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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 

(1)この５年間に新たな分野で急増 

技能実習制度は 90 年代に海外製品に押される縫製業への対応策として岐阜県、

茨城県などで始まりました(当時は外国人研修生）。2000 年代に入ると輸出優先に舵

を切った自動車産業にひろがりました。大幅な単価引下げに苦しむ愛知や広島、静

岡県の下請け中小企業が外国人研修生を使いました。このあたりまでは主に「安い労

働力」確保が目的でした。 

08年のリーマンショックでいったん減ったものの、2011年の東日本大震災復興事業、

オリンピック関連の公共工事により建設業で拡大します。また高齢化が深刻な農業で

増え、今ではスーパーの食品パックやコンビニ弁当の工場など総菜加工、夜間の作業

に外国人実習生が増えています。「技能の移転による国際貢献」を名目とする技能実

習制度では「人手不足の解消のため」という宣伝は禁止されていますが、いずれも人

手不足が深刻な産業ばかりです。団塊の世代が定年延長の 65歳を超えた５年ほど前

から、この分野で人手不足が拡大していることが下図をみるとよくわかります。 

 

(2)職種の拡大と多国籍化 

 外国人研修制度の創設当初、対象職種は金属プレス加工など１７職種でした。その

後職種を拡大してきましたが基本的には製造業での技能移転が大半でした。以前は

コンビニ弁当のパック詰めは技能と認められず、水産加工などの名目で行われていま

した。ところが 2017 年の技能実習法施行時には介護、ホテルのリネンサプライなどサ
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ービス産業も対象となりました。職種も拡大されて７７職種となりました。その後も空港グ

ランドハンドリング、コンクリート製品製造などの職種が追加され 2019 年 11 月には 81

職種 145 作業となっています。介護では母国に該当する職種がない国のために、前

職要件を緩和し、就業経験がなくても短期間の研修を受けてくれば入国できるようにし

ました。（技能実習「介護」における固有要件について、厚労省 社会援護局） 

 職種拡大もあって、実習生の受け入れはさらに急拡大しています。2018 年は

308,489 人と前年に比べ 50,701 人（ 19.7％） 増加していました（「外国人雇用状

況」の届出状況 2018 年 10 月末現在）。これが同年中の申請認定数（下）では

389,321人と 9万人も多くなっています。2019年の就労数はさらに大幅に増加している

と思われます。建設関係では１号（1 年目の実習生数）だけで２号（２年目・３年目の合

計）を上回り倍増しています。 

 都市部のコンビニ店員は日本の学生アルバイトが担っていましたが、授業に出られ

ないなどのブラックバイトが社会問題となるなかこの数年は留学生が占めるようになっ

ていました。ところが、一昨年東京福祉大事件が発覚し、留学生の確保が厳しくなった

コンビニ業界からは技能実習の職種にする動きが強まっています。 

 

 

(3)職種違反の増加と移籍時の支援 

 職種が拡大する一方で、この数年職種違反が増えています。愛労連への相談では

「産廃」や「解体」での職種違反がありました。今年に入ってからも職種違反の相談は

続いています。技能実習は技能の移転が国際貢献の名目ですので、職種・作業ごと

に使う器具など細かく定められています。ところが産廃処理場で実習生の仕事は手作
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業での分別で、機械を使ったことがありませんでした。 

移籍先の確保は監理団体の責任となっていますが、もともと監理団体の指導がされ

ていないために不正がおきています。不正を訴えたところ正しい職種での移籍先確保

に時間がかかっています。機構は移籍を受け入れる企業への優遇策を講じています

が職種によっては数カ月先になることもあります。 

 

「技能実習実施困難時の届出等」(運用要領） 

 団体監理型実習実施者は、事業上・経営上の都合、技能実習生の病気や怪我（労災を含

む。）の事情等で技能実習を行わせることが困難となった場合・・・ 

技能実習生に対し、意に反して技能実習を中止して帰国する必要がないことの説明や帰国

の意思確認を書面により十分に行う 

技能実習生が技能実習継続の希望を持っている場合には、他の実習実施者や監理団体等と

の連絡調整等の必要な措置を講じなければなりません（法第５１条）。また、次の実習先

が確保されるまでの間の技能実習生の待遇がどのようになっているのかなど、技能実習生

の現状を含めて届け出る必要があります。 

 なお、実習実施者や監理団体が責任を持って次の実習先を確保することが必要ですが、機

構が行う実習先変更支援のサービスを利用することも可能です。  

 

 機構では技能実習生の受入れ先となり得る監理団体の情報の受付及び提供を行う 

「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。しかし問題がある監理団体は移籍先確保にも消極的で、送り出し機関

との契約内容を教えないこともありました。その場合は機構に直接支援を求めます。 

機構では、形式的だとは思いますが「３か月以内に移籍先が見つからない場合には

帰国します」という誓約書をとっています。しかし、これでは不正を受けた実習生が申

告をためらったり、見つからない場合には失踪の原因となりかねません。１号ロの場合

は在留期限が切れたところで帰国させられることが多いようです。しかもいったん帰国

すると機構の支援は打ち切られます。残りの実習期間があれば再度日本にきて実習

することはできますが、送り出し機関にお金を払う必要も出てきます。多額な借金が残

っている実習生はとても不安です。 

 会社の不正が理由で実習ができなかったのに、在留資格がきれると休業補償もなく、

働き始めたら休業中の家賃を請求された例もあります。運用要領には待機中の「待遇

を報告する」としか書かれておらず、宿舎や生活費の保障は明記されていません。帰

国を迫られ、生活費が底をついたために失踪する実習生もいます。 

 「新法」で申告したことを理由とした不利益扱いは禁止されているにも関わらず帰国

させられたり、失踪せざるをえないのは技能実習法の欠点か、運用に問題があります。

実習ができない間の雇用保険の請求や給付が受けられない場合の生活保障、新たな
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移籍先確保を監理団体の義務とするなど強力な指導ができるようにすることが必要で

