い

外国人実習生の

ま

これから

現実と未来

友好と共生の時代へ
（2020 年 2 月 未出版原稿）

0

いま

外国人実習生の

これから

現実と未来
～友好と共生の時代へ

はじめに
第一章 ペットショップから逃げてきた実習生
（１）はじまりは３月１日
（２）メッセンジャグループ キッ〇〇ココ
（３）機構への申告
（４）強制捜査へ
（５）あらたな移籍先の確保へ

第二章 「新法」施行後も続く相談
（１）あいつぐ家賃ピンハネ事件
（２）失踪者の急増とその原因
（３）産業政策が求められる縫製業
(４)これから試される技能実習法
実践「ＳＮＳ相談室」

第三章 「新法」の現状と新たな入管法の改正
（１）技能実習生の急増と「新法」の現状
（２）入管法「改正」と新たな課題
(1)外国人労働者の急増と多様化
(2)新たな在留資格「特定技能」
(3)留学生問題
(4)様々な「介護」資格
(5)介護人材ビジネス

第四章 友好と共生の時代へ
（１）ベトナム友好の旅
（２）ベトナム送り出し国事情
（３）介護労働者受入れの課題
（４）広がる支援のとりくみ
（５）友好と共生の時代へ

1

はじめに
昨年 12 月にベトナムを訪問しました。前回が 2010 年ですから 9 年ぶりです。空港と
ホテルには帰国した実習生たちが迎えに来てくれましたが、その中に息子を連れたケ
ト君もいました。彼は私が 2007 年に初めて出会った外国人研修生（当時）です。100
人のベトナム人研修生が会社の不正で帰国させられるというもので、大きな社会問題
になりました。当時の研修制度「指針」には会社に不正があったとき研修生は「帰国指
導」により帰されることになっていました。この事件は国会でも取り上げられ当時の厚労
大臣が「帰国させない」と答弁、年末には「指針」が改定されました。
以後毎週のようの研修生から相談が来るようになりました。私は相談を受けると同時
に制度の問題点を具体的に指摘していきました。09 年 7 月の入管法改正まで何度も
国会に足を運びました。これらをまとめたのが「トヨタの足元で」(風媒社 2009 年）です。
私は 2008 年から反貧困ネットの活動に参加していました。外国人研修生問題の背
景には「格差と貧困」があるからです。その直後にリーマンショックが起こり、翌年愛知
県では 10 万人をこえる「日本一の派遣切り」が起きました。そのなかにはブラジル・
ペルーからの日系人もたくさんいました。この時にたいへん多くのみなさんが支援に参
加してくれました。この取り組みをまとめたのが「反貧困でつながろう―国境を越えた仲
間たち 外国人実習生支援ガイド」（学習の友社 2010 年）です。
2010 年の入管法改正以後しばらくは相談が減っていましたが 2015 年の 5 月に宮城
県気仙沼からタン君が逃げてきました。東北地方では 2011 年の東日本大震災復興
事業外国人がたくさん使われるようになっていました。今回のベトナム訪問でタン君も
ホーチミンに会いに来てくれました。
この事件が一年がかりで解決した直後に岐阜アパレルの相談が毎週のように入るよう
になりました。ちょうど国会では研修制度を抜本的に見直す技能実習法の議論が始ま
っていました。私も法務委員会参考人として意見を述べました。これが「外国人実習生
SNS 相談室」（風媒社 2018 年）です。
物事には目に見える「現象」の背後に本物の「実態」がある。そしてその「実態」を引き
起こしている「本質」にせまる必要があるというのが学生時代に学んだことです。私は外
国人の人権侵害というだけでなく、これを生み出している社会の問題としてとらえてき
ました。トヨタなど大企業がばく大な利益をあげるもとで単価引き下げに苦しむ中小企
業経営者たちとも話し合うこともよくあります。
また反貧困ネットの活動にも参加し、世界中に広がる格差と貧困の中で国を越えた
出稼ぎ労働広がっていることも知りました。困っている外国人を助けることそれ自体も
大切ですが、常に制度の問題として解決の方法を考えてきました。最近はメディアの
取材を受けることが多くなりましたが、単なる事件としてではなくその仕組みまで報じて
もらえるように話しています。
2017 年末に技能実習法が施行されたわずか 1 年後に入管法が改正され、4 か
月後の 2019 年 4 月に施行されました。2015 年のタン君事件は急増する外国人労働
2

者の発端ともいえる時期でした。今何がおきているのか。何が変わろうとしているのか。
私は 2019 年 4 月で労組休職を終了し、28 年ぶりに元の職場（コ ープあいち）に復
帰しました。新たな職務は介護保険から自治体の総合事業に移された「要支援者」へ
の生活支援です。福祉の仕事は初めてですが名古屋市の生活支援員としてお年寄り
の買い物や掃除をしながら制度を学んでいます。これも制度に大きな問題があり、新
たな研究テーマとして取り組んでいます。 幸い 45 歳で社会人入学した日本福祉大大
学院の研究会に招かれていますので、 集めたデータを持ち込み研究者と議論する
場もできています。
また 7 月には 10 年務めた愛労連の議長を退任しました。今は 1 日５時間の短時間
勤務ですが、午後３時以後は次々と課題が舞い込んできます。機構、労基署からの連
絡も 3 時以後にお願いしています。
メディアからの取材も続いており、また多文化共生で新たなお付き合いも増えていま
す。この本も 1 年前から書き始めましたが、なかなかカーソルが進みません。いまこの
本を書いている最中にも実習生からの相談が止みません。ぜひ、多くのみなさんにお
読みいただき、一緒に考えていただきたいと思います。
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第一章 ペットショップから逃げてきた実習生
（１）はじまりは３月１日
Ｍさんから初めてのメッセージが届いたのは３月１日の夜、９時過ぎでした。会議が終
わって帰る電車のなかでした。
2019/03/01(金） 21:17

（Ｍ）お疲れさまです ちょっとはなしてもいいですか

この日は友達リクエストを承認して終わりました。
（Ｍ）おやすみなさー

その翌朝です。
2019/03/02 7:55

（Ｍ）すみませんちょっといたいことある
(榑松)なに？ じっしゅうせい？
（Ｍ）はい 私 けんしゅせいです
私のしゃちょはとてもわるいです
私の仕事はきかいのかんけですでもちがいこともあるしまいにちおこるです
みんなからきました
あなたがそのことはてつだうことができますから
今れんらくしています
(榑松)ざいりゅうカード

