公表しています。外国人技能実習機構

（OTIT）のホームページをご覧ください。 http://www.
otit.go.jp/soushutsu_kikan_list/
　2018年12月末時点で以下（表１）の全ての国において

「認定送出機関以外からの受入れ停止」の期日を経過してお
り、認定外の送出機関からの受入れは認められなくなります。ま
た、認定外の送出機関から受入れた在留中の技能実習生に
かかる計画認定申請にも影響がありますので、監理団体の皆
さまはご注意ください。
※詳細はOTIT HP 2018/8/13お知らせNO4-9 をご覧ください。

JITCOの取組みついて

■インド大使館主催 インドセミナーの後援
　2018年9月28日、インド大使館は愛知県庁、名古屋商工
会議所及びJITCO後援のもと、名古屋にてインド技能実習
制度セミナーを開催し、インド側参加者も含め合計180人以
上が参加する大変盛況なものとなりました。その後の名刺交
換・ビジネスマッチングの場では、23の認定送出機関の全て
が出席し、インドに興味を持つ監理団体や実習実施者の
方 と々長時間にわたり活発な情報交換が行われました。
　加えて、その前日の27日にはJITCO本部にてインド認定送
出機関の担当者を集めて勉強会を行い、技能実習制度の仕
組みや適切な送出業務への理解を促しました。

■インドネシア国会議員団との協議
　2018年11月7日、ハムザー副議長を始めとするインドネシ
ア国会議員一行がJITCOを来訪され、技能実習制度を中心
とした2国間の人材交流について協議を行いました。ハム
ザー副議長からは、インドネシアの人口2.64億人のうち75％
にあたる1.98億人が生産年齢にある人口ボーナス期を迎え
ており、その豊富な人材を日本にも送り出すべく、日本の受入
れ側が技能実習生や外国人労働者にどのような資質を求め
ているのかを調査することが来日の目的の一つであると述べ
られました。JITCOから
は、新しい技能実習制度
の概要やJITCOの役割
に加え、インドネシアから
の技能実習生の受入れ
状況等について説明しま
した。

■中国中日研修生協力機構との協議等の実施
　2018年11月7日、中国中日研修生協力機構の会員送
出機関総会に出席し講演を行い、出席した会員送出機関
に向けて、技能実習制度改正後の運用状況等について報
告するとともに、新たな制度の枠組みの下でJITCOが取り
組んでいるサービスや実績等も紹介しました。その後行われ
た同機構との協議では、今後も技能実習生にとって日本で
の経験が有意義なものとなるよう必要な支援を行うべく、こ
れまで以上に具体的な協力事業に取り組んでいくことで合
意しました。

■カンボジアジョイントセミナーの開催
　2018年11月13日、東京にてカンボジアジョイントセミナー
を開催し、両国合計121名の皆さまにご参加いただきまし
た。午前の部ではカンボジア労働・職業訓練省サクダ労働
総局長、在京カンボジア大使館ラチャナ特命全権大使など
からカンボジアの技能実習制度への期待感や失踪対策に
ついて講演が行われ、午後のビジネスマッチングでは参加し
た27の送出機関から具
体的な送出情報を得るべ
く、監理団体の皆さまが
ブースをまわり熱心な情
報交換が行われました。

表1 二国間取決めで示されたスケジュール（2018年11月1日現在）

国名 二国間取決め
締結日

送出し政府に
よる認定送出
機関の選定

認定送出機関以外
からの受入れ停止

ベトナム 2017年6月6日 公表済み 2018年9月1日から

カンボジア 2017年7月11日 公表済み 2018年6月1日から

インド 2017年10月17日 公表済み 2018年5月1日から

フィリピン 2017年11月21日 公表済み 2018年9月1日から

ラオス 2017年12月9日 公表済み 2018年8月1日から

モンゴル 2017年12月21日 公表済み 2018年12月1日から

バングラデシュ 2018年1月29日 公表済み 2018年9月1日から

スリランカ 2018年2月1日 公表済み 2018年12月15日から

ミャンマー 2018年4月19日 公表済み 2018年11月1日から

ブータン 2018年10月3日 一 一

右端：ハムザー副議長

ビジネスマッチングの様子
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〈相談の経緯〉
　ある技能実習生が頭痛を訴えて病院で受診した。病院では原
因が見つからなかった。その後も頭痛の症状が続き、技能実習に
差し障りが出てきた。実習実施者の担当者が、「技能実習生のメン
タルに問題があるのではないか」と考え、監理団体に相談した。

〈状況の把握〉
　監理団体からJITCO本部に相談があり、訪問相談に応じること
になった。技能実習生と面談し、話をよく聞いてみると、父親が病気
になって悩んでいるということだった。家族の問題なので誰にも相談
できず、父親の健康や家族の経済状況を心配していつも考えてし
まい、よく眠れなくなっていた。その時期を確認すると、頭痛を訴えた
時期と重なった。

〈対応〉
　JITCOは、監理団体、実習実施者の担当者全員と話し合いの
場を持ち、技能実習生の家族の悩みを理解してもらい、今後も気を
配り見守っていただくことにした。
　また技能実習生との面談で、以下のようにアドバイスをした。
●�頭痛の原因は家族を心配するストレスかもしれない。だが技能
実習を続けることは、家族の経済を支えることにも繋がるのでは
ないか。
●�頭痛の症状が続く場合や、頭痛以外の症状（眠れない、食欲が
なくなる、疲れやすい等）が表れたら我慢をしないで受入れ先に
すぐに相談すること。

〈効果〉
　その後、監理団体、実習実施者より、技能実習生の頭痛の症状
がなくなり、元気に技能実習を続けているとの報告があった。

JITCOの東日本大震災後のメンタルヘルスケア
巡回から（震災後１ヶ月～３ヶ月／災害に関する相談）

　JITCOは、東日本大震災発生後の2011年4月～6月、被災地に
ある43の実習実施機関に対して巡回訪問を行った。地震と津波、
原発事故に伴う放射能等への不安を和らげ、技能実習の継続を
目的として、技能実習生の心のケアに努めた。

〈状況の把握〉
　震災後に体調を崩したり、精神的不安が長く続いた技能実習
生はすでに帰国したためか、震災の影響を深刻に捉えている技能
実習生は全体的に少なかった。

〈震災後の監理団体、実習実施機関の対応〉
●�電話が繋がらず苦労した。2つ隣の町まで出かけて繋がる公衆
電話を見つけ、技能実習生に親元へ連絡させた。

JITCOへの相談事例から見る 
メンタルヘルスの適切な対応

　　

〈相談の経緯〉
　４人の技能実習生の間で、１人対３人の対立が続いていた。１人
で孤立した技能実習生は、技能実習では１年先輩で日本語能力も
３人より上だったが、年齢が若かった。孤立している技能実習生の
不眠、体の震えの症状、気分が落ち込こむ抑うつ状態が続いてい
た。髪の毛をつかんでの喧嘩等のトラブルも起き、実習実施者の担
当者は困っていた。監理団体からJITCO本部へ巡回訪問の依頼
があり、面談となった。

〈状況の把握〉
　４人全員と個別の面談を行った。その中で、後輩３人から、「日本
人従業員から冷たく見られていて辛い」という話が出た。実習実施
者の担当者は、１人孤立した技能実習生が３人からいじめられて
いると認識しており、その技能実習生を優遇していたため、他の３
人は不平等感を抱いていた。

〈対応〉
　JITCOは、実習実施者に「どちらかの味方になるという方法はと
らないこと。トラブルを起こすことが問題で、４人全員に責任があるこ
と」を示し、４人にその点を考えさせるように提案した。また相談担当
の中国人従業員を決めて、４人を見守っていくことになった。
　なお抑うつ状態の技能実習生は、今回のトラブルだけでなく、母
国の家族に関する悩みを抱えていたことが面談でわかった。抑う
つ状態が続くようであれば専門医を受診することを勧めた。

〈効果〉
　日本人従業員も含めた会社全体で、人間関係のトラブルを起こ
さないように努めるという共通認識が生まれ、技能実習生全員が
納得することができた。

〈相談の経緯〉
　建設現場での技能実習になるので、実習実施者や監理団体の
目が届きにくいことから、監理団体からメンタルヘルス予防のための
訪問依頼を受けた。

〈状況の把握〉
　メンタルヘルス・アドバイザーが技能実習生全員と面談し、「こころ
と体の自己診断表」（ストレスチェック表）を配布して該当する項目に
チェックをつけてもらった。
　１人の技能実習生が暗い表情をしており、「孤独な感じがして気
持ちが落ち込む」「食欲がない」「なかなか眠れない」などの項目に
チェックを付けたため、詳しく聞き取りを行った。その技能実習生は、
特定の日本人従業員から自分だけいつも注意を受けており、自分
だけ嫌われていると訴えた。最近はこのことを考えてよく眠れず、こ
れ以上続けば技能実習を続けられない、帰国するしかないと思い
詰めている様子だった。　