す。 

日弁連が勧告 

 この問題について日本弁護士連合会（日弁連）が 2020 年 2 月 26 日付で法務大臣

等に対し「技能実習生本人の責によらない理由により技能実習継続が困難になったと

して、実習先変更の申出があった場合には、技能実習生の生存権保護の見地から、

速やかに調査の上、在留資格変更の許否について判断をしめすこと。その判断がな

されるまでの間、就労を許容する等して、技能実習生の生存権を侵害しないための措

置を講ずること」「技能実習機構に対し、速やかに技能実習生からの相談に応じ、必

要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関

係者に対する必要な指導及び援助を行わせるなど、技能実習生の生存権を侵害しな

いための適切な監督権を行使すること」などを勧告しました。 

 私は 2016年 3月に気仙沼から逃げてきたベトナム人実習生の事件で日弁連に人権

救済を申し立てました（前著「外国人実習生 SNS 相談室」）。その結果がこの勧告です。

法務省は「逃げた実習生は帰国させる」とかたくなな姿勢で、監理団体の不正が明ら

かになった後 9か月間も在留資格変更申請を認めませんでした。認められたのは私が

技能実習法案を審議する衆院法務委員会で参考人意見陳述した直後の 5月 27日で

す。今も監理団体が移籍先の確保に責任をもたない事件では、実習機構に対してこ

の勧告書を送付して強力な指導をお願いしています。 

 全文および調査報告書は日弁連のＨＰ「公表資料」に「技能実習生の労働環境に関

する人権救済申立事件（勧告）」として掲載されていますので、活用ください。 

https://www.nichibenren.or.jp/document/complaint/year/2020/200226.html 

  

(4)受験料ビジネス 

 実習生は２年目の２号に移行する前と３年を終了したとき、そして５年目を終了する

際に試験が義務付けられています。以前は県ごとにある職業能力協会が行う技能検

定を受けていましたが、現在では技能検定または民間の技能実習評価試験を受ける

ことになっています。 

 「新法」成立を前に自動車座席シート縫製が新たな職種となり、新たな試験機関が認

定されました。ここでは会員以外の受験料が 60,000円と従来の 3倍になりました。その

後 60,000 円を超える試験機関も出てきました。なかには非会員と倍近くの差をつけて

いる試験機関もあります（（厚労省資料）。 

https://www.nichibenren.or.jp/document/complaint/year/2020/200226.html
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  試験会場が遠隔地の場合にはさらに旅費も実習企業の負担となります。先日は群

馬県のスバル自動車用座席シートをつくる会社から愛知県高浜市の試験会場まで受

験にきていました。また「協会」の会員企業に対しては指導員講習への出席を求めて

います。この指導員にも「協会」が定めた技能評価試験の受験（受験料 6万円）を求め

ています。高額な受験料に実習企業から悲鳴が上がっています。３号試験に落ちても

「特定技能」になれるのに高額な受験料を払う意味がわかりません。 

 受験料が高いことについて西日本新聞が取り上げ、2019 年の技能実習制度中部地

域協議会に JITCOから意見が出されています。 

高すぎる？技能実習受検料 自動車整備士６万８０００円、日本人の３．７倍 合格率ほぼ１００％

 識者「価値あるのか」 西日本新聞夕刊 2017/8/28  

外国人技能実習生の技術や知識の習熟度を測る「技能実習評価試験」を巡り、一部の受検料が「高す

ぎる」と物議を醸している。中には７万円近くかかり、日本人向けの試験と比べて４倍近い職種もある。

実施機関は「受検者が少なく、経費が割高になる」というが、合格率はほぼ１００％と形式的な試験が

大半で、識者は「そもそも高額な受検料を払う価値があるのか」と疑問視する。・・・一方、職業能力開

発協会は受検料の標準額を２万１千円と規定し、日本人と同額となっている。価格設定について、所管

する厚生労働省は「実技は会場代や機材も必要になる。利益を得る目的はなく、妥当性を検証した上

で認めており、適正だ」としている。 

 

コンソールボックスも座席シート試験 

 高級車ではヘッドレストもコンソールボックスも座席シートと同じ布地で作られていま

す。コンソールボックスの技能実習職種は自動車座席シート縫製製品とされています。

自動車の下請けではコンソールボックスしか作っていないのにソーイング研究協会の

技術試験は座席シートだけの試験です（ソーイング技術研究協会 HP「実技試験（初
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級）問題の範囲と基準」）。その他の製品しか作ったことのない実習生は２号の試験を

落ちてしまいます。座席シートが技能実習評価試験職種になるまではこのようなことは

ありませんでした。 

 

公益性にも疑問 

 試験機関には営利を目的とするもの、不公正が生じるおそれがないこと、 労働に関

する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者などについて定めがあります。（技

能実習制度における移行対象職種・作業の追加等に係る事務取扱要領 H２９年７月) 

 日本ソーイング技術研究協会は私が厚労省に指摘するまで会員だけに過去問題を

見せるという優遇措置をとっていました。しかも誰でも会員になれるわけではなく、特定

の監理団体への加入を求められたという会社もありました。認定試験機関としての適正

さが問われます。 

 

（日本ソーイング技術研究協会ＨＰから。現在は削除） 

 この試験のメイン会場は 2007年に「トイレいくたび罰金」（中日新聞 2007年 3月９日）

などで大きな社会問題となった監理団体の元理事長の会社建物で、現在はこの社長

が協会の筆頭理事となっています。この会社はトヨタ紡織の中間協力企業であり、その

系列には実習生を受け入れている中小零細企業が連なっています。トヨタ指定の原材

料はこの会社から仕入れることになっています。試験の会場費も材料費も試験官の費

用もどれくらいかかるか、「協力企業団体」では誰もが知っていることです。また監事に

は協同組合ＡＪの代表理事がついており、ここも座席シートの企業に組合加入を求め

ています。 

 同協会の試験機関として認定がおりた直後の「職種追加に関する連絡会議(第三

回）」には入管、厚労省の担当者のほか経産省の審議官が出席しています。ある国会

議員の政治資金報告書（官報H28.11.25）には同協会の事務局長であるＮ氏が630万

円を貸し付けているなど政治家との強いつながりがうかがえます。 



67 

 