私は実習生からの相談を受けるときには必ず、在留カードを確認します。しかし、彼女は
続けました。
（Ｍ）私のかしゃはいっぱいひとにげた ながのけん

どうも悪い会社のようです。
(榑松)はい
（Ｍ）
はらってるのところです
私たちはしゃちょといっしょにすでるのところですから
まいにちおこった
１年 は電話でつかいない
ベットショブやったり いろいろなことやります
休みの日にはどこでもいくころができない
私のせんばいはあしょびにいってかえるときべとなむにかえりなければからにげる
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みんなはとてもかわいしょ
おねがいします
(榑松)かいしゃ なまえ？
（Ｍ）キッ〇〇ココ です
組合はこ〇〇ユニオン

GOOGLE で長野県のペットショップを探すとそれらしいものが見つかりました。でも、なぜ
ペットショップなのでしょう？
小鳥や手乗りインコ ペットの通信
販売 | キッ〇〇ココ ペット部
小鳥やインコオウム鳩など鳥の通
信販売、ペットのエサや器具のネ
ットショップキッ〇〇ココです。
ここで間違いないようです。
（Ｍ）はい
まいにちはいやくおきてとりにみずとえさをあげてはなにみずをあげていろいろなことやり
ます
ときときおわってるときすごいおこった
(榑松)ざいりゅうカード みせて
（Ｍ）私はガンマンできないからもにげる
でもいまはわたしのこはいはとてもかわいそ
はい
私はちがいこやってないでもまいにちおこるから
もがんまんできない
にげるはだめ
でもがんまんできないらら
から
もしにげないときたぶんべとなむかえる
私はにほんにくるときいっぱいおかねはらった
私の音さんはびおきしたりおかあさんはもびおきな
ったから
にげるもたいへんでもしごとおわったときねることができます
けんしゅせいときねるとかごはんつくるとかいつもやちょのかおみてる
こわい
いままでいつもゆめあ ry
ある
日本人いしょはたらきます
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はなせた
うそってない
Video もうある
おねがい
にげるはとてもたいへんいつもしんぱいするから
こはいにげるだめ
いっぱいもんだいあった
私はかしゃでしごとをやるほしい
今はなんみんかどもうだめからたぶんわたしのかどおわったときべとなもかえる
けんしゃつとかにゅかんとってるときぜんぶだめなった
(榑松)わたし ついてる だいじょうぶ カード みせて
（Ｍ）だいようぶですか
けんしゃつかまない
ベトナムまだかえりたくない

そこで岐阜の実習生たちの動画をみせて励ましました。
(榑松)みんな にげない うったえた
（Ｍ）私はもうにげた 3 かげつぐらい
今わたしのかどはどこかでいってもだいよぶ
にゅかんはしってるときちょっとしんばいする

これで実習生であることと、住所、監理団体については確認ができました。しかし驚い
たのはこの後です。
＜動画＞
鳥の餌やりをしている動画と指導者の声
さらに続く怒鳴り声
「ジムショは いつ 掃除するんだ
バカかあ、こらあ
なに チンタラやってるんじゃねえ
掃除しろよ こら
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こら

もう

おまえら 何を教えてるんだ このボケえ
おまえらがグウタラだからだ バカあ
おまえも出てけ お前みたいなやつ いらねえよ
逃げたらいいだろう ベトナム 逃げれ ほら」
これはただ事ではありません。すぐに助けなくては。すぐに通訳を頼むことにしました。

（Ｍ）私はベトナムごはなしてもいいですか
（榑松）わたし はなせない かみに かいて つうやく たのむから
（Ｍ）はいわかりました
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（２）メッセンジャグループ キッ〇〇ココ
フェイスブックのメッセンジャグループを作成しました。
グループ名を「キッ〇〇ココ」に設定しました。
2019/03/02

23:19 (土)

通訳のＡさんもただ事ではないと感じ、次の日深夜までかけて長いメッセージを翻訳し
て くれました。
===========
会社名：有限会社キッ〇〇ココ
http://www.ki〇〇ou.com/prof.html
http://www.ki〇〇ou-pet.jp/user_data/rule.php
http://www.ki〇〇ou-pet.jp/blog/?p=2970
監理組合：コ〇〇ユニオン協同組合
https://xn--zcklx7evic＝＝＝＝c1qeqrozh7c.com/companies/7100005009400
私が日本に来たのは 2017 年 5 日 12 日です。
日本に来て 1 ヶ月組合にいましたが、勉強できる日は手で数えるほどしかありま
せんでした。
主に工場で同僚と一緒に働いていました。
仕事が正式に始まったのは 6 月 10 日です。
ベトナムの送り出し期間は h〇〇-htd です。
https://du〇〇〇〇haulaodong.com/
有限会社キッ〇〇ココには 12 人の実習生がいます。
4 人が逃げました。
10 月に 3 人が戻ろうとしましたが、戻ることは許されませんでした。（＊ここは翻訳
に自信がありません。すいません。）
現在、会社には 8 人の実習生が残っています。