〈対応〉
　JITCOは、この状態が続けばメンタル不全になる可能性が大き
いこと、様 な々トラブルに繋がる恐れがあることを監理団体、実習実
施者に説明をした。その結果、以下の対応することになった。

●�技能実習生を別の現場に移す。問題があると見られる日本人従
業員には、技能実習生への対処について指導を行う。
●�現場での出来事は実習実施者や監理団体では把握しにくいの
で、技能実習生が定期的に相談できる窓口を作る。
●�コミュニケーションの場を設け、運動を推奨してストレス軽減を図
る。ベトナムはサッカーが盛んな国で、通訳が技能実習生をまとめ
てサッカーをしていたので、通訳から技能実習生をサッカーに
誘ってもらった。

〈効果〉
●�他の現場に移ることができ、この技能実習生は実習を続けること
ができた。
●�メンタルヘルス・アドバイザーが監理団体に訪問して相談に応じ
たところ、メンタルヘルスケア・予防の有効性を実感していただき、
今後も定期的に訪問することになった。

JITCOでは本部および各地方駐在事務所にメンタル
ヘルス・アドバイザーを配置し、実習実施者から相
談・要望を受けて訪問し、技能実習生に対するメンタ
ルヘルスケアの支援を行っています。本稿において、
これまでJITCOのメンタルヘルス・アドバイザーが対
応し、改善が見られた事例を紹介しますので、今後の
対応の参考になさってください。

事例①

事例②

事例③

技能実習生同士のトラブル
中国／女性20代／きのこ栽培

建設現場での実習で目が届きにくい
ベトナム／男性20代／総合工事
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〈相談の経緯〉
　ある技能実習生が頭痛を訴えて病院で受診した。病院では原
因が見つからなかった。その後も頭痛の症状が続き、技能実習に
差し障りが出てきた。実習実施者の担当者が、「技能実習生のメン
タルに問題があるのではないか」と考え、監理団体に相談した。

〈状況の把握〉
　監理団体からJITCO本部に相談があり、訪問相談に応じること
になった。技能実習生と面談し、話をよく聞いてみると、父親が病気
になって悩んでいるということだった。家族の問題なので誰にも相談
できず、父親の健康や家族の経済状況を心配していつも考えてし
まい、よく眠れなくなっていた。その時期を確認すると、頭痛を訴えた
時期と重なった。

〈対応〉
　JITCOは、監理団体、実習実施者の担当者全員と話し合いの
場を持ち、技能実習生の家族の悩みを理解してもらい、今後も気を
配り見守っていただくことにした。
　また技能実習生との面談で、以下のようにアドバイスをした。
●�頭痛の原因は家族を心配するストレスかもしれない。だが技能
実習を続けることは、家族の経済を支えることにも繋がるのでは
ないか。
●�頭痛の症状が続く場合や、頭痛以外の症状（眠れない、食欲が
なくなる、疲れやすい等）が表れたら我慢をしないで受入れ先に
すぐに相談すること。

〈効果〉
　その後、監理団体、実習実施者より、技能実習生の頭痛の症状
がなくなり、元気に技能実習を続けているとの報告があった。

JITCOの東日本大震災後のメンタルヘルスケア
巡回から（震災後１ヶ月～３ヶ月／災害に関する相談）

　JITCOは、東日本大震災発生後の2011年4月～6月、被災地に
ある43の実習実施機関に対して巡回訪問を行った。地震と津波、
原発事故に伴う放射能等への不安を和らげ、技能実習の継続を
目的として、技能実習生の心のケアに努めた。

〈状況の把握〉
　震災後に体調を崩したり、精神的不安が長く続いた技能実習
生はすでに帰国したためか、震災の影響を深刻に捉えている技能
実習生は全体的に少なかった。

〈震災後の監理団体、実習実施機関の対応〉
●�電話が繋がらず苦労した。2つ隣の町まで出かけて繋がる公衆
電話を見つけ、技能実習生に親元へ連絡させた。

●�技能実習生に技能実習を継続するか意思確認をし、無理に引
き留めないようにした。
●�送出機関が技能実習生全員を集めて説明会を実施した。
●�送出機関が母国の家族を集めて説明会を実施した（ニュースを
配布した所もあった）。
●�監理団体が技能実習生の母国を訪ね、家族に状況を説明して
納得してもらった。
●�監理団体が、震災発生直後に通訳を連れて実習実施機関を
訪問し、安否確認を行った。また安心できるように状況を直接説
明した。
●�技能実習生の母国の家族に、震災後も元気に実習している姿
や、安全な環境で暮らしている姿をビデオや写真、インターネット
で知らせた。

〈対応〉
　JITCOは、放射能の影響を心配していた技能実習生には「首
相官邸災害対策ホームページ」に掲載されている測定数値や
記事を参考に示しながら、不安を軽減できるようにアドバイスをし
た。また技能実習生一人ひとりの話を傾聴してメンタルヘルスケア
を行った。

〈まとめ〉
　送出機関や通訳の協力を得られた実習実施機関では、比較
的多くの技能実習生が安心し、技能実習を継続することができ
ていた。
　監理団体、実習実施者、JITCOにおいて、災害時のメンタルヘ
ルスケアに大事なことは、混乱と不安を防ぐために、技能実習生か
ら信頼のある人が情報を正しく伝えることであると認識できた。今後
の災害時の対応策の参考となった。

〈相談の経緯〉
　建設現場での技能実習になるので、実習実施者や監理団体の
目が届きにくいことから、監理団体からメンタルヘルス予防のための
訪問依頼を受けた。

〈状況の把握〉
　メンタルヘルス・アドバイザーが技能実習生全員と面談し、「こころ
と体の自己診断表」（ストレスチェック表）を配布して該当する項目に
チェックをつけてもらった。
　１人の技能実習生が暗い表情をしており、「孤独な感じがして気
持ちが落ち込む」「食欲がない」「なかなか眠れない」などの項目に
チェックを付けたため、詳しく聞き取りを行った。その技能実習生は、
特定の日本人従業員から自分だけいつも注意を受けており、自分
だけ嫌われていると訴えた。最近はこのことを考えてよく眠れず、こ
れ以上続けば技能実習を続けられない、帰国するしかないと思い
詰めている様子だった。　

〈対応〉
　JITCOは、この状態が続けばメンタル不全になる可能性が大き
いこと、様 な々トラブルに繋がる恐れがあることを監理団体、実習実
施者に説明をした。その結果、以下の対応することになった。

●�技能実習生を別の現場に移す。問題があると見られる日本人従
業員には、技能実習生への対処について指導を行う。
●�現場での出来事は実習実施者や監理団体では把握しにくいの
で、技能実習生が定期的に相談できる窓口を作る。
●�コミュニケーションの場を設け、運動を推奨してストレス軽減を図
る。ベトナムはサッカーが盛んな国で、通訳が技能実習生をまとめ
てサッカーをしていたので、通訳から技能実習生をサッカーに
誘ってもらった。

〈効果〉
●�他の現場に移ることができ、この技能実習生は実習を続けること
ができた。
●�メンタルヘルス・アドバイザーが監理団体に訪問して相談に応じ
たところ、メンタルヘルスケア・予防の有効性を実感していただき、
今後も定期的に訪問することになった。

　心身の健康を保つためには、「ストレス要因に気づき、対処する
ことの必要性」を認識することが大切です。しかし、技能実習生は、
自分の力だけでは対処できないストレス要因に気づかずにいるこ
とがあります。
　監理団体、実習実施者の皆さまには、積極的にJITCOのメンタ
ルヘルス訪問支援等を活用していただき、問題の早期発見・早期
治療、予防に役立てていただければ幸いです。

実習実施者の皆さまを対象とした
JITCOの訪問支援サービス

　JITCO職員が実習実施者の皆さまを直接訪問し、技能実習法・
労働基準法・労働安全衛生法に関して留意すべき点についてアド
バイスをさせていただきます。
　また技能実習生のメンタルヘルスについての具体的なご相談も
受付けており、状況を確認させていただきながらアドバイスを行っ
ております。  

