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第 5回技能実習中部地域協議会への意見書     （公表可） 

2022年 6月 27日 

愛知県労働組合総連合 

外国人実習生 SNS相談室 

榑松佐一 

はじめに 

今年は技能実習法が施行されて 5 年目の見直しの年となっています。吉川法務大

臣の年頭所感でも「大胆に見直し作業に取り組」むと発言されました。当協議会でも積

極的な議論がされることを期待しています。 

一方で今年 4 月には日本弁護士連合会から「技能実習制度の廃止と特定技能制

度の改革に関する意見書」が提出され、移住者と連帯する全国ネットワーク等による

「技能実習制度廃止！全国キャラバン」が行われました。愛知県でも学習会が開催さ

れるなど実習制度への関心が高まっています。 

私は技能実習法審議の法務委員会でも意見を述べ、施行後も制度の適切な運営

をもとめて当協議会に積極的に意見を出してきました。本年もこの間の相談・申告事

例をもとに当意見書を提出します。 

 

（１）昨年度の相談・申告から 

 

昨年は 92件 126名の実習生から相談があり、うち 30件を私が代理人となって名古

屋事務所をはじめ、各地の機構事務所に申告しました。申告とも一部ダブりますが労

基署への本人申告や、在留資格の変更により機構では受理されないものは入管に情

報提供して私が連絡先となっています。 

昨年はコロナ禍で帰国飛行機代が高騰し、受け入れ機関からは半分も出してもらえ

ないという相談が続出しました。これについては本省への要請を行い、帰国費用は自
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己都合の場合も含めて全額受け入れ機関が負担することを機構ＨＰに掲載いただきま

した。その後は帰国旅費については母国語相談を紹介するようにしました。 

コロナ禍で 3 号移行時に一時帰国をしない実習生が多数でるなか、受け入れ機関

に変更がないにも関わらず、ベトナム政府が禁止している移行手数料を 10 万円から

20 万円請求されたという相談もありました。これについてはベトナム政府との覚書きで

日本政府から通報することになっていました。年明けに機構国際部から対応する旨連

絡いただきましたので、情報があった場合には国際部を紹介しています。なおベトナ

ム政府はこの春に送り出し手数料の基準を変更しています。 

不正を申告した実習生が移籍を希望する場合には認定課により移籍先を確保して

いただいています。この間に申告した実習生はいずれもよい移籍先を紹介いただき、

その後も適切な実習を続けることができています。 

名古屋事務所以外への申告は書面の郵送で受理いただき、すみやかな対応をい

ただき、ほとんど解決しています。感謝申し上げます。 

これらの申告事案のなかには本年 4 月 1 日付の「技能実習制度運用要領」の一部

改正のなかで明文化いただいたものあります。岡崎でアスベスト作業をさせられた実

習生は実習先で動画を見せられただけで、通訳はなく質問もできませんでした。改定

では講習のなかで「技能実習生が従事する職種・作業に応じた安全衛生教育を必

ず実施する」とされました。建設業では暴言・暴力の申告が多数ありましたが「人権を

著しく侵害する行為は、暴力行為に限られず、大声で怒鳴る、侮辱するといった

行為やセクシャルハラスメントなども含まれる」と追記されました。しかし最近の

申告でもこのような暴言がありました。機構での積極的な対応をお願いします。 

 

（２）相次ぐ実習制度の問題点 

 しかしその一方で新たな問題も発生しています。 

 

① 監理団体からの借り上げ物件 

岡崎市の実習生は、入国当時は市内のアパートが寮となっていました。2 年目から

は監理団体が変わり、寮も工場敷地内にあるプレハブに変わりました。寮は一部屋 3

人で寮費は水道光熱費含めて一人月 3 万円となっていました。会社の資料では敷地

450 ㎡、50 人で一人 4.6 ㎡となっています。市内のアパートは 2DK30 ㎡で 6 万円程

度です。シャワーも共同ですので水道光熱費が 1 万円以上となることは考えられず、

プレハブ 13.8 ㎡に 3 人で 6 万円は地域相場の二倍以上の家賃です。機構に申告し

た結果、夜勤と昼勤の勤務時間が違う実習生を同室とすることは是正されましたが、寮

費については借り上げ先に支払った実費を下回っているという説明で調査を打ち切ら

れました。 

調べてみると借り上げているプレハブのリース会社社長と監理団体理事長は同一人
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物でした。機構が言う「実費」というのは監理団体理事長への支払いでした。運用要領