監理団体　技能実習生の保護・支援に関するもの

実習生からの相談に適切に応じていない

技能実習生の旅券・在留カードを保管

33

3

私生活の自由を制限する規則（外泊禁止等） 3

39合計

 
 

(5)機構の権限と監理団体への監督強化を 

 技能実習機構は本部が監理団体、地方事務所が実習実施者への監督指導を行っ

ています。H30 年度には実習実施者 7,891 社と監理団体 2,484 団体への実地検査を

行いそれぞれ 2,752件、1,417件の指導を行いました。そのうち、実習生に直接かかわ

る指導は以下のようになっています。  

 

 2017 年 11 月の新法施行以後の約２年間で監理団体の許可取消が３件、実習実施

者への実習計画認定取消しが 15 件、改善命令が２件出されました。ちなみに三菱自

動車は計画認定取り消し、日立製作所は改善命令となっています。私一人の不正申

告数と比べても実際の処分はとても少なく感じます。 

 

監理団体への指導を 

 私の相談事例では監理団体がまともに指導していたとは思えないもの、監理団体の

指導に問題があったと思われるものが少なくありません。ペットショップ事件の監理団

体について、2019 年３月の参院法務委員会で仁比総平さんが「こうしたひどい権利侵

害が問題になってきて、これを適正化する、そのために監理団体が監理を行うんだと

いうのが、皆さんがつくってきた仕組みじゃありませんか。それが機能していないでしょ

実習実施者　技能実習生の待遇に関するもの

宿泊施設の不備

食費，居住費，水道・光熱費等の負担金額

計画どおりの報酬が支払われていない

残業代が適切に支払われていない

報酬の額が日本人と同等以上でない

764

147

90

237

27

入国後講習に専念するための措置 5

合計 1270
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うと。監理団体を幾ら許可制にしたと胸を張ってみたところで、現にこういう現実がある

じゃないですか。そうした不正を排除することができるんですかと。現にできていないじ

ゃないですか。」と指摘しました。 

 また三菱自動車や日立で不正が発覚した監理団体大手のフレンドニッポンについて

藤野議員が法務委員会でフィリピン政府がフレンドニッポンへの実習生派遣を停止し

たにも拘わらず、日本国内では監理団体の許可が取り消されていないことを問題にし

ました。フレンドニッポンは安倍昭恵夫人との関係も言われています。 

 「新法」では機構本部に監理団体部指導課が置かれていますが、全監理団体を一

巡するのに 3 年かかります。また民間団体である機構は労基署と入管が同席しないと

強制捜査ができません。長野県のペットショップ事件では今回の申告前にも実習生か

らの情報で機構事務所が訪問していますが、餌やりをやめさせることはできませんでし

た。長野県事務所など入管から遠い地域では入管と合同の調査を行うための日程調

整だけでもたいへんです。監理団体の不正に対する罰則を増やし、機構自身に随時

強制調査を行えるよう制度の改善が必要です。 

 機構の地方事務所は指導課・認定課・総務と分かれており、入管・労基署・ハローワ

ークから出向（形式的には一時的な退職）できて、数年で戻る職員が多くなっています。

労基署出身の指導課長の下では労働局との関係が強いいっぽう、入管との関係では

少し距離があるように感じられます。その逆もあるかもしれません。 

 実習生が機構に申告した場合、必要な情報は労働局と入管にも伝えることになって

います。しかし申告を受けた担当者によっては伝わっていないこともあります。私は機

構に申告したうえで、労基署と入管への情報提供も行うことにしています。また、監理

団体指導課は本部にあるため、地方事務所では監理団体を指導しにくくなっています。

縦割りでなく厚労省・法務省共管での専門性が求められています。 

 

(6)書類の増加と追い付かない体制 

 300 ページある分厚い運用要領にはさらに 260 ページもの資料がついており、実習

計画提出に必要な書類は以前に比べて数倍多くなっています。そこに昨年は申請数

が 25％近く増えており、機構事務所は書類の山となっています。(同様の事態は特定

技能を審査する入管でもおきているそうです） 

 書類の種類が多くなるなかで昨年、名古屋空港の入管では偽装された日本語能力

証明書を利用したベトナム人とインドネシア人がつかまりました。ベトナムでは前職歴

や卒業資格などの書類を偽造して売る商売も増えているそうです。しかし建設業など

ベトナムには少ない職種・作業があるため、書類を偽造して日本に送り込む組織もある

ようです。（後述） 

 在ベトナム日本大使館が注意を喚起しています。 
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(7)事後対策と「二国間覚書」の限界 

 2019 年 12 月 24 日に佐々木入国在留長官名で「技能実習制度における失踪問題

への対応について」が発表されました。そこでは失踪防止に向けた主な施策として賃

金の口座振り込みのほか、失踪者を出した送出機関・監理団体・実習実施者に対し

（帰責性等を踏まえ）新規受入れの停止、特定技能の受け入れ不許可、企業名の公

表などが示されました。失踪の主な原因として賃金等の不払い、入国時に支払った費

用の回収等を調査することになっています（2020年 4月 1日施行）。 

 これらに加えて技能実習生に対する支援制度の周知徹底も行うことにしています。

逆に言えば、賃金不払いなどがあって逃げた実習生は入管に行って事情を話せば、

入管は受け入れ機関から事情を調査することになります。 

 入管はわずか千人程度の特定技能でも書類の山になっています。そこに今後５年間

で 30 万人を受け入れることになっています。書類審査だけでもたいへんな作業量とな

り、このほかにも入管は日本語学校への指導も行うことになっています。2019 年度から

入管と機構の定員増員が行われましたが実際には欠員が続いています。労働行政は

今年も定員削減が行われました。次々と新たな受け入れ資格がつくられ、外国人労働

者の拡大と多国籍化に全く追い付いていません。こうした事後調査にどれだけ体制を

確保できるかは疑問です。 

 対策は国内だけでは済みません。失踪の要因の一つとして母国での大きな借金が

あります。新法では実習生から保証金を取ることを禁じていますが、送り出し国によっ

ては一定の金額までは認めていますし、様々な名目でそれ以上の費用を徴収するし

ていることもあります。日本の受け入れ機関が母国で送り出し機関からキックバックを受

けている場合もあります。「残業代 500円で働く契約書にサインさせられてきた」実習生

がいました。送り出し国との「二国間取り決め」では技能実習法が母国で法的な効力を

持ちません。両国にまたがる不正をなくすためには「取り決め」「覚書」ではなく、二国

間協定が必要です。 

 