事例③

建設現場での実習で目が届きにくい
ベトナム／男性20代／総合工事

症状が出ているが
身体に原因が見つからない
ベトナム／男性20代／金属プレス加工

訪問支援サービスのご利用

本稿についてのお問合わせ先

最寄りの地方駐在事務所までお問合せください。

実習支援部業務課　TEL：03-4306-1173
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監理団体や実習実施者から寄せられる日本語指導に関するご相談に対するアドバイスを
ご紹介しています。今回は、技能実習生の日本語を書く力について考えます。

日本語指導お困りですか？

当組合では、毎年 JITCO の日本語作文
コンクールへの参加を呼び掛けていますが、
技能実習生たちは、難しいと言って挑戦して
くれません。これは、彼らに日本語を書く習
慣がついていないからではないかと思うので
すが、どのように指導したらいいでしょうか。

　　    （C協同組合　Tさん）

昨年実施された、第26回 JITCO日本語作文コン
クールでは、2,151編の作品が集まりました。すでに来
年度に向けて準備したいというお考えをいただき、技
能実習生が「書く」ということについて、今回は考えて
みたいと思います。

技能実習生の毎日の生活で、「日本語を書く」力が
求められるのはどのような場合でしょうか。
例えば、職場との連絡に、ＬＩＮＥ等のＳＮＳ（ソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス）やメールを使っていると
すれば、技能実習生も日本語を「書く」必要が生まれま
す（もちろん手書きではありませんが、ここでは「書く」こ
とを「文字による情報の送り出し」と広義にとらえることに
します）。この場合に必要な「書く」力は、短いメッセー
ジを生み出す力です。同時に、デジタルデバイスを使っ
て日本語を入力するスキルも必要です。技能実習生に
とって、ＳＮＳやメールでのコミュニケーションは難しいと
お考えになるかもしれませんが、見方を変えれば、電
話や対面のような、保存や繰り返しのできない手段で
の情報のやりとりよりも、文字として情報が手元に残り、
メッセージの読解に時間をかけることができる上に、翻
訳アプリ等とも上手に連携させることができますから、
実は、外国人にとって便利な手段だといえます。
また、作業日誌等を「書く」職場もあるでしょう。その

場合はその日の作業等について簡潔に表現する力が必
要です。多くの現場では、作業内容が毎日大きく変わる
ことは少ないでしょうから、書くべき内容のサンプルや、
記入しやすいフォーマットを示すことで、最低限必要な
情報を盛り込んだ作業日誌を書くことができるでしょう。
こうしたＳＮＳやメールでの連絡、毎日の作業日誌等
では、同じような表現を繰り返し使うことで、Ｔさんがおっ
しゃるような、「書く習慣」がつくことが期待できます。
一方で、年に一度のイベントであるJITCOの作文

コンクールに応募する作品を仕上げるには、ＳＮＳやメー
ル、作業日誌とは別の「書く」力が必要になります。原
稿用紙３枚という規定の長さに合わせて、内容を考え
て作品として構成する力です。これは日本語の力だけ
でなく、技能実習生の母語の力とも関係がありそうで
す。このほか、応募は原稿用紙に手書きという条件が
例年続いていますから、審査員が読みやすい文字で
原稿用紙に手書きで書く力が必要になります。このよう
に、一言で「書く」と言っても、様 な々側面があります。

作文コンクールに応募する作品には、ある程度の長
さと、まとまった内容が求められます。Tさんご自身が、
例えば英語で、まとまった長さと内容のある「作文」を書
くという状況を想像してみてください。何か書きたい題
材があっても、それを英語でどう表現するか、英語表
現の手持ちの材料が不十分であれば、自分の思いを
英語で表現することは難しいことがおわかりいただける
のではないでしょうか。良い作文を書くには、「書く」と
いう「アウトプット」の前に、十分な「インプット」が必要に
なるのです。つまり、技能実習生が真似して使える範
囲で良いので、日本語の表現の材料が入った引き出し
を持っていることが重要なのです。これは、毎日のＳＮＳ
やメールや、作業日誌のような定型に近い短い日本語
を書く習慣だけでは身につけることが難しいものです。

JITCOの日本語作文コンクールの入賞作品を掲載
した優秀作品集は、毎年、応募者の皆さまや監理団
体等にお送りしています。また、JITCOのホームペー
ジからも過去の優秀作品にアクセスできます。技能実
習生にとって身近な存在である他の技能実習生が、
独自の経験を日本語でどのように表現しているか、作
品を読んでみると、「なるほど、こういう風に書けばい
いのか」と、日本語表現のイメージが「インプット」できる
のと同時に、入賞作品に触
発されて、自分自身で書けそ
うな題材が見つかることも期
待できます。

とはいえ、作品集掲載の優秀作品は、漢字仮名混
じりで漢字に振り仮名もありませんから、特に非漢字圏
出身の技能実習生にとっては、自力で読むのは難しい
でしょう。その場合は、周囲の人が、漢字に振り仮名
を付けたり、辞書で引くときの形を示したりしてあげてく
ださい。できれば、１作品でよいので、時間をかけて、
技能実習生と一緒に読んでみることをおすすめします。
また昨今は、翻訳アプリや翻訳サイト等を利用すれ
ば、単語だけでなく、文単位の翻訳が可能になりました。
もちろん、なめらかに翻訳されない場合もありますが、
大意を把握することは可能です。読む作品を選ぶ時
は、例えば作品の題名を手掛かりにしたらどうでしょう
か。応募の際は題名の工夫も重要なので、大いに参
考になることでしょう。
また、技能実習生が書いた応募作品に対して、周
囲の人が応募前に目を通して、分かりにくいところ、もっ
と詳しく書くとよいところなどをアドバイスすることもできま
す。技能実習生とのそのような「協働」作業を通して、
作文を書くだけにとどまらない、相互理解の場が生ま
れることが期待できるのも、作文コンクールのよい利用
の仕方だと言えます。

以上、技能実習生の日本語を「書く」力と、JITCO
日本語作文コンクール応募に向けた取り組みについて

？

日本語を「書く」といっても、　　　
必要となる力はいろいろです。

アドバイス 1

良いアウトプットのためには、　　
十分なインプットが必要です。

アドバイス 2

アドバイス

Q
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今後の日本語指導担当者向け講座のご案内

　内容、会場等の詳細はJITCOホームページをご覧ください。
どれも日本語指導経験のない方もご参加可能です。具体的な日本
語指導のイメージをつかんでいただけます。
　JITCOホームページからオンライン申込をお願いします。（オン
ライン申込ができない場合等はお問い合わせください）
　2019年度の日本語指導関連セミナーについては４月以降にご
案内します。

日本語指導担当者実践セミナー  

　講習の日本語指導を中心に「聞く」「話す」力をつける指導につ
いて考える１日のコースです。インターネットサイト「JITCO日本
語教材ひろば」内の教材等もご紹介します。
賛助会員 10,000円　非会員 13,000円（１名）
1/17（木）大阪、1/18（金）福岡、2/22（金）東京　
▶プログラム　9:30-16:30
１．講習の日本語指導のポイント
２．講習の日本語指導計画
３．インターネットサイト「JITCO日本語教材ひろば」と
　サイト内教材の紹介
４．「聞く」「話す」力をつけるための教室活動
５．授業実習

日本語指導トピック別実践セミナー    

　日本語指導に役立つトピックについてじっくり取り組みます。
どちらか１つのトピックだけでも受講いただけます。
賛助会員 5,000円　非会員 8,000円（1名/1トピック）
2/  1（金）名古屋 9:30-トピックＡ　13:30-トピックＢ
3/15（金）東京 9:30-トピックＢ　13:30-トピックＡ
トピックＡ：はじめての日本語指導
日本語の授業では様々な「小道具」が重要な役割を果たします。実際
に小道具を作ったり、それを使った練習方法を体験したりします。
トピックＢ：日本語指導員のための日本語文法入門
外国人が日本語を学ぶ際の文法は、日本の学校で習った文法とは異
なります。外国人の文法の入口を覗いていただき、指導に活かすこと
を考えます。

日本語指導オンデマンド    

　ご希望日にJITCOの日本語指導専門スタッフがお伺いします。
上記セミナーの日程が合わない場合の他、企業内研修、組合員研
修等にもご利用いただけます。
賛助会員 5,000円　非会員 8,000円（1名/1プログラム）
１プログラム約３時間。講師の交通費を別途ご負担ください。

日本語指導お困りですか？

場合はその日の作業等について簡潔に表現する力が必
要です。多くの現場では、作業内容が毎日大きく変わる
ことは少ないでしょうから、書くべき内容のサンプルや、
記入しやすいフォーマットを示すことで、最低限必要な
情報を盛り込んだ作業日誌を書くことができるでしょう。
こうしたＳＮＳやメールでの連絡、毎日の作業日誌等
では、同じような表現を繰り返し使うことで、Ｔさんがおっ
しゃるような、「書く習慣」がつくことが期待できます。
一方で、年に一度のイベントであるJITCOの作文