５

毎朝、6 時 45 分に起きて鳥小屋の掃除と餌やり、植物に水をあげて、掃き掃除を
しなければなりません。
8 時に会社につきます。仕事は 9 時から始まりますが、早く行って掃除をしなくて
はなりません。
私は夜 9～11 時まで仕事をしなくてはなりませんが、給料は一番多いときで 14 万
千円でした。
また、１年目は１時間か 30 分の残業代しか払われず、給料は 10 万 2 千〜10 万
5 千〜10 万 8 千円しかもらえませんでした。
私は給料明細は持っていません。（＊送ってきた写真は他の人の明細だと思いま
す）
休日は日曜日 4 日と土曜日 2 日、祝日が休みです。
私は機械操作のしごとですが、最初の 1 年は鳥の餌やりと鳥小屋の掃除をする
ために夕方 3 時に一度帰らねばなりませんでした。
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ビデオの中で怒っている人は社長です。怒られている人は先輩です。
その時、私はお風呂に入っていたので、何が起こっているかわかりませんでし
た。
社長は私にすぐに服を着て外に出るよう言い、私を指差して怒りました。
理由はわかりません。
現在、私が逃げてから 3 ヶ月経っているので、入管が私のカードをロックするのを
恐れて在留カードの写真をとってあります。
もしロックされたら、私は避難する機会も移動の自由もなくなります。
日本に来てからいつも私は夜 6〜7 時に帰宅しますが、私は夜 10～11 時まで社
長と一緒に鳥の世話をしなくてはなりません。
そして毎回、社長は私を食事に連れていきますが、とても強迫観念を感じます。
なぜなら社長は私にたくさん食べさせようとし、そのために私はいつも食事を吐か
ねばならないほどでした。
仕事から帰ったら他にも、赤ちゃんの面倒をみなくてはなりません。
社長は、ベトナム人は寝すぎるといって、一日中罵っています。
そして私にパンを与え、私が食べるのが遅いと、社長は私がまだ食べているパン
を土に投げて、犬に食べるように言います。
私と先輩が外に遊びに行って帰ってきたら、社長に罵られ帰国願いを書くように
圧力をかけられました。
また、一緒に住む同じ年の友達の一人は、あまりにも罵られるので OTIT に訴え
ると言いましたが、社長は帰国させると脅します。
そしてその子は 1 週間仕事を休まされました。
1 週間後、仕事に戻ると、彼女を差別して誰もその子に話しかける人はいません
でした。
なぜなら私達は怖かったので、彼女に話すことは、とてもはばかられました。
数人の先輩が行くと、（社長が？）更に沢山罵り始めます。
休日は私は遊びに行けません。草むしりと掃除をしなくてはなりません。
遊びに行きたいとお願いすると、とても沢山怒られます。
1 年間、私達は電話を使うこともできませんでした。
一度、私は土曜日の朝早くから掃除のために帰らなければいけませんでした。
12 時 55 分に家に戻り、用事があって 1 時間 5 分〜10 分、外に出ました。
外から帰ったら、社長の部下が私をどなり、25～30Kg ある食物の袋を運搬させ、
さらに私を怒りました。
8 月に私がおたふく風邪にかかって帰宅前に病院に行くとき、事務所の人は事前
に（社長に？）報告していました。
それで私が自転車で家に帰るとき、社長は私を怒鳴りつけ、追い払いました。
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その時、事務所の人は私を別のところに迎えに行っていました。
そして社長は更に私を怒鳴りつけ、プレッシャーを掛け続けました。
新人が仕事でミスをしても私が怒られます。
ある日、数人の先輩がにんにく料理をしていたら、とても沢山罵られました。
そして私が何もしていない（休んでいる）と、社長は私を呼んで 1 週間仕事を休ま
せるから、考えろと言いました。
でもその時、私は何も間違ったことはしていませんでした。
その後、私はまた罵られ、社長は私に逃亡しろと言いました。
その時、何もしていないのに怒られてばかりで、私も腹が立ちました。
ですから書類を持って逃げました。
私はもちろん怖いです。でも帰国させられるか、逃げるか、なら逃げます。
なぜなら私は（日本に来るまでに）沢山のお金がかかってます。
これは私が逃げたときのベトナム側の人との会話です。（＊メッセンジャーの会話
スクリーンショット）
ただ（戻れと）言うだけで、何も助けてくれません。
もうこれ以上、我慢できないことが多すぎます。
それでつらすぎて、同じような境遇の人のところに逃げました。
私は借金がたくさんあります。今帰国したら借金の元金が残ったまま 2 年間何も
できなかったことになります。
どうか私を助けてください。
今もまだ会社にいる人は未だに電話を使えていません。どうか手伝ってください。
私は今、逃げているのでとても怖いです。
===========
すぐに実習機構に訴えるための委任状を書くように通訳してもらいました。しかし彼女は
ためらいます。
2019/03/04

0:41 (月)

榑松さん メッセージ翻訳です： 榑松さんに聞いてください。 榑松さんは私の安
全を確約できますか？ 警察がいっぱいいるので、とても怖いです。 入管に在留
カードを切られたら、もうどこにも行けなくなります。
2019/03/04

6:39 (月)

(榑松）これだけ しょうこが ある にゅうかん ほごして くれる
（Ｍ）ちょっとかんがえてもいいですか
みんなはもこわいなったから
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2019/03/6

21:07 (水)

(榑松）みんな こわい？

（Ｍ）はい とても こわい
みんなは 1 かげつせんたいる
かいしゃのひとやない
くみあいひとです
私の社長もくみあいしゃちょです
それからどこでもはなすできない
（榑松）これで十分です。
入管と機構に訴えて、彼女を守ることができると伝えてください。
会社を変わりましょう
榑松さん 翻訳です： 組合の社長は会社の社長なので、誰にも何も言えません。
私達は OTOIT の人に来てもらえるように頼みました。 でも書類を確認するだけ
で、会って話をしてくれません。 新人がミスをするたびに、社長は私を呼んでしか
ります。 もう我慢が できません。 これ以上いたら、電話を取り上げられる恐れ
があります。 （誰にも助けを 求められなくなるのが、怖いと考えて） だから逃げ
ました。
（榑松）わたしが あなたを まもります
（Ｍ）おねがいします
（榑松）きょう、 ほかの じっしゅうせい かいけつ しました
みんな がんばって うったえ ました
にゅうかん あなたを まもります
榑松さん 翻訳です： 榑松さんに助けてもらえるよう伝えてください。 私は、今す
っからかんです。 会社にいるとき、私の給料は控除前で 10 万円位しかありませ
んでした。 2～3 ヶ月は 13～14 万円のときもあり、私の友達は OTIT を呼びまし
た。 その後、全員残業をするのをやめました。 そして私達への圧力がひどくなっ
てきて、逃げました。 私は証拠 を作るため、ベトナム側との会話や日本人との
会話の録音も持っています。
（榑松）いにんじょう かみに かいて
しゃしんで おくってください
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翻訳です： 委任状は週末に書きますね。 訴えが間に合わなければ、私は帰国
させられますか？ 会社には多くの人がいますが、私一人でも勝てますか？
ここにまだ会社に残っているＴさんもグループに入れました。
2019/03/06

22:41(水)