(8)その後も相次ぐ改訂 

 「新法」施行以後も運用要領が改訂され、省庁ごとの「告示」がでるなどいっそう複雑

になってきています。2017年 12月７日の運用要領改訂では、介護の技能実習開始を

http://www.moj.go.jp/content/001311268.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001311268.pdf
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前に「特定の職種及び作業に関するもの」を設けました。その後自動車整備職種、漁

船漁業職種及び養殖業職種、建設関係職種等に属する作業関係と省庁ごとの「告

示」で個別のルールがつくられています。 

 介護ではＥＰＡや特定技能との調整が必要になったことに加えて、2 号になるにあた

っての日本語基準が抜本的に変更（Ｎ３が不要）になっています。（2019 年 3 月 29 日

改訂、後述） 

 さらに失踪者が多い建設業については建設分野技能実習の新たな受入れ基準が

設けられ、申請者が建設業法第３条の許可を受けていること、申請者と実習生を建設

キャリアアップシステムへに登録すること、報酬の安定的な支払い等を義務付け（月給

制）とし、受入人数枠の設定等を行うこととなりました。 

 

 「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護

に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定め

る基準等（2019年７月５日、国土交通省告示） 

 

 この背景として「建設業では、従事することとなる工事によって就労場所が変わるた

め現場ごとの就労監理が必要となることや、季節や工事受注状況による仕事の繁閑で

報酬が変動するという実態を踏まえ、技能実習生の適正な就労環境を確保する必要

が」あるとされています。これが失踪の大きな要因となっていたからです。 

 これはすでに 2019 年の 4 月に始まった特定技能「建設」で実施されていたものです。

日本人が日給制の職場でも実習生は月給制にしなくてはなりません。「建設業法第３

条の許可」は技能実習で不正があった場合に建設業法の許可に影響しかねません。

第１号技能実習計画の認定申請についてはすでに 2020年１月１日から始まっていま

す。 

 このように、機構、入管、労働局による事後規制だけでなく、各産業を所管する機関

が責任をもって受け入れ、各業法によって規制することが効果的だと思います。 
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（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 

増えているのは技能実習生だけではありません。この５年間に外国人労働者は 78.8

万人から 165.9 万人へと倍増しています。数の増加とともに在留資格も様々で各資格

で増えています。永住者、日系人など「身分に基づく在留資格」が 53.2 万人のほか、

技能実習生 38.4 万人、特別な技能をもった専門職（人文・知識・技術）32.9 万人、特

定活動（ＥＰＡなど）があります。厚労省は「留学生」も 「資格外活動」（37.3 万人）とし

て労働者にカウントしています。実態は 37万人の大半が働いているからです。 

 

（厚労省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ （令和 元年 10 月末現在）  

 

(2)新たな在留資格「特定技能」 

①在留資格「特定技能」 

 2018 年末の臨時国会で新しい外国人労働者の在留資格「特定技能」を設ける入管

法改正が成立し、わずか４カ月後の 2019年 4月に施行されました。これまで日本では、

単純労働とみなされる職種は受け入れないという政策を採っていました。37 万人にも

およぶ技能実習生は「日本の優れた技術を海外に移転する」国際貢献を建前としてい

るため、「人手不足の解消のため」という宣伝や営利企業の参入ができません。新たに

技能実習法もできて様々な制約を受けることになりました。そこで肉体労働や実際に

は単純労働とみなされる職種に外国人労働者を受け入れていく仕組みを作ったのが

今回の新しい在留資格「特定技能」です。 

特定技能１号は５年間の在留資格で、２号（当面は建設業と造船・船用工業のみ）

になればさらに５年間働くことができます。初めて日本に来る場合の資格は技能試験と
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日本語試験に合格する必要がありますが、３年間の技能実習を修了していれば３号試

験に不合格でも特定技能の資格をとることができます。 

技能実習生は３年間の実習期間中は企業を変わることができません。不正が行わ

れても強制帰国や母国での借金、家族への脅しなどの不安で訴えをためらうのが現

状です。特定技能では「いちおう」企業の異動、居住の自由が認められています。いっ

ぽう、地方からは最低賃金の高い都市部に行ってしまうのではないかと不安の声も聞

かれます。 

特定技能１号の受入れは 14業種で、政府は初年度に最大で 4万 7550人、5年間

で最大 34万 5150人を見込みましたが 2019年 11月時点の申請数で千人程度に止ま

っています。 

 

 