コンクールに応募する作品を仕上げるには、ＳＮＳやメー
ル、作業日誌とは別の「書く」力が必要になります。原
稿用紙３枚という規定の長さに合わせて、内容を考え
て作品として構成する力です。これは日本語の力だけ
でなく、技能実習生の母語の力とも関係がありそうで
す。このほか、応募は原稿用紙に手書きという条件が
例年続いていますから、審査員が読みやすい文字で
原稿用紙に手書きで書く力が必要になります。このよう
に、一言で「書く」と言っても、様 な々側面があります。

作文コンクールに応募する作品には、ある程度の長
さと、まとまった内容が求められます。Tさんご自身が、
例えば英語で、まとまった長さと内容のある「作文」を書
くという状況を想像してみてください。何か書きたい題
材があっても、それを英語でどう表現するか、英語表
現の手持ちの材料が不十分であれば、自分の思いを
英語で表現することは難しいことがおわかりいただける
のではないでしょうか。良い作文を書くには、「書く」と
いう「アウトプット」の前に、十分な「インプット」が必要に
なるのです。つまり、技能実習生が真似して使える範
囲で良いので、日本語の表現の材料が入った引き出し
を持っていることが重要なのです。これは、毎日のＳＮＳ
やメールや、作業日誌のような定型に近い短い日本語
を書く習慣だけでは身につけることが難しいものです。

JITCOの日本語作文コンクールの入賞作品を掲載
した優秀作品集は、毎年、応募者の皆さまや監理団
体等にお送りしています。また、JITCOのホームペー
ジからも過去の優秀作品にアクセスできます。技能実
習生にとって身近な存在である他の技能実習生が、
独自の経験を日本語でどのように表現しているか、作
品を読んでみると、「なるほど、こういう風に書けばい
いのか」と、日本語表現のイメージが「インプット」できる
のと同時に、入賞作品に触
発されて、自分自身で書けそ
うな題材が見つかることも期
待できます。

とはいえ、作品集掲載の優秀作品は、漢字仮名混
じりで漢字に振り仮名もありませんから、特に非漢字圏
出身の技能実習生にとっては、自力で読むのは難しい
でしょう。その場合は、周囲の人が、漢字に振り仮名
を付けたり、辞書で引くときの形を示したりしてあげてく
ださい。できれば、１作品でよいので、時間をかけて、
技能実習生と一緒に読んでみることをおすすめします。
また昨今は、翻訳アプリや翻訳サイト等を利用すれ
ば、単語だけでなく、文単位の翻訳が可能になりました。
もちろん、なめらかに翻訳されない場合もありますが、
大意を把握することは可能です。読む作品を選ぶ時
は、例えば作品の題名を手掛かりにしたらどうでしょう
か。応募の際は題名の工夫も重要なので、大いに参
考になることでしょう。
また、技能実習生が書いた応募作品に対して、周
囲の人が応募前に目を通して、分かりにくいところ、もっ
と詳しく書くとよいところなどをアドバイスすることもできま
す。技能実習生とのそのような「協働」作業を通して、
作文を書くだけにとどまらない、相互理解の場が生ま
れることが期待できるのも、作文コンクールのよい利用
の仕方だと言えます。

以上、技能実習生の日本語を「書く」力と、JITCO
日本語作文コンクール応募に向けた取り組みについて

■技能実習生に対する日本語指導全般について、
　ご相談・ご質問を受け付けています。
　講習業務部 日本語教育課  
　メール：hiroba@jitco.or.jp
　TEL：03-4306-1168　FAX：03-4306-1119

？

良いアウトプットのためには、　　
十分なインプットが必要です。

過去の作品集を利用して技能実習
生と「協働」の時間を持ちましょう。

アドバイス 3 考えました。2019年度の募集要項は２月に発表され、
４月から５月にかけて応募作品を受け付ける予定です。
たくさんの応募を楽しみにお待ちしております。

作文コンクール優秀作品集
過去の作品集をご要望の方は、
講習業務部日本語教育課まで
お問合せください。
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JITCOの教材のご案内

【教材に関するお問合わせ先】　JITCO教材センター
TEL：03-4306-1110　　FAX：03-4306-1116　　E-mail： publication_center@jitco.or.jp

※今回紹介した教材の詳細については、当機構ＨＰ→教材・テキスト販売→「教材センターからのお知らせ」と
　電子カタログ「教材のご案内」をご覧ください。

外国人技能実習生のための日本語【実習現場編】（練習問題集） （賛助会員は割引）

　本書は、「実習現場編」の学習を補助するために作成したもので、授業でも技能実習生の復習にもお使いいただ
けます。
　各課は４頁で、助詞を入れる問題、動詞等の形を変えて文を作る問題、語彙の選択、文の完成、内容の理解を
確かめる問題の４問または５問で構成されています。各課の問題はそれぞれ課で学習した事柄を復習することを目
的としていますので、各課の学習後に授業や復習教材としてご活用ください。なお、巻末には解答がついています。

定価：2,268円（本体2,100円＋税）　Ｂ５判　97頁

同シリーズの既刊本も好評発売中！
外国人技能実習生のための日本語　生活基礎編（第４版）　Ｂ５判　121 頁
■別冊付録 構成と使い方（教師用）40頁　■生活用語集49頁（５ヶ国語併記）付き

外国人技能実習生のための日本語　日常生活編（第３版）　Ｂ５判　214 頁
■別冊付録 構成と使い方（教師用）40頁　■本編巻末に日本語との併記で8ヶ国語の生活用語集を収録。

定価：各2,160円（本体2,000円＋税） （賛助会員は割引）

18    かけはし 2019.1 Vol.136

既 刊 本

外国人技能実習生のための日本語【実習現場編】（技能実習生用） （賛助会員は割引）

　「外国人技能実習生のための日本語」シリーズの最新刊として、新たに「実習現場編」を刊行しました。本書は、

実習現場で技能実習をしながら、日本語を学習する技能実習生のためのもので、第1課から第21課まで学びます。

各課とも「４つの基本文型」「会話」「課題」の手順で学習するように構成されており、日本語だけでなく「技能実習生

の生活ルール」や「安全衛生」「地域との共生」などに必要なことも学ぶことができます。また実際の現場で活用でき

るように、「機械・金属、建設関係、溶接、食品製造関係、繊維・衣服関係」の5職種の会話も掲載しています。

さらに巻末に日本語との併記で、８ヶ国（英語、ベトナム語、中国語、インドネシア語、フィリピン語、タイ語、カ

ンボジア語、ミャンマー語）の語彙集約640語を収録しています。

〈主な目次〉

【職種共通】第１課　技能実習計画／第２課　職場の規律／第３課　作業の準備／第４課　安全標識／第５課　安全作業／第６課　整理
整頓／第７課　反省・改善／第８課　災害防止／第９課　緊急・応急／第10課　健康管理／第11課　メンタルヘルス

【地域との共生】第12課　従業員との交流／第13課　お花見／第14課　道をたずねる／第15課　買い物／第16課　日常の危機管理
【職種別】第17課　機械・金属／第18課　建設関係／第19課　溶接／第20課　食品製造関係／第21課　繊維・衣服関係
【語彙集】約640語（日本語との併記で８ヶ国語を収録）

定価：2,376円（本体2,200円＋税）　Ｂ５判　193頁

外国人技能実習生のための日本語【実習現場編】（指導員用） （賛助会員は割引）

　本書は、技能実習生に日本語を教えるすべての指導者のために、具体的な授業の進め方を記した指導用マニュ
アルを巻末に備えています。第１課から第11課は、技能実習生が現場で経験していくテーマごとに、第12課か
ら第 16課は、実習現場を離れた生活の中で遭遇する場面を想定し、技能実習生が地域との共生を体感できるよ
うに、第 17課から第 21課は、技能実習生の受入れ人数が多い５職種に従事する技能実習生が正しく安全衛生
について学習できるように構成しています。なお、各課は、新しい文型とそれより前の課で学習した文型から成り立っ
ていますので，スムーズに理解を進めるために、第１課から順に学習していくことをお勧めします。

定価：2,700円（本体2,500円＋税）　Ｂ５判　194頁
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JITCOの教材のご案内

【教材に関するお問合わせ先】　JITCO教材センター
TEL：03-4306-1110　　FAX：03-4306-1116　　E-mail： publication_center@jitco.or.jp