では「借り上げ物件であっても監理団体・実習実施者の役員、専従者、同居の親族の

所有物件である場合などで、実質的に貸主が監理団体・実習実施者と同一視できる

場合には、借り上げ物件として評価すべき事情について詳細な説明をいただくことが

あります」となっています。しかし、機構からは何の説明もありませんでした。 

この件については 4 月の改正でさらに「必要に応じて実地検査を行うこと」があると

加筆されました。今からでも調査を求めたいと思います。 

 

② 監理団体の寮費 

昨年 6 月にアスベスト作業を拒否して解雇され一宮市のＡ協

同組合の施設で生活することになった実習生は狭い部屋に二段

ベッドで 6人部屋でした。家賃を月 3万円請求されましたが給料

がないため、滞納するようになりました。機構に申告しましたが、

担当者からはＡ協同組合が「実際にはひとり６万円のところ半額

にしている」「調査は打ち切る」と言われました。 

 一宮市では２ＤＫで６万円程度のアパートが普通で、６人部屋

で一人３万円は地域相場をはるかに超えています。居住費について運用要領では

「定期に負担する費用」として 

・ 借上物件の場合 

借上げに要する費用（管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数

料等は含まない。）を入居する技能実習生の人数で除した額以内 

とされていますが、機構はこれを監理団体の寮費には適用しないようです。しかしこれ

は「技能実習生の保護」を目的とする実習法の趣旨に反すると思います。 

実習生は移籍先が決まるまで無給で寮費を払えませんでした。寮の管理者Ｍから

は 10 月に滞納を清算して寮から出ていくよう求められました。ＭはＡ協同組合の理事

長が役員になっているＡ総研の役員で、Ａ協同組合の講習宿泊施設を管理していま

すが、実習生に対し「Ａ協同組合とは関係ない」と言っています(録音あり)。 

その後 11 月にＡ協同組合は許可取り消し処分を受けました。この実習生は名古屋

入管に相談して機構の移籍先支援中の資格外活動の許可をもらいましたが、Ａ協同

組合は移籍先探しをせず、「帰国困難」なのだから切符が取れたら帰国するよう要求し

ました。半年間放置して寮費をとったあげく、不許可処分を受けたら帰国を要求するな
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ど本末転倒です。実習生は友人宅に引っ越しました。 

今回の改正で「監理団体許可が取り消された場合であっても、帰国旅費負担及

び帰国担保措置の義務を引き続き負います。技能実習生の帰国に支障を来さな

いようにするために、帰国旅費の全額を負担し、帰国担保措置として、技能実習

生が帰国するまでの間、生活面等で困ることがないよう、技能実習生が置かれた

状況に応じて、その支援を行うことが必要です。これは、帰国予定の技能実習生

が、帰国が困難である等の事情により他の在留資格に変更された場合であって

も同様です。」と加筆されました。Ａ協同組合およびＡグループ監理団体に対して払

い過ぎた寮費の返還を求めます。 

 

③ 寮の退去費用 

昨年末から実習期間を終了して帰国する際に法外

な退去費用を求められたという相談が続きました。これ

までにない新しい相談です。Ｈ社の実習生に示された

明細(資料 1)を見ると３年間利用しただけなのにクリー

ニング代 8 万円、クロス張替え 5 万円、畳表替え 4.2

万円など計 25.5万円となっていました。 

昨年帰国したＹ社の元実習生は 4人部屋でしたが、

一人 73,975 円を給料から差し引かれました。元実習

生は給料と飛行機代 5 万円をもらうためにこの書類に

サインしました。実習生は昨年 2 月に、この部屋の内

装工事費用見積書を見せられていましたので、この分

だと思うと言っていました。(資料 2) 

運用要領では居住費について「借上げに要する費

用（管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介

手数料等は含まない。）」としています。また国土交通

省は原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した

建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使

用を超えるような使用による損耗・毀損（以下「損耗等」という。）を復旧すること」とし、

「経年変化、通常使用による損傷等の修繕費用は、賃料に含まれる」としています。 

日本人であれば、居住者の責による費用のうち敷金から清算し、残った敷金は返還

されます。日本語や日本の賃貸契約ルールが十分にわからない実習生からこのような

不当な費用を取ることがないよう、国交省のルールを徹底すべきです。 

 

④ 在留資格変更した元実習生への対応 

在留資格を変更した元実習生が技能実習時の不正を申告する場合について名古
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屋入管から「外国人技能実習機構においては、技能実習生向けに母国語での相談窓