法務省資料 
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②受入れ企業に求められる支援 

日本での生活に不慣れな特定技能外

国人を受け入れる企業には以下の（１）か

ら（８）までの支援が求められ、この全部ま

たは一部を登録支援機関などに委託する

ことができます。 

※は外国人が理解できる言語で行う 

(1)入国前の生活ガイダンスの提供（3h 程度）

※ 

(2)入国時の空港等への出迎え及び帰国時の

空港等への見送り 

(3)外国人の住宅の確保 

(4)在留中の生活オリエンテーション（銀行口

座開設・携帯電話契約支援など）※ 

(5)生活のための日本語習得の支援 

(6)外国人からの相談・苦情への対応※ 

(7)各種行政手続についての情報提供と支援※ 

(8)外国人と日本人との交流の促進に係る支援 

(9)非自発的離職時の転職支援 

特定技能外国人には企業の移動の自由や居住の自由が認められましたが、多国

籍化する外国人にハローワークがどこまで対応できるでしょうか。登録支援機関は海

外からの人材紹介に必要な有料職業紹介事業の許可をとることになります。特定技能

外国人が移籍を希望する場合もこの紹介を受けることになると思いますが、本人の理

由による転職について支援機関がどこまで支援するか、移籍元企業の関わりも不明で

す。韓国では転籍回数に制限がありこれが足かせになっていると言われています。次

のビザ更新までに就職先が見つからなければ帰国することになります。また、外国人

の居住を認める「セーフティネット住宅」（国交省）も始まったばかりで、一部の自治体

に限られています。保証人のいない外国人には住居の異動もままなりません。 

 

③登録支援機関は届け出制 

登録支援機関は技能実習制度の監理団体のような役割を持ちます。実習制度の監

理団体は非営利組織に限定され、技能実習機構の許可を得る必要があります。一方、

今回の登録支援機関は拒否要件に該当しなければ個人事業主でも届出だけで登録

できます。必要な要件は技能実習監理団体よりずっと低いハードルになっており、罰

則は届出内容に虚偽があった場合など極めて限定的です。手数料についての規則も

なく、営利を目的とする派遣会社などの人材ビジネスが大量に参入を狙っています。
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海外に拠点をもつ国際人材ビジネスが母国と日本の両方で外国人労働者を「支援」

することもできます。キックバックなど不正の調整もしやすくなります。 

2019 年末には登録支援機関の登録総数は 3,453 件となっており、いかに多くの団

体がビジネスチャンスをねらっているかうかがえます。実習制度の監理団体も多数登

録していると思いますが、どの程度の「支援費」となるか、受け入れ企業の負担や特定

技能外国人の実質的な負担がどの程度になるかわかっていません。 

近年保育園や就労支援事業所への営利企業参入が行われ、補助金詐欺や倒産・

解雇が相次いでいます。技能実習制度で監理団体の許可制が導入され、その実効性

も不明なうちに届出制で「特定技能」をはじめ、後で問題が発覚してからの対応が懸

念されます。入国在留管理庁の増員も一部行われましたが、規制緩和、事後規制で

はいくら体制強化しても追い付きません。韓国のように国が受け入れ人数と受け入れ

企業を許可制にすべきです。 

  

④特定技能運用要領 

「新法」施行直前の 2019 年 3 月 20 日に特定技能外国人受け入れに関する「運用

要領」が公表され、続いて各分野の運用要領が別冊の形で公表されました。全体の運

用要領は表を除いて 134ページありますが特定技能外国人の保護に関する部分はほ

んの一部です。罰則もありますが虚偽の届け出に関するものが少しあるだけで、特定

技能外国人の保護に関する部分はありません。 

「（７）保証金の徴収・違約金契約等に関するもの」では、「本国及び日本の仲介事

業者（ブローカー）等を含め、幅広く規制の対象とする」とされています。「不当に金銭

その他の財産の移転を予定する契約」の例として「休日に許可を得ずに外出すること、

若しくは作業時間中にトイレ等で離籍すること等を禁じて、その違約金を定める契約」

などが例示されています。これらは書類確認と各国との二国間協定でも定めることにな

っていますが、実際に守られているかは事後確認になります。技能実習制度にある罰

則がないため書いてあるだけとなりかねません。 

「(8)費用負担の合意に関するもの」として家賃、食費、水光熱費等については技能

実習制度と同じくらいたいへん細かく書かれています。しかし、実習生と違い、宿舎は

確保を支援するだけですのであまり意味はないと思われます。「日本人と同等の待遇」

や社会保険加入の確認などが書かれていますが、これだけでは技能実習制度と同じ

で意味はないと思います。 

技能実習制度にないものでは賃金の口座振り込みが義務付けられています。私は

不当な控除がされていないか、残業代が正しく支払われているか、給与明細の交付を

義務付けたほうがよっぽど意味があると思います。 

実習制度で事業主負担とされている帰国旅費は原則労働者負担で、労働者に負

担能力がない場合のみ事業主負担を明記しています。これは強制帰国させる場合に
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国の負担とならないための担保だと思われます。派遣契約が認められている農業では、

最短契約期間が定められておらず、通算で５年となっています。収穫期が終わるたび

に帰国させられると帰国旅費もかかり、失踪者の増加が心配されます。 

 

⑤分野別運用要領 

特定技能全体の運用要領に加えて各分野で運用要領がつくられています。なかで

も建設業の運用要領はとても具体的です。40 ページあり特定技能外国人を受け入れ

る建設業者には特別な条件が設けられます。 

１．国土交通大臣による受け入れ計画の認定 

２．建設キャリアアップシステムへの登録 

３．一般社団法人建設人材機構（ＪＡＣ）への登録 

など、2021年からは建設業技能実習生にも適用されています。 

受け入れ計画では建設会社が建設業法第３条の許可を受けていることや賃金水準、

昇給（キャリアアップ）のしくみ、人員構成など細かく確認されます。建設キャリアアップ

システムでは許認可、資格、社会保険、健康診断、就労実績、表彰実績など事業者

および技能者の情報が登録されます。建設業の特徴として元請けに対してもキャリア

アップシステムの情報に基づく指導が求められています。 

特定技能外国人は３年以上の経験者として扱われます。賃金について「他の職員

が月給制でない場合も，特定技能外国人に対しては月給制による報酬の支払が求め

られます」「雨天で仕事ができない場合に 60％の休業補償をすること」などが書かれて

います。この理由として「季節や工事受注による仕事の繁閑によりあらかじめ想定した

報酬予定額を下回ることもあり・・・・失踪等を引き起こす可能性」を書いています。「賞

与、各種手当や退職金についても日本人と同等に支給する必要」があります。 

 建設技能人材機構(JAC)は建設業独自の登録支援機関のようなものです。ここでは

特定技能評価試験（建設）、講習、訓練、研修と就職のあっせん、行動規範作成、受

け入れ機関への調査などを行います。この調査は適正就労管理機関と呼ばれ国交省

から委託を受けた一般財団法人国際建設技能振興機構（ＦＩＴＳ）が行うことになってい

ます。 

ＪＡＣへの登録には年会費 30 万円（正会員）のほか 1 人当たり月 1.5 万円（技能実

習修了者）～2.5 万円（海外教育受講者）の受入れ負担金が必要になります。これ以

外にも提出書類が他分野に比べてかなり多くなるため、自ら現場に出ている事業主な

ど書類が書けない業者では行政書士などへの委託費用も増えると思われます。 

まだ全分野を読み込んではいませんが、各省が責任をもつことは、技能実習制度と

比べると改善点だと思います。  

 