（榑松）いにんじょう かみに かいて いにんじょう ぎのうじっしゅう しんこくを く
れまつさいち に いにんします。 でんわ 090-＊＊＊-7248 ひにち なまえ サ
イン
かみに かいて しゃしん
榑松さん 翻訳です： もし今、私が訴えれば、私のビザは延長されますか？ あ
た、私のビザは通常に戻りますか？
（榑松）うったえれば きこくしない ビザ だいじょうぶ
榑松さん 翻訳です： 私が委任状を書いたら、最後まで榑松さんは助けてくれま
すか？ それ以上、私がすべきことは何もないですか？ 警察は私を捕まえませ
んか？ どうぞ助けてください。
T さん翻訳です： こんにちは、榑松さん 私もキッ〇〇ココの実習生です。私は
榑松さんが、私のような不運な境遇にいる実習生を助けていると聞きました。
私は日本に来て 7 ヶ月強です。もし今、私が会社を訴えた場合、私達はいくつか
の明細とタイムカード、鳥の世話をする写真しかありませんが、それでもチャンス
はありますか？ 私は帰国させられるのがとても怖いです。
（榑松）ろくおん ある だいじょうぶ
T さん翻訳です： 社長が「もし私が言うことを聞かなければ、帰国させる」と言い
ます。
Ｍさん翻訳です： 何人かの先輩は、試験が近いです。 私が訴えたら影響はあり
ますか？ もし社長が先輩たちに圧力をかけたらどうしたら良いですか？ 来週、
社長は先輩 たちを外出させます。 でも先輩たちは掃除と鳥の世話のため 7 時に
会社に来なければ いけません。 このようなことは違法じゃないですか？
何かあったら榑松さんに助けを求めます。 今週末、私達は訴訟のために委任状
を書きます。 どうか私達を助けてください。
残業代はもらえません。注意深く仕事をしないと、怒鳴られます。 先輩は私のお
姉さんです。 社長は先輩とお姉さんに、外出を許可しました。 でも 7 時に会社に
行って、掃除するのが条件です。 私は先輩たちと 2 ヶ月一緒にいました。
12

T さん翻訳です： いつも社長が一緒にいて、怒ってばかりいるので、私はアパー
トを引っ 越したいとお願いしました。

（３）機構への申告
グループにＴさんも入ったことでＭさんも少し勇気がでてきようです。やっと実名を教え
てくれました。
（Ｍ）私は〇ンです グイエ〇〇〇ン
2019/03/08

20:33 (木)

その間に地元の友人からの情報で本業は金属加工で、ペット部を後から作ったよう
でした。ペットの店舗の道沿いの 1 キロ圏内に３つの事業所がありました。Ｍさんはほと
んど持たずに逃げてきましたが、Ｔさんから契約書（職種：機械加工）や会社の写真が
送られてきました。早朝にペットショップの草むしりや掃除をしている写真も届きまし
た。

（Ｔ）榑松さん 以前、私は朝に鳥たちに餌をあげてから、仕事に行き、3 時にまた 戻
って餌を上げて、鳥小屋の掃除をしなくてはなりませんでした。 現在、先輩たちは朝
起きて掃除をして、8 時から鳥に餌をあげる仕事をします。 いつも鳥の世話をするた
めにそれぞれが準備をしから家を出て、7 時に鳥小屋に行って、まず掃除をしなくては
なりません。
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Ｍさん翻訳： 庭です。来日した新人が 1 ヶ月ここで鳥を売ります。
Ju〇〇 Do さん はい。センターがある庭です。 現在 7 人の子たちが新しく組合に来
ました。ペット部の庭と 鳥小屋で草抜きや鳥の世話をします。 同じ敷地内に組合
の建物もあります。
それでも不安は付きまといます。
T さん翻訳： 私達が社長を訴える間、社長は今までのように私達を怒鳴りますが、
更に私達に暴力を振るったりしますか？
もし榑松さんの言うことが正しいなら、この会社はとても悪い会社です。 すでに 多く
の時間が失われましたが、私達は別の会社に移れるのでしょうか？
Đ 翻訳です： 私は WiFi を持っていますが、4 ヶ月も経ってしまって、沢山のお金を
友達に借りています。 仕事に行けないので借金を返せません。借金が借金を生
んでいます。
（榑松）Ｔさん わるい かいしゃ です。 （OTIT の HP からベトナム語版を紹介） Ｍさ
ん わたし あなたを まもります。
おかね だいじょうぶ ビザ さきに とります
Ｍさん翻訳です： 私は考えてみます。というのも、５０％の確率で私は全てを失っ
てしまいます。 考えたら榑松さんに返事をします。
T さん 私一人でも訴えられますか？
（榑松）Ｔさん いいです
(Ｍ) ちょっと考える
おかねもないから
もし しっぱいときはどうですか
T さん翻訳です： 訴えたら、社長が更に怒ってここでの暮らしが困難になるのを みん
なが知っています。
（Ｍ） ちょっと しんぱいする
あした りょしんからききます
それは へんじするです
おねがいします
2019/03/08 10:02
榑松さん メッセージ翻訳です： 今日はちょっと雪が降って、とても寒いです。私
達は庭に行って仕事をしなくてはなりません。 榑松さんに聞きたいことがありま
す。 もし社長が私達に被害を与えるために誰かを雇って、私達が榑松さんにそ
れを伝えるのが間に合わなかった場合は、どうしたら良いですか？ あるいは、私
達に何かそのようなミスを起こし、私が一人で訴えて買った場合、キッ〇〇ココに
いる全ての実習生は会社を移動することが出来るのでしょうか？
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（榑松）みなさんは、 だまっていて ください。 しらない いって
Ｄさん、 あたらしい かいしゃ みつけます
だいじょうぶ ビザも とります きてください
榑松さん T さん翻訳です： 榑松さん私達を助けて下さい。 私達はここで頑張っ
て働いてますが、社長は私達を人間としてみていません。
（榑松）きかい しごと さがします
ビザも だいじょうぶ
（Ｍ）ちょっと考えるです
まだわからないです
2019/03/08 13:36

榑松さん T さん翻訳です： 助ける方法を探してくれて、ありがとうございます。
この後、やっとＤさんが在留カードを見せてくれました。これで手続きができます。

榑松さん 翻訳です： これは私の在留カードです。 どうかサポートお願いします。
（榑松）Ｍさん げつようび かなやま まってる
きていにんじょう かいて サインして ください
これでやっと申告の準備が整いました。訴えるのは実習生本人です。私は申告の支援
をするだけです。
技能実習機構への申告が
2019/03/11 13:16。