※今回紹介した教材の詳細については、当機構ＨＰ→教材・テキスト販売→「教材センターからのお知らせ」と
　電子カタログ「教材のご案内」をご覧ください。
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2018年度版 外国人技能実習・研修事業実施状況報告 JITCO白書 

　2018年度版 JITCO白書は、2017年度 JITCOの事業実績を切り口に、技能実習制度の現況について、統

計データや図表等を多く活用することにより、できるだけ分かりやすく取りまとめたものです。併せてJITCOの事

業報告及び事業計画も掲載しています。

定価：1,620円（本体1,500円＋税）　Ａ４判　144頁（賛助会員割引対象外の教材）

申請書類の記載例集（団体監理型技能実習）第Ⅰ分冊～第Ⅳ分冊（個別販売）

監理団体許可関係諸申請（第Ⅰ分冊）
（賛助会員は割引）

外国人技能実習機構への届出、報告、記録関係様式
（第Ⅲ分冊）（賛助会員は割引）

定価：4,320円（本体4,000円＋税）　
Ａ４判　332頁

定価：2,700円（本体2,500円＋税）　
Ａ４判　148頁

　監理団体が監理団体の許可に関して外国

人技能実習機構に提出する各種様式と記載

例を掲載。

　認定された技能実習計画に変更が生じた場

合に外国人技能実習機構に提出する変更届出

書、定期的な報告が求められる様式、記録と

して備付け・保存が義務付けられている様式

などの記載例を掲載。

申請書類の記載例集（企業単独型技能実習）（セット販売 / 賛助会員は割引）

　実習実施者が企業単独型における技能実習生を受け入れるにあたり、その段階ごとに外国人技能実習機構又は

地方入国管理局に提出することが求められる書類、その記載例、記載上の留意点を解説しています。

〈セット内容〉

第Ⅰ分冊　「外国人技能実習機構への技能実習計画認定関係諸申請、届出、報告、記録関係様式」
第Ⅱ分冊　「地方入国管理局への入国・在留諸申請及び諸届」

定価：6,480円（本体6,000円＋税）　 各Ａ4判　第Ⅰ分冊 584頁／第Ⅱ分冊 93頁

技能実習計画認定関係諸申請（第Ⅱ分冊）
（賛助会員は割引）

定価：4,212円（本体3,900円＋税）　
Ａ４判　547頁

　実習実施者が技能実習計画認定に関して

外国人技能実習機構に提出する各種様式と

記載例を掲載。

地方入国管理局への入国・在留諸申請及び諸届
（第Ⅳ分冊）（賛助会員は割引）

定価：2,160円（本体2,000円＋税）　
Ａ４判　98頁

　監理団体が在留資格認定証明書交付申

請、在留資格変更許可申請、諸届などに関

して地方入国管理局に提出する各種様式と

記載例を掲載。

　本書は、監理団体または実習実施者が技能実習生を受け入れるにあたり、段階ごとに外国人技能実習機構または地方入国管理
局に提出することが求められる各種書類を掲載し、その記載例と記載上の留意点を解説するものです。
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若者の仕事選びは「手に技あり」から
「好きかどうか」を最優先する時代へ。

　中国・長江（揚子江）の下流、江蘇省領域の北側には揚州と

いう町があり、揚州の人々が長年身を立てた仕事を表す言葉に

「揚州三把刀」があります。「三把刀」とは「厨房の刀」「修脚の刀」

「理髪の刀」のことで、揚州人は故郷から離れても、この３つの

手立てで生計を立てるといわれています。「厨房の刀」とは、

包丁です。つまりは料理人ですね。揚州料理はとてもおいしく

中国の四大料理に数えられています。「修脚」は中国式のフット

ケアのことで、専用の刀を持って足の爪を切り揃えたり、ウオ

ノメを削ったりする専門家です。理髪の刀はお分かりですね。

理髪師のことです。

　揚州のみならず、中国では昔から、手に技（わざ）を持てば

生涯生活に困らないと考えられ、親は子どもに技を学ばせよう

としたものです。女の子には特に「縫製」を学ばせる向きがあ

り、江蘇省では、揚子江の両側に縫製会社が林立し、衣類の

輸出業の中心地になっています。私は90年代末頃、中小企

業庁の技能実習生事業調査の通訳として、中国の上海、江蘇

省の送出機関や技能実習生が活躍した縫製会社を見学しまし

た。その時、南通にある日中合弁の縫製会社で出会った人は、

大学の教師を辞めて、縫製会社の通訳に転身をはかっていま

した。内情を聞いたら、合弁会社の通訳の給与が大学の教師

よりも上回っていたのです。それだけ縫製業が栄えていたの

です。

　そのような背景もあり、中国からやってくる技能実習生の多

くは、縫製の職種で活躍するようになりました。私は1992年

後半から研修生・技能実習生の母国語相談を担当し、その後

も縫製組合の通訳や技能実習生のケアに携わってきているの

ですが、この26年間で若者の仕事観の変化も感じています。

　と言うのも、1990年代から2010年前後を振り返ると、

技能実習生としてやってくるのは18歳から20代の若い女性

たちでした。ところが2015年頃には年代が40代、50代ま

で上がっていきます。なぜなら、若い人々が、技術の体得を

必要とする縫製の仕事よりも、技術がなくても高い給料が見込

過去30年間で就職事情は激変。現在、
若者が注目するのは情報技術（IT）企業。

　溯ること約30年前、私が大学を卒業した頃、ベトナムには

現在の日本のような「就職活動」は全くありませんでした。中

学・高校を卒業した後は、親に雇ってくれる会社を探してもらっ

たり、知り合いに頼んで仕事を紹介してもらったりしていまし

た。大学を卒業した人は一般的に、国営企業や国家機関など

に計画的に配置されました。就職した人は、ホワイトカラーに

せよブルーカラーにせよ、みんな公務員になりました。仕事の

内容が好きか嫌いかよりも、仕事があって生計を立てられるこ

とのほうが大事です。また当時の「士農工商」思想の影響を受

けたベトナム社会では、公務員の立場は「偉い」と考えられ、自

分が良い身分として扱われるだけではなく、家族全体にもメリッ

トがあるようでした。逆に「商業」は、ただ「モノを売買するだけ」

とみられて、あまり大事にされていませんでした。

　そのようなベトナムの社会・経済環境が一気に変わったのは、

1990年代にドイモイ政策が始まってからです。とくに北部の

変化は著しく、経済発展と共に新しく様々な産業が生まれて職

種が増え、若い人たちの仕事に対する考え方もだいぶ変わっ

ていきました。

　まずは「就職の方法」です。ドイモイ政策で計画経済が廃止

されたため、学校を卒業する前からでも就職活動をするのが一

般的に。また就職先はそれまで国営企業だけだったのが、民

間企業や外資系企業がたくさん増えて、自由に好きな仕事に

就くことができるようになっていきました。希望の会社に就職

し、やりたい仕事を手に入れるためには、学校で勉強した知識

のほかにも、様々なスキルも身につけないといけません。給

料が高いのは、バラエティー豊かなサービス業、商業です。さ

らにインターネットが普及して「第４次産業革命」が始まってから

は情報技術（IT）・通信関連の仕事がものすごく増えています。

　IT 関連の仕事は、高給取りになれるだけではなく、先端技

術を求める国内外のニーズが高いので、仕事に意欲を燃やす

若者の間では大人気です。IT エンジニアになるために、子ど

もが小さいうちからプログラミングやコーディングを勉強させ

る親は少なくないようです。今やベトナム人のプログラマーは、

国内に留まらず、世界中で活躍しています。日本の IT 業界で

もたくさんのベトナム人エンジニアが活躍しています。ベトナ

ム人留学生も ITを専攻し、卒業後は IT 会社に入って活躍して

います。日本企業はベトナム人を日本国内で募集するだけでは

なく、ベトナムまで足を運んで人材を獲得する動きも活発化し

てきたと聞いています。

　またドイモイ政策が始まって約30年が経過し、社会に活気

が溢れるようになった今、就職に集中してきた若い人たちのな

かから、起業したり、スタートアップ企業などに挑戦したりする

人たちも現れてきました。

　ちなみに現在、早稲田大学に在学中の若いベトナム人女性

に就職の志望について聞いてみました。高給目当てに仕事を

転々とする若い人も確かにいるようですが、「就職先の仕事を

好きかどうかが第一で、あとは職場環境と同僚との関係が良い

かで決めたい」と語ってくれました。

　本当に、仕事を自由に選べる時代になったと感じています。

　今号でご紹介するのは、アジアの国々の若者の「仕事観」です。各国の若者たちは、どんな夢を抱き、就

職を目指しているのでしょうか？ 働くことを意識しはじめる年齢や人気が高い職業、仕事とプライベート

のバランス、転職の意欲など、様々な視点から語っていただきました。

若者の仕事観

技能実習生
お国ぶり・暮らしぶり

の

今回の
テーマ

Vietnam 【ベトナム】
ファム・ラン・アイン（JITCO 元母国語相談スタッフ）
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若者の仕事選びは「手に技あり」から
「好きかどうか」を最優先する時代へ。