⑥二国間取り決め 
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技能実習と同じく特定技能でも二国間協定ではなく「協力覚書」となっています。

2019 年末までにフィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、

インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン（協力覚書公表

順）と締結されています。技能実習技能実習を終了して帰国せずに特定技能にうつる

ことも可能ですが、海外で日本語と技術の試験を受けて入国する場合には、この取り

決めが必要になります。介護で有力視されている中国とは 2019 年末現在結ばれてい

ません。  

技能実習制度の覚書に比べると特定技能の覚書は簡略なものが多いうえ、実習制

度で明らかになっていますが、二国間取り決めには法的拘束力がなく、母国で日本の

法律に違反する契約をしてきても、帰国後に罰せられることはありません。 

 二国間の協力覚書を作成した国では海外での労働に必要な手続が決められますが

2019 年末でカンボジア、インドネシア、ネパールで作成、フィリピンで手続きが始まっ

たばかりと各国で慎重な動きになっています。 

 

⑦分野規定のいい加減さ 

受入れ分野について「基本方針」では「本

制度による外国人の受入れは，生産性向上

や国内人材確保のための取組を行った上

で，なお，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に限って行う」と

しています。 

製造業では「労働生産性は年平均２％向

上（2012～2016、推計値）」となっています。

この２％について昨年３月４日に名古屋で開催された製造業説明会でどの統計にある

のか質問したところ経産省担当者は「国民経済計算」と回答しました。ところが国民経

済計算では生産性のデータを見つけることができないため再度問い合わせたところ経

産省からメールが届きました。 

「平成２９年１２月に閣議決定した「経済政策パッケージ」では年率２％の労

働生産性の向上を目標としているところ。生産性の向上については、内閣府の

国民経済計算等も参考にしながら、製造業においても、第４次産業革命の進展

を背景とした新ビジネスの創出などによる付加価値の増加と、ＩＴ投資促進に

よる省人化等の取組を、着実に進めていくこととしている。」 

 いつの間にか、生産性向上を「行ったうえ」が「目標としている」に言い換えられてい

ます。全くいい加減です。 
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⑧初年度はわずか２％ 

国会審議を強引に押し切りわずか４カ月で始めた特定技能ですが、2019年 12月末

では1,621人にしかなりませんでした。政府の今年度見込み４万７千人のわずか２％程

度です。このうち試験合格者は外食の 100人と宿泊の 15人でこのほか EPA介護から

が 19人、技能検定が自動車整備で１人、他の 1486人は全て 3年間の技能実習修了

者です(法務省資料)。海外からの入国には日本語能力と技術の試験が必要ですが受

入れ 14 業種のうち試験が実施されたのは介護や宿泊、外食など６業種のみです。産

業機械製造業や電気・電子情報関連産業など３業種は、試験日どころか試験内容す

ら固まっていません。二国間の覚書は１０数か国で締結（見込み）ですが、送り出し国

側での手続きの整備が遅れています。 

外国人研修制度を技能実習制度に変える入管法改正は 07 年の閣議決定から 09

年の法改正までに二年、さらに一年かけて施行されました。ところが今回の「改正」は 6

月の閣議決定から半年後にわずか一か月程度の審議で成立。施行までは４カ月もあ

りませんでした。急ぐ理由を問われた山下法相（当時）は「早くしなければ実習生が帰

国してしまう」と言いましたが、結局参院選前に「実行した」と言いたかっただけだったと

思います。 

 

(3)留学生問題 

①留学生水増し事件 

日本語学校のアルバイト問題は一昨年大きな社会問題となりビザの更新ができず

に帰国する留学生が多数でていました。研究生１６００人が行方不明となっている東京

福祉大は名古屋にも専門学校、日本語学校があります。名古屋の専門学校でも５００

人が行方不明になっています（「留学生５００人名古屋でも不明 東京福祉大学 4 年

間で」中日 19/07/11）。名古屋市の地下鉄丸の内駅周辺にはあちこちに東京福祉大

や専門学校の看板がつく建物があり、小さなビルの一室が教室となっているところもあ

ります。丸の内駅と名古屋駅校の側には工場直行のマイクロバスがよく停まっていま

す。 

今年 6月にフィリピン人留学生が一方的に解雇された事件で、会社との関係を重視

して解雇と同じ日に留学生を強制退学、さらには強制帰国させようとした日本語学校

は岐阜県に本部がありました。この日本語学校を経営するホツマインターナショナルは

私が 07 年から外国人研修生問題で不正を告発してきた大手受け入れ機関Ｇネットの

なかにあり、代表はＧネットの実質的経営者Ｍ氏がついています。ＰＯＳＳＥがこの事

件を告発したときに東京のＴＶ局から「榑松さんの本に出ています」と連絡があり驚きま

した。（「posseVOL43」堀之内出版に収録） 
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②入学金・授業料を返してもらえない 