（榑松）(通訳Ａさんへ）
機構に申告しました。
とりあえず、逃げた実習生については移籍を認めるので名古屋で探してもらうこ
とにしま した。
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会社への調査については、時間がかかりそうです。長野県事務所が別件で忙しく
対応が遅れるそうです。
怒鳴られた実習生は今週からアパートに引っ越しています。朝の掃除と日曜日の
犬の餌 やりが引っ越しの条件になりました。実習生には調査にはいるまで、そ
の間我慢してもらってください。
どうしても、我慢できないときは、逃げる前に私に連絡してください
Ｍさんからの委任状とこれまでの経過をまとめた申告書をもって技能実習機構名古
屋事務所に申告に行きました。担当者も社長が怒鳴りまくる動画をみて驚き、すぐに
受理されました。Ｍさんの移籍についても了解いただきました。会社の処分について
は機構本部を通じて長野事務所に対応してもらうことになりました。
３人が引っ越し
３月になって後輩の３人が社長宅からアパートに引っ越すことになっていました。しか
しペットショップの掃除は引き続きやらされるようです。
2019/03/09 13:32

（Ｔ）榑松さん 私達が外に住みたいと言ったら、私達は土日に鳥の世話をする必
要がなくなりましたが、建物の掃除とセンターの周辺の掃除はしなくてはなりませ
ん、 これらは私達がアパートに引っ越す時に、社長が私達の渡したいくつかのも
のです。
（Ｔ）これは私と一緒に働いている先輩の在留カードです。 先輩も参加したいと言
って ます。
（Ｍ）以前私がそこにいた時、しごとはとても大変でした。 仕事が終わっても、
社長が満足しないとまた怒られます。 休みの日はいつものように怒られます。
私が家にいると夕方３〜５時まで働かされます。それが家を出る条件です。 何人
かのお姉さんたちがまだ来日する際、私と社長は 6 時 から起きて掃除を終わら
せ、鳥や犬などの動物に餌をあげていました。 その後、掃き掃除を 1 時間〜1 時
間半くらいしなければなりませんでした。 休みの日も庭の草取りをしなくてはなり
ません。 8 時に起きて 11〜12 時まで作業して、ようやく帰れます。 早く帰ると社
長に怒られるのが怖かったです。 4 ヶ月連続で、6 時 15 分か 7 時に家に帰ったと
きも、社長は私達を夜 11〜12 時まで連れ出しました。 社長が怒るのが怖くて、
行かないとは言えませんでした。 ある日、私は何もミスしていないのに、怒られ
ました。 顔を指さされて注意され、私はずっと謝らなければならず、社長は私が
かぶっている会社の帽子を奪い取って地面に投げつけました。 他にも洗濯 した
くても、社長はどの日も「水がもったいない」と言って洗濯させてくれず、洗濯 物が大
量に溜まったあとにやっと洗濯させてもらえました。
（通訳）榑松さん 社長の部下との会話の音声データ確認できました。
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新しいアパートに引っ越す際の会話です。 概ね以下の内容です。（2 分 10 秒くら
いから） ・新しいアパートに引っ 越せたことについて ・いつもどおり平日の朝は 8 時
20 分くらいから仕事をすること ・休日は犬などに餌をやること、時間は指定しないが、
早く行かないと犬がお腹をすかせてしまう ・それが嫌なら嫌だと言いなさい。帰国さ
せる。 ・アパートの注意事項伝達、及び何かあれば社長じゃなく部下の自分に相談
すること
以上となります。

（４）強制捜査へ
３月 20 日の参院法務委員会で質問
Ｍさんの申告は受理されましたが、長野県は機構東京事務所の出張所のため、本
部を通じての連絡になります。すぐには調査にはいれません。そこでちょうど開催中の
国会で日本共産党の仁比総平さんに取り上げてもらうことにしました。

3/20 の参院法務委員会で国からは鳥のえさやりの残業代と二号試験について対応
すると回答がありました。
「技能実習機構、それから制度所管庁である法務省、それから厚労省も協力をして
実態の解明に努めるとともに、必要な支援、これは今御指摘の転籍支援ということも含
めてになると思いますけれども、これを行っていくというのは当然でございます。」
３月２９日に機構長野事務所が調査
この質問の直後に機構長野事務所から電話がありました。出張所は職員の数も少なく、
なかなか現場調査にいけないなかで、やりくりしているようでした。やっと 29 日に機構の
調査が行われました。
2019/03/29 22:26

（Ｍ）社長いった みんな あしたから ベットショブしょじしないです
それはどうですか
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（榑松）しゃちょう おこった？
（Ｍ）おこってない
でも 8 じから 10 じまではなします
（榑松）なに はなした？
（Ｍ）ベットショブをしょじするときおみやげある
（残業代のことかな？）
みんなはがんばってないからにげる
社長はうしょ（ウソ）
（榑松）otit あなた きいた？
（T） はい
（榑松）しゃちょう こわい はなした
（Ｔ） はい
榑松さん Ｔさん翻訳です： 昨日、社長はキッ〇〇ココの中でベトナム人だけが入管
に通告 した、と言いました。 今日から私達 3 人だけが鳥小屋に行かなくて良いこと
になりました。そして 3 人のフィリピンの子たちは 1 ヶ月だけ鳥小屋に行かなくて良い
ことになりました。 キッ〇〇ココには他にもリンさんという子がいます。 1 年前、社
長といざこざがあり、社長はリンさんを株式会社キッ〇〇ウの箕輪工場に行かせま
した。 昨日、入管が来て、社長は不安になってリンさんを数日間私達と一緒住まわ
せることにしました。 でも私が家賃についてどうするか質問したら、社長は 1 ヶ月だ
けだ、リンさんは 4 ヶ月後に帰国するから、と言いました。
今朝、社長が会社に来た時、会社の通訳が社長に「ムンさんが入管に電話をし
た」と言いました。 その後、社長は「ムンさんは逃げて法を犯した人なので怖くな
い、昨日あなたたちが、社長を悪く言おうと良く言おうと、なんの影響もない」と言い
ました。
実習生たちは昨年も機構に相談し、調査が行われていました。しかしその時は鳥のえ
さやりを確認できませんでした。今回は動画をみてもらったので、えさやりの事実は確認
しましたが、今後はやめることで帰ったようです。機構には強制捜査権がないため、処分
にはならないようでした。
ＮＨＫで全国放送
４月１日、夕方９時のＮＨＫ「ＮＣ９」で新元号発表が延々流されたあとに、入管庁発足
が報道されました。初代長官を紹介したあと、ところで「現場ではこんな問題が」といきなり
社長の怒鳴り声が流されました。ここでＭさんはペットショップで働かされていたことを話
し、社長が怖いと話しました。会社はペットショップでのえさやりを「日本語を覚えさせるた
め」と説明していました。
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(ＮＨＫニュース９ 2019 年 4 月 1 日)
これは国会質問のあと問い合わせがあり、３月２２日に愛労連の事務所で取材を受け
ていたものです。機構の調査が行われるまでは放送しない約束になっていました。２９
日に調査が行われたので了解したところ、このタイミングでの放送になったものです。
2019/04/02 9:42