　中国・長江（揚子江）の下流、江蘇省領域の北側には揚州と

いう町があり、揚州の人々が長年身を立てた仕事を表す言葉に

「揚州三把刀」があります。「三把刀」とは「厨房の刀」「修脚の刀」

「理髪の刀」のことで、揚州人は故郷から離れても、この３つの

手立てで生計を立てるといわれています。「厨房の刀」とは、

包丁です。つまりは料理人ですね。揚州料理はとてもおいしく

中国の四大料理に数えられています。「修脚」は中国式のフット

ケアのことで、専用の刀を持って足の爪を切り揃えたり、ウオ

ノメを削ったりする専門家です。理髪の刀はお分かりですね。

理髪師のことです。

　揚州のみならず、中国では昔から、手に技（わざ）を持てば

生涯生活に困らないと考えられ、親は子どもに技を学ばせよう

としたものです。女の子には特に「縫製」を学ばせる向きがあ

り、江蘇省では、揚子江の両側に縫製会社が林立し、衣類の

輸出業の中心地になっています。私は90年代末頃、中小企

業庁の技能実習生事業調査の通訳として、中国の上海、江蘇

省の送出機関や技能実習生が活躍した縫製会社を見学しまし

た。その時、南通にある日中合弁の縫製会社で出会った人は、

大学の教師を辞めて、縫製会社の通訳に転身をはかっていま

した。内情を聞いたら、合弁会社の通訳の給与が大学の教師

よりも上回っていたのです。それだけ縫製業が栄えていたの

です。

　そのような背景もあり、中国からやってくる技能実習生の多

くは、縫製の職種で活躍するようになりました。私は1992年

後半から研修生・技能実習生の母国語相談を担当し、その後

も縫製組合の通訳や技能実習生のケアに携わってきているの

ですが、この26年間で若者の仕事観の変化も感じています。

　と言うのも、1990 年代から2010 年前後を振り返ると、

技能実習生としてやってくるのは18歳から20代の若い女性

たちでした。ところが2015年頃には年代が40代、50代ま

で上がっていきます。なぜなら、若い人々が、技術の体得を

必要とする縫製の仕事よりも、技術がなくても高い給料が見込

める仕事を志望するようになってきているからです。最近では

やはり技が必要な料理人を目指す人も少なくなったそうです。

親が子どもに縫製や料理を学ばせたくても、子どもは親の話を

聞かなくなり、生計を立てるための「手に技あり」という考えは、

今の若い世代には通じなくなりました。

　今まで、大学を卒業する多くの人は、快適で安定した生活を

追求するため、「鉄飯碗（食いはぐれのない職業）」の仕事に憧

れ、公務員、政府関係の仕事を目指したものでした。しかし最

近の調査では、1995年以降に生まれた世代は、食べていけ

るかどうかなどを気にせず、興味や自由に重きを置き、「好き

な職業に付きたい」と思っているようです。今人気なのは、イ

ンターネットの生放送の司会者やゲームのレビュー、コスプレ

イヤー、メイクアップアーティスト、声優、インターネットショッ

プの経営など。時代は随分変わったものですね。

経済成長に伴い、外資企業が増加。
語学力を生かした職業が人気。

　 ここ数年、フィリピンの都市部は、高層ビルや商業施設の

建設、交通インフラの整備が進み、急速な経済成長を続けて

います。経済成長率は6～7％を記録し、国民も一億人を超え、

平均年齢も24～5歳と働き盛りの若い人材が豊富にいるの

で、これからのフィリピンは長期にわたる労働力の供給が確保

され、さらなる経済成長の期待が持てる状況にあります。

　そのようなフィリピンでありますが、大きな問題も抱えてい

て、失業率が5.5％とかなり高い数値を示しています。この失

業 者 の 年 齢 別 比 率を見てみると15 ～ 24 歳 の 若 年 層が

49％、34歳までを含めると働き盛りの年齢層の60％が働い

ていないという状況にあります。

　この数字の背景にはフィリピン特有の労働環境が関係してい

ます。フィリピンは貧富の差が大きく、子どもたちの高校への

進学率は65％と低く、経済的な理由により、中学校の卒業を

あきらめる子供たちも少なくありません。フィリピンの若者が

大企業や優良企業に正社員として就職するためには、大学や

就くことができるようになっていきました。希望の会社に就職

し、やりたい仕事を手に入れるためには、学校で勉強した知識

のほかにも、様々なスキルも身につけないといけません。給

料が高いのは、バラエティー豊かなサービス業、商業です。さ

らにインターネットが普及して「第４次産業革命」が始まってから

は情報技術（IT）・通信関連の仕事がものすごく増えています。

　IT 関連の仕事は、高給取りになれるだけではなく、先端技

術を求める国内外のニーズが高いので、仕事に意欲を燃やす

若者の間では大人気です。IT エンジニアになるために、子ど

もが小さいうちからプログラミングやコーディングを勉強させ

る親は少なくないようです。今やベトナム人のプログラマーは、

国内に留まらず、世界中で活躍しています。日本の IT 業界で

もたくさんのベトナム人エンジニアが活躍しています。ベトナ

ム人留学生も IT を専攻し、卒業後は IT 会社に入って活躍して

います。日本企業はベトナム人を日本国内で募集するだけでは

なく、ベトナムまで足を運んで人材を獲得する動きも活発化し

てきたと聞いています。

　またドイモイ政策が始まって約30年が経過し、社会に活気

が溢れるようになった今、就職に集中してきた若い人たちのな

かから、起業したり、スタートアップ企業などに挑戦したりする

人たちも現れてきました。

　ちなみに現在、早稲田大学に在学中の若いベトナム人女性

に就職の志望について聞いてみました。高給目当てに仕事を

転々とする若い人も確かにいるようですが、「就職先の仕事を

好きかどうかが第一で、あとは職場環境と同僚との関係が良い

かで決めたい」と語ってくれました。

　本当に、仕事を自由に選べる時代になったと感じています。

　今号でご紹介するのは、アジアの国々の若者の「仕事観」です。各国の若者たちは、どんな夢を抱き、就

職を目指しているのでしょうか？ 働くことを意識しはじめる年齢や人気が高い職業、仕事とプライベート

のバランス、転職の意欲など、様々な視点から語っていただきました。

若者の仕事観 China 【中国】
羌 国華（JITCO 元母国語相談スタッフ）

Philippines 【フィリピン】
畠山 エルサ（JITCO 母国語相談スタッフ）
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専門学校の卒業が必須条件となりますが、貧しい家庭に生まれ