昨年 12月のベトナム訪問に帰国した実習生が元留学生Ｔさんをつれてきました。彼

女は２年間老人介護施設でアルバイトをしながら日本語学校で学び、その後看護を学

ぶために東京福祉専門学校（東京福祉大とは別法人）に入学することになりました。東

京の医療法人が奨学金を貸してくれ、そこでアルバイトすることになっていました。とこ

ろが始業式の日にビザが出ないといわれました。日本語学校に在籍していた時に 28

時間を超えた週があったためです。 

相談はそこからです。彼女は法人から奨学金を借りて、入学金 19.8 万円と授業料

合わせて 92万円を納めていました。ところが始業式の日に入管からビザ更新ができな

いと言われました。法人に協力してもらい専門学校の入学取り消しを申し出、学校は

退学手続きを条件に 27.5万円だけを返しましたが、彼女は 62.5万円もの借金をしょっ

て帰国することになりました。 

 

③もとは留学生(労働者）30万人計画 

留学生問題については「移民クライシス」（角川新書 2019.4）の出井康博氏が長年

追い続けています。もともと「留学生 30 万人計画」で大量の留学生受け入れが計画さ

れていたものですが第二次安倍政権になってからは６年半で 14 万人以上も増え、目

標の 2020年を前に 30万人を突破しています。 

30 万人計画のなかで、それまで週 14 時間しか働けなかった日本語学校など専修

学校の「就学生」ビザを「留学生」に一本化し、週 28 時間まで働けるようにしました。

それすら守られず、借金返済のために週 48時間、なかには 60時間働いている「留
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学生」もいます。厚労省が留学生まで労働者にカウントしていたことが実態を表して

います。30 万人計画は少子化で減る日本人学生に代わる若い労働力確保が目的

でした。 

 また日本語学校は文科省ではなく入管が所管しています。数年前までは入管もア

ルバイトの時間をそれほど厳しく言いませんでした。今回の事件をうけて、アルバイト

など日本語学校の条件を急に厳しくしたため、上記の相談のような問題が多数おき

ているようです。立憲民主党の議員秘書から聞いてもらいましたが、法務省も事情

は知っているが手を打てていないようでした。もともと入出国管理を主とする入管庁

に日本語学校の管理までさせるところに無理があります。 

  

(4)様々な「介護」資格 

①次々とつくられた介護の資格 

 介護の在留資格は 2008 年から始まった EPA 介護福祉士の制度があり、フィリピン、

インドネシア、ベトナムの三か国から受け入れられてきました。ＥＰＡでは４年間の研修

を受けながら介護施設で働くことができ、介護福祉士の国家試験に合格すれば更新

回数の制限なしに日本で働くことができます。これまでの 11 年で約千人が資格をとっ

ています。 

 2016年 11月の技能実習法成立とあわせて介護の業務に従事する外国人の在留資

格「介護」が新設され 2017年 9月 1日から施行されました。さらに 2018年 4月から技

能実習に介護職種が追加され、2019 年 4 月からは特定技能介護がスタートしました。

わずか 3年間に三種類の介護の在留資格が追加されました。 

 この背景には団塊の世代が 2025 年頃までに後期高齢者（75 歳以上）に達する「２０

２５問題」があります。2025 年に介護職員は 245 万人必要なところ現状では 34 万人も

不足すると見られています。 
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厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」 

 

②在留資格「介護」 

 在留資格「介護」は「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有

する者が①介護又は②介護の指導を行う業務に従事する活動」となります。外国人が 

「介護福祉士資格」を取得するには介護福祉士養成施設に指定されている専門学校

を卒業した後に国家試験に合格することが必要です。従来養成施設を卒業した者は

国家試験合格が不要でしたが 2017 年度から国家試験に合格することが必要となりま

した。しかし 2021 年度までの卒業者については、卒業後５年間の経過措置が設けら

れ、2020 年になってさらにこの期間を延長するという報道がありました。試験義務化を

前に増えていた国家試験受験者数が減り、この数年は養成校への入学者が半減する

なか、外国人留学生の割合が増えています。 

 

 国家資格の介護福祉士を養成する専門学校や大学に 4月に入学した外国人留学生数は、

初の 2千人台となる 2037人に上り、昨年から倍増したことが 3日、公益社団法人「日本介護

福祉士養成施設協会」（東京）の調査で分かった。日本人を含む全体の入学者数は 6982 人

で 3割近くを外国人が占めた。日本人は減少傾向が続く。（「介護留学生、初の 2千人超 

養成校入学、1年で倍増 共同通信 2019/9/3） 

 

③技能実習介護 
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 2018 年 4 月から技能実習に介護職種が設けられました。技能実習は日本の優れた

技能の移転を名目にしており、これまではほとんどが製造業でした。団体型技能実習

の場合は母国で同様の業務に従事した経験が有るという「前職要件」があります。しか

し、介護はアジア各国でも職種としてはほとんどないため「海外で一定期間の教育を

受ける」など「特別な事情」が設けられました。 

 また介護では製造業とは違うコミュニケーション能力が求められるため実習生の日本

語能力、受け入れ施設に介護福祉士の配置などの「固有要件」が設けられています。

このうち日本語能力については当初審議会で１年目から「Ｎ３」が必要と言われていた

ものが施行時には１年目が「Ｎ４」程度、２年目（２号）に「Ｎ３」とされました。それすらも

初めての２号実習生が発生する 2019年 4月に緩和され、「Ｎ３」が取れなくても 2号に

なれることになりました。 

 

 もともとの第二号技能実習及び第三号技能実習の基準 

 日本語能力試験のＮ３に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認

められる者  

これに「附則」がつけられました。 

 第二号技能実習について、技能実習生が次の要件を満たす場合には、当分の間、

当該技能実習生は第一条第一号ロに掲げる要件を満たすものとみなす。  

一 介護の技能、技術又は知識（次号において「技能等」という 。）の適切な習熟のた

めに、日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること。  

二 技能実習を行わせる事業所のもとに、介護の技能等の適切な習熟のために必要

な日本語を学ぶこと。 

 