（Ｔ）昨日、社長はテレビ（ニュース）を見ました
でも社長は怒りませんでした。
そして、通訳の人に私達と話をするように頼みました。
そして「先週なにか言いましたか？今後、入管のと接触しても何も話さないでくださ
い。」と言いました。 現在、社長は鳥小屋の世話をさせず、（普段の）仕事には慣
れています。 なにか言うとすれば、今後会社はたくさんの問題に直面することで
す。 社長はムンさんが訴えたと言いました。今は会社にいる全員のために、今後
数週間は、どうか何もいわないでほしいと私達に言いました。
でも社長は鳥小屋の世話をさせるのをすべてやめました。 実習生はもう叱られず
掃除もさせられません。
４．３東京入管 強制捜査
この報道の２日後、今度は強制捜査が行われました。東京入管と労働局が動いたもの
と思われます。入国在留庁発足してわずか二日後、放送の翌日には決まったものと思わ
れます。この日、残っていた実習生たちが機構長野事務所に保護されました。
2019/04/03 17:24

Ｔさん翻訳です。 榑松さん、今日、入管が私達を長野に送りに来ました。（OTIT
だと思います。） 彼らが言うには 3 ヶ月以内に新しい会社が見つからなければ、
私達は帰国するそうです。 私達はとても心配です。
榑松さん 私達の給料はどうなりますか?
（榑松）仕事がみつかるまで当面の生活費はもらえます。ホテルはタダです。
（Ｔ）今朝、入管（OTIT)が私達を訪ねてきて、現在、長野の会社に入ることはでき
ますか？ と聞きました。働きに行けるなら私達はどこでもいいですと答えました。
待ってるだけでは不安すぎます。
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2019/04/05 13:35

（Ｔ）一時的でも仕事ができるように手伝ってもらえませんか？ このまま仕事もなし
に待つだけだと、病気になってしまいます。
（榑松）法律で新しい会社が決まるまでは仕事はできません。 その間の住居と生
活費が保障されます。 休んでいる間は３年間のビザ期間に含まれませんので、３
年分は働けます。 その間に日本語を勉強してください。 いま、いるところをおしえ
てください
しごと ない あいだ にほんご べんきょう してください
みんな ききたいこと にほんごで かいて
（Ｔ）私達は 4 月 3 日〜4 月 9 日までのお金として 7000 円受け取りました
機構はビジネスホテルをシェルターとして確保して実習生たちを保護してくれました。生
活費として１日千円を支給してくれたようです。（当初 1,500 円と聞いていましたが、朝食
付きのため千円だそうです）
すると会社は実習生たちがどこにいるのか聞いてきました。
榑松さん キットウココの通訳の人が、私達が今どこにいるか、聞いてきました。
（榑松）ちょっと まって きこうに ききます
つうやくに いって ください
あなたたちの ばしょ おしえない
（Ｔ）榑松さん 社長が「ホテルにいるお姉さんたちは 1 年目の試験を会社でうけな
ければならず、できなければ帰国させる。」と言っています。 試験で使う機械を今
はまだ教えてもらっていないので、うまくできるかプレッシャーで怖いです。
（榑松）それも、 きこうに はなします
（Ｔ）はい
（榑松）しけん きこうに はなした
だいじょうぶ
キッ〇〇〇コには かえりません
少し時間がかかるかもしれませんが、これで大丈夫です。
この間に日本語勉強しましょう
はい。わかりました。私たちは日本語を勉強してる。
えさやりの残業代請求
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実習生たちはキッ〇〇〇コを離れることにはなりましたが、早朝からペットショップの掃
除や鳥のえさやりをさせていた賃金は払ってもらえませんでした。そこで労基署に不払い
賃金で申告することにしました。
会社はえさやりをさせていたことは認めていますが、時間の記録がありません。そこで
実習たちにカレンダーに書いてもらいました。
2019/04/08 14:14

あさの そうじ、餌やり やった ひ じかん カレンダーに かいて ください ざんぎょ
うだい
せいきゅうします
榑松さん：Ｔさん翻訳
私達は 1 枚の紙に書きました。 （カレンダーではなく、まとめて書いたそうです。）
カレンダーの写真ですが、とりあえず１ヶ月書いてみたそうです。これで良いでしょう
か？ 「補足」 ・赤丸は祝日と休日です。 ・休日の Sáng 9h～10h = AM9:00～10:00
ペット部（組合センター）の庭掃除、くさ抜き、鳥と犬の餌やり ・平日の Sáng 6h~7h =
AM6:00～7:00 ペット部（組合センター）の庭掃除、くさ抜き、鳥と犬の餌やり ・平日
の Chuồng chim 8h15～10h = AM8:15～10:00 ペット部の鳥小屋の掃除や餌やり ・
全日の Tối 22h～22h30 = PM10:00～10:30 組合センター事務所の掃除

これを労基署に提出して、調査してもらうことにしました。
信濃毎日からの取材
ＮＨＫの放送をみて地元のマスコミから取材が入りました。そのうち信濃毎日が長野県
に残っている実習生を取材したいと申し出がありました。実習生たちもこれにこたえてくれ
ました。
（Ｔ）はい。わかりました。5 月 13 日に私たちはしなのまいにちしんぶんへじぶんでい け
ます。
(信）ありがとうございます。 それでは、５月１３日 ごぜん１０じに しなのまいにちし
んぶんで あいましょう。
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そこに機構から会社が３人の残業代を払うという連絡がありました。移籍先についても
頑張ってくれているようです。
2019/05/28 11:54

（Ｔ）くれまつさん。私たちは新しい会社のメンセッツに合格しました。いろいろお世
話になりました。心からありがとうございました。
新しい会社が決まったことをうけて記事が掲載されました。

（信濃毎日２０１９年６月４日）
2019/07/03 14:55

(榑松）ＯＴＩＴからでんわ ３人の ざんぎょうだい ふりこんだ
ムンさんの ぶんも はらうよう いいました まだ これから
T さん おかね もらった？
2019/07/03 20:23