口を設置しており、当該窓口においては帰国困難を理由とする特定活動に在留資格

を変更した者からの相談も受け付けていると承知している。」と説明を受けました。さら

に後日「技能実習時の不正行為、技能実習法違反に係る情報提供や公益通報につ

いては、機構及び入管のいずれに対してもすることが可能であり、その情報提供の内

容に応じて必要な場合は調査等を実施することとなる。」と回答がありました。 

元実習生は昨年帰国しましたが、寮の退去費用を賃金控除されたうえ、当時 13 万

円程度した飛行機代を 5 万円しかもらっていません(資料 3)。このような情報提供をし

た場合には機構として調査を実施していただきたいと思います。 

 

⑤ Ａ協同組合グループの不正について 

当協議会に毎年提出しているＳ協同組合の事件（日本に入国後に家賃を一方的に

1 万円値上げされた事件。2018 年 7 月 12 日と 8 月 3 日に入管に情報提供、9 月に

機構に申告（資料 4）については、未だに入管による調査が行われていません。機構

への申告後の是正家賃は法務局に供託されたままだと聞いています。 

この件について名古屋入管は 5 月の意見交換会で「技能実施法施行以前の旧制

度における過去の不正行為について、時間の経過によってこれを無効とするような規

定は特段ない。」と言われました。担当者からは再三調査すると聞いていますが、現在

もまだ連絡も返金もされていません。 

Ｓ協同組合（名称、役員を変更）のＥ理事長(当時)は、Ａ協同組合の建物(当時)と同

じ住所でＡ協同組合Ｍ理事長が代表となる〇〇監理団体連合会の監事でした。Ｓ協

同組合の事務所も一時期、Ａ協同組合の施設と同住所でした。 

Ｓ協同組合の実習企業で不正を訴えるとしばしばＡ協同組合の「理事長代理Ｉ」が

出てきて実習生に説明し、Ａ協同組合の施設に引き取っていくことがありました。一昨

年までＡ協同組合の名古屋事務所があった場所にはＩ氏が代表者となるＩ協同組合が

登記されていました。Ｉ協同組合は機構の監理団体

一覧(一般、2022年 6月 15日)に名古屋市西区の同

住所で登録されていますが、私が調査した昨年 12

月末には空室になっていました。いつ転居したかは

不明ですが、少なくとも半年間は住所変更届をだし

ていないと思われます。 

これらの資料はＡ協同組合が不許可処分される

ずっと前から全て機構名古屋事務所に提出してあり

ますＳ協同組合と同様に調査は行われていません。Ａ協同組合関係者がグループで

事業を継続していることについては疑問があります。 
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（３）実習制度廃止をめぐる議論 

マスコミなどで実習生への暴力や妊娠問題が大きく報道され、古川法相は「極めて

悪質な人権侵害」として監理団体の許可を取り消しました。実習制度廃止論の根拠と

してはこのような悪質な監理団体のもと、不正な受け入れ機関であっても監理団体が

指導せず、逆に強制帰国させられるなど、移籍の自由が保障されないことが「奴隷労

働」と指弾されています。特にベトナム人実習生は母国で高額な手数料を取られてい

ることが、不正な受け入れ機関から失踪せざるを得ない理由に挙げられています。先

の例でも示しましたが、機構地方事務所では監理団体への調査と指導が全く手薄に

なっています。監理団体への監督強化が重要です。（資料 6） 

また個別違反事業者の処分にとどまり、不正の全体像について数字がなく、客観的

な状況が公表されていません。定期検査の多くは事前に連絡してからのものであり、こ

れでは不正の実態をつかむことはできません。 

1年間に 1万件もの母国語相談がありますが申告は 100件程度にとどまっています。

相談で右のような不正が疑わ

れる問題があっても関係部局

への共有が行われず調査に

結びついていないと思われま

す。 

機構は最近、緊急事態の

公益通報をはじめましたが、

電話とメールによるもので実

習生が使うＳＮＳは依然として

使えません。携帯電話を持た

ない実習生にはとても使いに

くいものになっています。 

私はＳＮＳのチャット機能で

通訳との同時会話や写真・動画などの証拠を集めています。機構としても相談内容に

応じて、通訳や専門部局との複数対応をすることが効果的だと思います。 

以上 

  



7 

 

資料 1 

 

資料 2  
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資料 3 
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資料 4 

 

東京新聞 2018年 11月 14日 
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資料 5 

 