た子供たちは入学することができません。

　もう一つの理由はフィリピン国内の労働法です。フィリピン

の法律では、企業での見習い雇用の期間は６ヶ月でそれを過ぎ

ると解雇することが難しくなり、以降は自動的に正規雇用者と

みなすと法律で定められています。そのため、企業側は６ヶ月

以内の短期契約の労働者を多く採用し、更新せずに契約終了

して、新たに別の短期雇用者を採用します。このような状況で

は、大学や専門学校を卒業して働きたいと思う若者が正規雇

用されることなく、６ヶ月ごとに短期契約の仕事を探し転々とし

て働くという問題が発生しています。

　そんな環境でも、フィリピンの若者達は、アルバイトをしな

がら大学や専門学校に通ったり、手に職をつけるために下積み

からの仕事に励んだり、短期の雇用契約を続けながらも仕事

上のスキルを身につけるなど、自分なりに頑張って夢をかなえ

ようと努力をしています。

　先に書いたようにフィリピンは今、急速な経済成長を続けて

いますが、このことが産業構造にも大きな変化をもたらしてい

ます。社会情勢が変わり、治安も良くなり、各種のインフラ

が整備されたことから、海外からの投資が増え、日本を含め

ての外国企業の誘致もすすめられています。産業構造や社会

情勢の変化にともない新しい産業も増えてきている中で、今、

若者たちの間で人気のある職業がコールセンターのスタッフ

です。

　フィリピン人は公用語のタガログ語の他に日常的に英語を話

せることから、世界各国の企業が自国より人件費の安いフィリ

ピンにコールセンターを移転させています。外資系企業のコー

ルセンターであれば高層ビルの中で職場環境が整備され、給

与も高く一般的な国内企業と比べて２倍近い収入が得られる

コールセンターも少なくありません。その分、英語が堪能で、

コンピュータが扱えるなど、高いスキルを求められるのですが、

外資系企業のコールセンターで働くことは大学を卒業した若者

の間では一種のステータスともなっているようです。この他に

も、英語力を生かした職業として、海運船舶の船員やキャビン

アテンダント、医療福祉関係の看護士やベビーシッターとして

海外に出て働く若者もたくさんいます。

「家族の期待に応えたい」… 私が出会った
インドネシアの若者たちの胸の内。

　私はこれまで、インドネシア語の通訳や教師、JITCO の母

国語相談スタッフとして、たくさんのインドネシア人技能実習生

と出会ってきました。誰でも仕事を決める動機や理由は違うも

のですが、私が出会ったインドネシアの若者たちは、どちらか

というと、夢を追うより現実派のようでした。と言うのも、イン

ドネシアはまだ経済格差が激しく、生産人口も多いため、若者

が仕事を獲得するのはなかなか難しいのです。ですから、技能

実習生として日本にやってくる若者たちは働くことに真剣です。

　技能実習生を目指すインドネシアの若者の家庭は、経済的

にすごく貧しいわけではないけれど、けして裕福ではありませ

ん。家庭環境も様々で、私は、両親が不在で、おばあさんに

引き取られて生活をしていた青年と出会ったことがあります。

またある男の子は、少年時代から親を手伝い、新聞配達や洗

車の手伝いなどをしてお金を稼いでいました。親がタバコを吸

う姿に憧れていたところ「タバコを吸いたければ、自分の稼ぎ

を持ちなさい」とからかわれ、なんと、中学生の頃に得た収入

でタバコの味を覚えてしまったのだとか…（日本人の私は子ど

もがタバコを吸うことに抵抗を感じないことに問題を感じます

が…）。親の経済力に子どもの将来が左右されがちなのは、ど

の国でも同じですが、インドネシアではいまだに、小学校を卒

業させてもらうことなくお手伝いとして働きに出される子もい

ると聞きます。

　幼少期から労働力として期待される厳しい社会で育ったイン

ドネシアの若者たちは、自分の将来に対して、現実的で冷静な

判断を下そうとするようです。日本に技能実習生としてやって

くる若者は、日本で技術、知識を身につけること、日本で働い

た経歴に裏付けられる将来に重きを置いています。技能実習

で得た賃金をコツコツ貯めて、技能実習の後は母国で起業した

いというシナリオを胸に抱いている人も多いようです。

　インドネシアからの技能実習生の受入れは年々、増えていま

す。と言うのも技能実習を経て故郷で事業者として成功すれば、

そのことがインドネシアの地方でも広く知れ渡り、次の若者が

また技能実習生を目指すため。現地の送出機関では、技能実

習の候補生の募集や選考が次々に行われています。その中に

は残念ながら健康診断をクリアできず、技能実習を諦める若者

もいます。そのため、日本に来て技能実習生活を始めた若者は、

「自分は運がいいのです」と謙虚に意欲を見せてくれるのです。

　また、彼らがよく口にするのは、両親や、自分を送り出して

応援してくれる人々への感謝と、恩返しをしたいという言葉で

す。技能実習に参加するに当たり、経済的負担を多少伴うため、

初期費用はどうしても親族などを頼ることになります。日本で

技能実習が始まって、給料が支払われ始めると、少ない収入か

ら仕送りして、両親と共に1年程かけて、返済しているようです。

「ようやく、返済が済んだので、これからは、貯金します！」と近

況を報告してくれる技能実習生もいます。実家を新築したい、

イスラム教徒の両親をメッカ巡礼に行かせたい…など、家族へ

報いることを目標にする人も多くいます。

　インドネシアの若者たちは家族の期待に応えよう、そんな気

持ちで職能を磨き、技能実習生活を送っているのです。

日本と比べて考察する、
タイの学生の就職と新社会人の生活事情。

　若者に限らずとも、日本人とタイ人の仕事観には大きな違い

があり、そのことについて聞かれることがよくあります。私自

身が大学生ということもあり、昨年6月に就職活動を終えたば

かりであるので、そこで感じたことも交えつつ、違いを4つ紹

介しようと思います。

　 ま ず、 タ イ で 現 在 人 気 の 企 業 に つ い て で す。Work 

Venture 社が2017年に行った、大学在学中または大学を卒

業したばかりの19～23歳の若者計2,388人を対象にした調

査によると、1位は SCG( サイアムセメント・化学 )、2位は

PTT（エネルギー）、3位は Google(IT)、4位は TOYOTA（自

動車）、5位はタイ国際航空（航空）、6位以下はフェイスブック

やユニリーバ、Agoda（旅行）など、外資系企業が多く並ぶ結

果になりました。日本はどうでしょうか。キャリタス就活2019

Indonesia 【インドネシア】
秋谷 恭子（JITCO 母国語相談スタッフ）
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「家族の期待に応えたい」… 私が出会った
インドネシアの若者たちの胸の内。