榑松さん T さんからメッセージです。 私達は口座を確認しました。8 万 8 千円を受
け取りました。

（５）あらたな移籍先の確保へ
3 月の申告で移籍を認められた直後から愛知県内での移籍先を探してきました。以前
タン君事件（2015 年）でお世話になったＯさんが、今回も力を貸してくれることになりまし
た。
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機構名古屋事務所も情報を提供してくれました。会社の不正で移籍が必要になった実
習生を受け入れる場合には人数が緩和されます。機械加工ですから愛知県ですぐに見
つかると思いました。ところが今春から中国問題が発生し、自動車下請けでは実習生の
受け入れを絞っているようでした。
５月には在留期限が迫り、連休明けに短期滞在（３か月）へのビザ更新の手続きをし
ました。いっぽう、長野で保護された３人は新たな受け入れ先への移籍が決まりまし
た。
2019/05/28

（Ｍ）みんなは新しい会社あった よかったです ありがとうございます
私の会社はまだありませんか
広がる支援の輪
６月２３日「アジアンカフェ」
コープあいちのみなさんが多様な文化の出会いをつくるアジアンカフェにＭさんを招い
てくれました。
名古屋市千種区の生協本山生活文化会館で開催され、留学生やアジアに関心のある
生協組合員さんたちと交流しました。

またこの日の午後には反貧困ネットワークあいちの総会で外国人実習生問題の報告が
あり、Ｍさんが紹介されました。中日新聞の取材があり、翌日の新聞に不正を訴えたＭさ
んが新たな移籍先を探していることが紹介されました。
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（中日 2019 年 6 月 24 日）
フェイスブックでも移籍先の紹介をお願いしました
2019/06/24 8:24

機械加工の会社なのに早朝からペットショップで鳥の餌やりをさせられていた実
習生。社長の部屋の掃除が汚い、お前なんか出ていけと怒鳴られ逃げ出しました。
3 月に機構に訴え、４月には強制調査も行われて残った実習生はすでに別の会社
で働いていますが、訴えた彼女はまだ移籍先が決まっていません。フライス盤の
仕事です。心当たりのある方は機構名古屋事務所に紹介ください。
７月に長野労働局からの調査
長野の３人は先に未払い賃金の支払いがされましたが、会社は最初に訴えたＭさんへ
の支払いを渋っていました。この問題について 7 月 19 日にわざわざ長野労働局から愛
知県まで聞き取りに来てくれることになりました。
愛知労働局が通訳を手配して半田労基署で聞き取りを行うことになりました。この後、8
月になって会社はＭさんにも８万５千円ほどを支払うと言ってきました。しかし、その後も
なかなか見つからず、８月には再度ビザの延長手続きをすることになりました。
ＯＴＩＴ支援申請
ビザの延長を済ませたのち、技能実習機構に移籍先確保の支援要請手続きを行いま
した。これは本来、監理団体が行うべきものですが、キッ〇〇〇コの社長が監理団体の
理事長でもあるため全く協力しません。そのため実習生本人が支援を求めることにしまし
た。
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お父さんの死
８月５日にビザ延長手続きを行い一カ月の短期滞在をとったばかりのＭさんに不幸が
襲い掛かります。
2019/08/19 12:09

（Ｍ）おつかれさまです
すみません 私のお父さんはもうだめんなったから
7ー１０日 ベトナムにかえってもういいですか
おねがいします
2019/08/19 13:09
通話を開始しました。

電話の向こうで泣き声が聞こえます。４月にも父親が病気で入院した。すぐに仕事見つ
からないなら一度帰国できないか相談がありました。しかし、ちょうど移籍先の会社を探し
ていること。いつ面接がはいるかわからないことを家族に話してもらいました。在留期限も
迫っており、移籍先が決まればすぐに手続きする必要がありました。
この時、家族に帰れないことを話してもらいました。 とてもかわいそうなことをしました。
2019 年 8 月 19 日 13:47

（Ｍ）あした帰ってもいいですか
くこのきっぷかいます
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機構名古屋事務所に入管出身の方がいるので、事情を説明しました。
「帰国することはできます。しかし、その場合は機構にだしている移籍先支援が打ち切
られることになる」ことがわかりました。
それだけではありません。彼女の技能実習での在留資格は５月で切れて、この時は新
たな移籍先確保のための短期滞在ビザになっていました。短期滞在中の一時帰国・再
入国は認めららえず、「帰国すると技能実習での入国申請から行う必要がある」と言われ
ました。それでは送り出し機関に払う費用もかかりますし、日本で面接すらうけることがで
きません。不正の申告で移籍が認められたのにあまりにひどい仕打ちです。
名古屋入管にも相談しましたが、短期滞在期間中の一時帰国は例がなく、名古屋入管
で判断をすることはできないと言われました。Ｍさんに事情を説明し、帰国しても必ず新
しい会社を見つけて日本に来れるようにすると連絡しました。
その夜Ｍさんからメールがありました。
2019/08/19

20:11

（Ｍ）もう だいようぶです がんまんできるから いろいろ合わせてくれましたから あ
りがとうございます
(榑松）ごめんね まにあわなくて

otit の Ｙさんもいってました

（Ｍ）もう だいようぶです
ありがとうございます。
8 月 20 日法務省へ帰国許可要請に
この日、衆院の藤野議員に事情を説明したところ、「明日午後４時に入管の担当
者を呼ぶので東京まで来てほしい」と言われました。
翌 20 日、急きょ昼から有休をとって議員会館に向かいました。すると入管の係長
から「お話は名古屋入管から聞いております」と言われました。経過資料も用意する
ように言われていたのですが「もう頂いていますから結構です」というのです。その
場で「明日名古屋入管で手続きしてください」と言われました。名古屋入管が事情
を説明して許可するように話しておいてくれたのです。感謝です。
8 月 20 日 16:55

Ｍさん、 よろこんで いっしゅうかん かえれます あした、 にゅうかん いきます
K さん（通訳）今日、東京で入管と話しました。
9 月 5 日のビザ期限までであれば再入国許可を検討するので申請書を出すように
言われました。一時帰国しても引き続き otit の移籍先支援を受けられます。
今月中に帰ってくれば大丈夫です。
明日の朝に一緒に入管にいくので、M さんに 10 時に名古屋入管に来るように伝え
てください
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８月２１日、名古屋入管にＭさんといって一時帰国手続きを行いました。機構名古屋事
務所からも経過を説明していただいていましたので、その場で法務省への説明資料を作
成してもらい、午前中にすべての手続きを済ませてくれました。
さらに、統括からは「再入国するときに管理官が戸惑うと思うのでその時にはこれを出
すように」とサイン入りの名刺をつけてくれました。それほど例外的なことだったのだと
改めて感謝しました。
2019/08/22 9:38