 要するにＮ３に受からなくても学ぶ意思をみせれば２号実習生として３年間働くことが

できるようにしたということです。 

  2018年には 1823名の申請がされて 2019年にはすでに国内で働き初めています。

実際にどの程度がＮ３を取れたのか、失踪者数や待遇、現場でどのような問題がおき

ているのかまだわかりません。これから徐々に明らかになると思います。 

 

④特定技能介護 

 技能実習介護が始まってわずか１年で特定技能介護がはじまりました。特定技能は

「介護分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業

務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、も

って我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。」と人手不足対策であること

を明白にしています。（法務省「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の

運用に関する方針」） 
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 特定技能外国人は就労と同時に介護報酬の職員配置基準に算定され、診療報酬

では看護補助の配置基準に算定されます。人手不足で不正請求とされそうな施設に

とってはこれだけでも重要な「価値」になります。 

 外国人が特定技能介護の在留資格を取るためには技能実習を３年間終えるか、母

国での技術・日本語試験に合格することが必要です。しかし、技能実習「介護」は１年

前に始まった制度ですのであと２年間は該当者が出ません、当面は母国での試験合

格者が対象になります。今年になって発表された 3 月までの介護での試験はカンボジ

ア、インドネシア、モンゴル、ネパール、フィリピンの 5 か国です。昨年の日本語試験で

は国によって合格率に大きな差がありました。 

厚労省「介護分野における新たな外国人材の受入れ（在留資格「特定技能」）について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html 

また技能実習生で最大の送り出し国となっているベトナムでは特定技能の試験が実施

されていません。 

 

(5)介護人材ビジネス 

①老人福祉・介護事業の倒産、4年連続で 100件超え 

NHK2020.01.10 

 介護事業所が増加するいっぽうで老人福祉・介護事業者の倒産が増えています。東

京商工リサーチの調査では 2019年 1月から 12月の倒産件数は 111件で 4年連続で

100 件を超えています。 ヘルパーなどの人出不足と人件費の上昇が原因とされ、業

歴の浅い小規模が事業者の倒産が多くなっています。退職などで利用者数に必要な

職員数に不足した事業所は受け取った介護報酬をいったん返戻しなくてはなりません。

その間の資金繰りができない小規模事業者で倒産しているのだと思われます。 

  

②採用コストの高騰 

 いっぽう全国の介護職の求人倍率は昨年 11 月で４．５６倍（正社員及びパートを含

む）で求職者１人に対して４事業所以上の募集があります。全職種の平均求人倍率は

１．４８倍（正社員及びパートを含んだ倍率の３倍にもなっています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html
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 そのため介護職の求人にかかるコストはどんどん高くなっています。新聞やネットに

は毎週のように「介護フェア」などの求人広告が出ていますが、「10 万円の広告料を何

回払っても求人がこない」という声もあります。そのため「成功報酬」として職業紹介を

受けた時に紹介料を支払う事業所も増えています。この紹介料もベテランを頼むと年

収の 20％を給料とは別に払うことになっていました。最近ではさらに 30％もあると言わ

れています。 

 紹介料は、紹介人材の年収の 2 割が相場だという。介護職員の月額給与の平均値とされる 29

万 3450 円（月給・常勤者、2017 年度介護従事者処遇状況等調査）をベースにすれば、人材紹介

会社を通じて欠員補充を行うと、介護職員１人につき 60万円前後の採用費用がかかる計算だ。 

（日本経済研究センター主任研究員 小林健一 2018/11/28） 

 

③今後 10年間はさらに介護の人手不足 

 厚労所の第７期介護保険事業計画では団塊の世代が全て 75歳を超える 2025年に

必要となる介護職員は 244 万 6562 人。「毎年 6 万人程度の人材を確保していかなけ

ればならない」と説明しています。さらにその 10 年後、この世代が 85 歳に達するまで

介護を必要とする人の数はさらに増大します。 

 いっぽう、現在の 20代はひと世代 100万人程度です。これから 15年間人手不足は

さらに深刻になります。そのため、政府は外国人介護人材の資格を次々創設してきた

のです。 

 実習生には監理団体への監理費や通訳・帰国費用・受験費用など日本人とは違う

費用が月平均にして３～５万円かかります。さらに寮などの施設、教育や日常指導の

人件費もかかります。技能実習生は半年で配置基準に算定され、二年目からは夜勤

体制二人のうち一人に入れます。上記のように職員の定数割れを起こしかねない事業

者にとっては配置基準に入るだけで、安定的に介護報酬を確保できることになります。 

 人手不足の地方では自治体が率先して実習生の受け入れを支援するところが増え

ています。特定技能は転職が可能なため、最低賃金の低い地方では都会に取られて

しまわないか心配しています。そのため、３年間移籍のできない技能実習生の獲得を

支援する自治体も生まれています。 

 

④介護人材ビジネス 

 介護の外国人労働者を紹介するビジネスが急増しています。建前上技能実習制度

では監理団体は営利を目的としてはならず、人手不足の解消のためという宣伝もでき

ませんでした。しかし、特定技能は人手不足対策を目的とし、営利企業にも制限があり

ません。技能実習でも特定技能でもこれまで介護をやったことがない監理団体や送り

出し機関がビジネスチャンスとばかりに参入してきています。インターネットでは介護労



84 

 

働者の受入れの広告が溢れていますし、外国の事業者からの営業もたいへん多くな

っています。 

 しかし介護は製造業とは違うコミュニケーション能力が求められ、日本語の必要レベ

ルも違います。また介護保険制度があり報酬上限も決まっています。最低賃金が毎年

引き上げられるなかでも介護報酬の最低額は上がっていません。日本人とは違うコスト

のかかる外国人労働者の拡大がどのような影響を及ぼすのか注視しなくてはなりませ

ん。 

 新しい送り出し機関のなかには日本の介護制度や実態を知らなかったり、母国の実

態を全く知らない受け入れ施設に営業をかける人材ビジネスも少なくありません。実習

生や利用者が被害にあわないためにも、介護の技能実習を成功させるためにも何が

必要かみなさんと検討したいと思います。 