　私はこれまで、インドネシア語の通訳や教師、JITCO の母

国語相談スタッフとして、たくさんのインドネシア人技能実習生

と出会ってきました。誰でも仕事を決める動機や理由は違うも

のですが、私が出会ったインドネシアの若者たちは、どちらか

というと、夢を追うより現実派のようでした。と言うのも、イン

ドネシアはまだ経済格差が激しく、生産人口も多いため、若者

が仕事を獲得するのはなかなか難しいのです。ですから、技能

実習生として日本にやってくる若者たちは働くことに真剣です。

　技能実習生を目指すインドネシアの若者の家庭は、経済的

にすごく貧しいわけではないけれど、けして裕福ではありませ

ん。家庭環境も様々で、私は、両親が不在で、おばあさんに

引き取られて生活をしていた青年と出会ったことがあります。

またある男の子は、少年時代から親を手伝い、新聞配達や洗

車の手伝いなどをしてお金を稼いでいました。親がタバコを吸

う姿に憧れていたところ「タバコを吸いたければ、自分の稼ぎ

を持ちなさい」とからかわれ、なんと、中学生の頃に得た収入

でタバコの味を覚えてしまったのだとか…（日本人の私は子ど

もがタバコを吸うことに抵抗を感じないことに問題を感じます

が…）。親の経済力に子どもの将来が左右されがちなのは、ど

の国でも同じですが、インドネシアではいまだに、小学校を卒

業させてもらうことなくお手伝いとして働きに出される子もい

ると聞きます。

　幼少期から労働力として期待される厳しい社会で育ったイン

ドネシアの若者たちは、自分の将来に対して、現実的で冷静な

判断を下そうとするようです。日本に技能実習生としてやって

くる若者は、日本で技術、知識を身につけること、日本で働い

た経歴に裏付けられる将来に重きを置いています。技能実習

で得た賃金をコツコツ貯めて、技能実習の後は母国で起業した

いというシナリオを胸に抱いている人も多いようです。

　インドネシアからの技能実習生の受入れは年々、増えていま

す。と言うのも技能実習を経て故郷で事業者として成功すれば、

そのことがインドネシアの地方でも広く知れ渡り、次の若者が

また技能実習生を目指すため。現地の送出機関では、技能実

習の候補生の募集や選考が次々に行われています。その中に

は残念ながら健康診断をクリアできず、技能実習を諦める若者

もいます。そのため、日本に来て技能実習生活を始めた若者は、

「自分は運がいいのです」と謙虚に意欲を見せてくれるのです。

　また、彼らがよく口にするのは、両親や、自分を送り出して

応援してくれる人々への感謝と、恩返しをしたいという言葉で

す。技能実習に参加するに当たり、経済的負担を多少伴うため、

初期費用はどうしても親族などを頼ることになります。日本で

技能実習が始まって、給料が支払われ始めると、少ない収入か

ら仕送りして、両親と共に1年程かけて、返済しているようです。

「ようやく、返済が済んだので、これからは、貯金します！」と近

況を報告してくれる技能実習生もいます。実家を新築したい、

イスラム教徒の両親をメッカ巡礼に行かせたい…など、家族へ

報いることを目標にする人も多くいます。

　インドネシアの若者たちは家族の期待に応えよう、そんな気

持ちで職能を磨き、技能実習生活を送っているのです。

日本と比べて考察する、
タイの学生の就職と新社会人の生活事情。

　若者に限らずとも、日本人とタイ人の仕事観には大きな違い

があり、そのことについて聞かれることがよくあります。私自

身が大学生ということもあり、昨年6月に就職活動を終えたば

かりであるので、そこで感じたことも交えつつ、違いを4つ紹

介しようと思います。

　 ま ず、 タ イ で 現 在 人 気 の 企 業 に つ い て で す。Work 

Venture 社が2017年に行った、大学在学中または大学を卒

業したばかりの19～23歳の若者計2,388人を対象にした調

査によると、1位は SCG( サイアムセメント・化学 )、2位は

PTT（エネルギー）、3位は Google(IT)、4位は TOYOTA（自

動車）、5位はタイ国際航空（航空）、6位以下はフェイスブック

やユニリーバ、Agoda（旅行）など、外資系企業が多く並ぶ結

果になりました。日本はどうでしょうか。キャリタス就活2019

のランキングによると、1位は日本航空、2位は伊藤忠商事、

3位は全日本空輸、4位は三菱東京 UFJ 銀行、5位はトヨタ

自動車、6位以下は消費財メーカー、大手損害保険、商社な

どがランクインしましたが、いずれも日系企業が並んでいます。

この結果をみると、日本は国内企業に人気が集中しているのに

対し、タイは外資系企業の人気が高いことが言えると思います。

　次に就職活動全般についてです。まず前提条件として、タ

イは日本のように新卒一括採用で終身雇用といった形態では

なく、転職が頻繁です。タイの企業は新人教育に力を入れて

おらず、即戦力を求めているため、新卒採用をあまり重要視

していません。雇用される側も、様々な企業を経験すること

により、多くのスキルを身につけてキャリアアップしていくとい

う考え方で、成長したら違う会社にどんどん行ってしまうため、

日本と比べ転職率はとても高くなっています。そのためタイ

の学生は、自身のファーストキャリアに対して日本の学生ほど

こだわりはないというのが私の印象です。私の大学の話をす

れば、転職を前提に会社選びをしている学生はそこまで多く

ないので、これは大きな違いであると言えるでしょう。

　続いて、ワークライフバランスについてです。日本でワーク

ライフバランスが巷に取り上げられることに対して、タイ人の

友人にはとても驚かれました。そもそもタイ人にとっては、「生

活のための仕事」であり、サービス残業や過労死の問題などあ

り得ないのです。職場環境が気に入らなければ辞める、という

のがタイ人の考え方です。タイで働く日本人駐在員からしばし

ば「タイ人はすぐに辞める」という声が聞こえるのはこのためで

す。最近タイで日系企業の人気が下がってきていますが、日

系企業は労働環境が厳しいと囁かれるようになったからだと言

われています。

　最後に、気になる給与事情についてです。タイ統計局が

2017年１～６月にタイ国内の約２万6千世帯で実施した調査

によると、世帯当たりの平均収入は月に約２万 7 千バーツ

（2018年10月時点のレートで約9万2400円）でした。日

本に比べるとかなり少ないと言えるでしょう。とはいえ物価の

点ではタイは日本より低いのですから妥当と言えるのかもしれ

ません。タイに縁があり、両国の事情に触れる機会が多くあ

る筆者は、収入と物価の面だけで理想を言えば、日本の企業

で働いて給与を得ながらタイで生活をすること…ですが、な

かなか実現できることではありませんね。

Thailand 【タイ】
小森 里江子

（慶應義塾大学商学部４年/JITCO国際部母国語スタッフ）

Indonesia 【インドネシア】
秋谷 恭子（JITCO 母国語相談スタッフ）
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公益財団法人 国際研修協力機構　〒108-0023 東京都港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング（受付11階）
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内　容 場　所 担当部 お問合せ先

1月

16日（水） 技能実習制度説明会 東京（JITCO本部） 実習支援部相談課　 03-4306-1160

17日（木） 日本語指導担当者実践セミナー 大阪 講習業務部日本語教育課 03-4306-1168

18日（金） 日本語指導担当者実践セミナー 福岡 講習業務部日本語教育課 03-4306-1168

30日（水） 技能実習生受け入れ実務セミナー(団体監理型） 東京（JITCO本部） 講習業務部業務課　 03-4306-1138

2月

１日（金） 日本語指導担当者トピック別実践セミナー（トピックA・B) 名古屋 講習業務部日本語教育課 03-4306-1168

６日（水） 技能実習制度説明会 東京（JITCO本部） 実習支援部相談課　 03-4306-1160

22日（金） 日本語指導担当者実践セミナー 東京（JITCO本部） 講習業務部日本語教育課 03-4306-1168

3月
６日（水） 技能実習制度説明会 東京（JITCO本部） 実習支援部相談課　 03-4306-1160

15日（金） 日本語指導担当者トピック別実践セミナー（トピックA・B) 東京（JITCO本部） 講習業務部日本語教育課 03-4306-1168

JITCOの各種セミナー（2019年1月～3月実施分）
※2018年11月時点。　※開催情報は追加・変更することがございます。　※お申込を開始している講習については、既に満席となっている場合がございますがご容赦ください。

JITCOの養成講習（2019年2月～3月実施分）

　技能実習制度をご利用の皆さまを対象とする養成講習および各
種セミナーを開催しております。詳細とお申込みは、JITCO セミナー
ページをご活用ください。皆さまのご参加をお待ちしております。

JITCOの養成講習および各種セミナーのご案内

　2018年11月12日・13日・16日に技能実習法の一部改正され、下記の通り、技能実習２号移行対象職種の職種作業が追加され
ましたので、お知らせします。

技能実習移行対象職種の職種作業の追加について

詳細とお申込みは、こちらから
https://www.jitco.or.jp/ja/seminar/

※2018年11月時点。

※JITCOセミナーページからお申込みいただけます。お申込開始日については、JITCOセミナーページに掲載の日程書でご確認ください。　※お申込を開始している講習について
は、既に満席となっている場合がございますがご容赦ください。　★受講料は、JITCO賛助会員4,000円、一般11,000円（各税込）です。

※試験内容の詳細等については、直接試験実施機関（試験実施者）にお問い合わせ下さい。

【お問合せ先】 講習業務部養成講習課　Tel：03-4306-1156

【お問合せ先】 申請支援部 支援第一課　Tel：03-4306-1130／支援第二課　Tel：03-4306-1140
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2月

5日（火） 栃木 TKPガーデンシティ宇都宮
5日（火） 長崎 ホテルニュータンダ

13日（水） 愛知 JITCO名古屋駐在事務所会議室
19日（火） 三重 四日市都ホテル
26日（火） 千葉 TKPガーデンシティ千葉

3月

6日（水） 神奈川 TKPガーデンシティ横浜
12日（火） 福岡 TKPガーデンシティPREMIUM博多駅前
15日（金） 佐賀 ホテルマリターレ創世佐賀
19日（火） 山梨 ジット甲府プラザ
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2月

7日（木） 三重 四日市都ホテル
7日（木） 高知 高知サンライズホテル

14日（木） 神奈川 TKPガーデンシティ横浜
21日（木） 広島 TKPガーデンシティ広島駅前大橋
21日（木） 鹿児島 TKPガーデンシティ鹿児島中央
28日（木） 大分 大分センチュリーホテル

3月
7日（木） 沖縄 パシフィックホテル沖縄

14日（木） 群馬 前橋さくらホテル

職　種 作　業 試験実施者
農産物漬物製造業 農産物漬物製造 全日本漬物協同組合連合会
リネンサプライ リネンサプライ仕上げ 一般社団法人日本リネンサプライ協会
医療・福祉施設給食製造 医療・福祉施設給食製造 公益社団法人日本メディカル給食協会
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2月

6日（水） 三重 四日市都ホテル
6日（水） 高知 高知サンライズホテル

13日（水） 神奈川 TKPガーデンシティ横浜
20日（水） 広島 TKPガーデンシティ広島駅前大橋
20日（水） 鹿児島 TKPガーデンシティ鹿児島中央
27日（水） 大分 大分センチュリーホテル

3月
6日（水） 沖縄 パシフィックホテル沖縄

13日（水） 群馬 前橋さくらホテル
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2月

1日（金） 長崎 ザ・ホテル・長崎 ＢＭプレミアコレクション
8日（金） 三重 四日市都ホテル
8日（金） 高知 高知サンライズホテル

15日（金） 神奈川 TKPガーデンシティ横浜
22日（金） 広島 TKPガーデンシティ広島駅前大橋
22日（金） 鹿児島 TKPガーデンシティ鹿児島中央

3月
1日（金） 大分 大分センチュリーホテル
8日（金） 沖縄 パシフィックホテル沖縄

15日（金） 群馬 前橋さくらホテル
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