（Ｍ）ぜんぶ手続きが おわりました
今から 彦機に入る です ありがとうございます
今から帰るです ありがとうございます お父さん

新たな受け入れ先が見つかる
そして、Ｍさんが帰国している間にこんないい知らせが入りました。移籍先がみつか
ったのです。
2019/08/29 17:32

（Ｋ）こんにちは！
co mot cty ok r
co cty gan chi
Giam doc ok roi em oi
o Osaka em na
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榑松先生！！！
〇月工業さん(以前Ｆさんを受け入れてくださった会社です) 承諾くださいました！
女子寮がないのですが〇〇パレスで空きを探してくださって めっちゃ嬉しいで
す！
gan nha chi em ah
o day nhieu ng vn o day
めちゃくちゃ いいかいしゃ、です！
ベトナムでゆっくり してくださいね
愛知県での受け入れ先が厳しいようだということを知った大阪の監理団体の方が、知り
合いに聞いてもらっていてくれました。以前、徳島の事件でも協力いただいていたＫさん
です。ベトナム語がとても上手で通訳もしていただいています。
移籍手続きへ
移籍支援を申請している機構名古屋事務所にさっそく連絡し、名古屋から大阪事務所
に説明してくれることになりました。もともとは長野県事務所管轄の事業所からの移籍に
なるのですが、名古屋事務所が間に入って協力してくれました。
送り出し機関との関係はもとの監理団体が手続きするのですが、全くやらないために名
古屋事務所がいろいろ段取りをしてくれました。認定課長は前の監理団体理事長がキッ
〇〇ココの社長であることを知っており、監理団体を所管する機構本部を通すことが必
要だったのかもしれません。
再度ビザの更新
機構が移籍手続きを進めている間に、葬儀を終えたＭさんが帰国しました。Ｍさんの在
留期限が９月５日まででしたので、再度更新をすることになりました。名古屋事務所から
名古屋入管に連絡をいれてもらい、入管あての文書をもって手続きに行きました。Ｍさん
は帰国後名古屋入管にいき、再度３か月の短期滞在許可をとりました。
（Ｍ）3 かげつもらったです
ありがとうございます
今帰るです
送り出し機関を確認していた機構から「監理団体〇〇〇ユニオンが協力を断って
きた」という連絡がありました。しかしすでに送り出し機関との契約が切れていること
がわかり手続きが進められました。機構名古屋事務所から大阪事務所に全て連絡
してもらい、実習計画に必要な書類も揃えることができました。
M さん大阪へ
2019/09/11 19:17

（Ｋ）こんばんは！
28

榑松先生に一刻も早く、お知らせしたくて朝からずっと写真おくってたんです
受け入れ、環境も です！
彼女の爆買い(笑)

100 均ショップで 11800 円
2019/09/11 19:32

（Ｍ）お父さん アバとまで帰ってきたです
お父さん からありがとうございますお父さん

この後、大阪に引っ越してからも実習計画の届け出や住民票、年金などの手続きに手
間がかかりました。一番の理由は元の監理団体が送り出し機関の情報やＭさんの経歴
資料など一切協力しなかったからです。
技能実習法では受け入れ企業の事情で実習を継続できなかった場合には監理団体が
新たな受け入れ先を確保することになっていますが、できなかった場合には帰国させら
れてしまいます。今回の事件では実習企業の社長が監理団体の理事長でもあり協力を
拒否していました。技能実習機構が事務所を超えて全面的に支援ししていただき、無事
にすべての書類を作成することができました。
さらにＭさんは短期滞在中に一時帰国・再入国するという異例の事態もありました。そ
のためでしょうか、通常なら実習計画が認定されればすぐに発行されるはずのビザが１週
間もかかりました。大阪入管も事情を調べるのに苦労されたのだと思います。本当に多く
の方の協力をいただいたと痛感しています。
10/21 10:21

（榑松）大阪入管から返事がありました。今日 JITCO に書類を渡すそうです
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ムンさん、だいじょうぶ
（Ｋ）おはようございます ありがとうございます
2019/10/22 17:38

（Ｋ）こんにちは
あした朝、私が くみあい まで ざいりゅうカード もらいにいきます。
かえってきたら そのまま てつづきに いきましょう！
木曜日から仕事にいけます！
2019/10/28 7:29

（Ｋ）おはようございます。
本日より正式に彼女は新しい企業にて実習の再スタートとなります。
榑松先生、支援お疲れ様でした。
あとは残りの期間、彼女が仕事や勉強、私生活でも大いに楽しんでくれることを願
っています
榑松先生も季節の変わり目、ご自愛ください

後日談
社長も私の投稿を愛読されているようでした。
10 月 27 日 11:52

怒鳴りまくる理事長の家から逃げてきた m さんに新しいビザがとれました。申告して 7 か
月、4 月 1 日の入管庁発足の日に全国放送された直後にガサ入れ。 この間なかなか移
籍先が見つからず、家族の不幸もありましたが、多くのみなさんに励まされながら仕事に
つくことができました。ご協力いただいたみなさん、報道関係者に感謝致します。 じっしゅ
うせいのみなさん、 にげるまえに、 otit にしんこくしてね。

（榑松）社長が文句を言ってます。
### 全くのでたらめである。我慢をしてきたが本当に許しがたい。２０年以上研修
生を見てきたがこんなにひどい子にかき回され私が日本人である日本国民であ
る私の事を信じず他国の事を１００％信じてこれからの日本、本当に不安になる。
彼女からの暴言も受けて会社中めちゃくちゃにされ私は暴力などしていない。本
当につらい我慢の半年が過ぎた。逃げたベトナム人たちに同乗して鵜呑みにして
いる同国民が居る事に本当に情けないと感じる。真面目に生きてきて言い訳して
いる自分が辛いが偏った考え方をしている同国民が居るとは本当に情けない。ま
だ決定が下されていない中残っている実習生達を３年無事に帰国させる事だけ
だ。 こんな子を変に助けるからさらに逃亡するのだ
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反省はしていないようです。
いっぽう、大阪にいったムンさんはとてもいい人たちに出会えたようです。年明けに
はこんな元気な写真を見せてくれました。お父さんはとてもうれしいです。

法務省と厚生労働省は、令和２年２月 21 日付でココロユニオン協同組合に対し、監
理団体の許可の取消しを通知しました。
また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付で有限会社キットウココに対し、
技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
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