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外国人「研修・技能実習制度」改正案についての意見書 

2009 年 3 月 25 日   

愛知県労働組合総連合 

議 長   羽根克明 

 

政府は 3 月６日、出入国管理法改正案を閣議決定した。その中には従来の外国人登録証を

廃止して「在留カード」をつくること、在留期間の上限を５年とするほか「研修・技能実習

制度」の「改善」が含まれ「今国会での成立を目指し」、技能実習については同１年以内に

施行する予定とされている。改正案のうち「研修・技能実習制度」については新たな在留資

格として、３年間を通じた「技能実習」を新設し１年目から 低賃金法や労働基準法が適用

される。 

愛労連はこの２年間に 89 件 480 人もの外国人研修生・実習生からの相談を受けてきた。

08 年 11 月には「トヨタの足元で～ベトナム人研修生・奪われた人権」(風媒社)を出版し、

この制度には人材ビジネスの介在する欠陥があり、抜本的な改正が必要であることを訴えて

きた。これらの事例を踏まえて改正案に対して以下のように意見を表明する。 

 

［１］制度改正の概要 

法務省の「研修・技能実習制度改正の概要」（以下「概要」）によれば改正の内容は入管

法（以下「法」）改正及び関係省令の改正で行われる。この中には 07 年 12 月に改訂され

た「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」(以下「指針」)に示されている

ものも含まれている。 

１．在留資格「技能実習」の創設(「法」改正) 

受け入れ事業に企業単独型と団体監理型がある点は変わらない。団体監理型で従来「研修」

期間とされた１年目が「団体による」「講習等による知識習得活動」(２ヶ月)及び「団体監

理の下」で行う「雇用契約に基づく技能等習得活動」(10 ヶ月)となり、２年目以後は技能等

に「習熟する」ための期間となっている。「技能等習得活動」から労働関係法が適用され、

「習熟」活動に移行するためには「技能検定基礎２級合格」が必要。 

２．不正な研修・技能実習活動のあっせん等を行ったものを強制退去事由に追加(「法」改正) 

 例として「概要」には(1)許可を受けたＡ機関ではないＢ機関に研修生・実習生をあっせ

んした者、(2)事実と異なる在籍証明書、雇用契約書等の作成に荷担して研修生を入国させ

た者があげられている。 

３．その他 （関係省令の改正等により措置予定） 

（１）受入団体の指導・監督・支援体制の強化、運営の透明化 

次のような要件を受入団体に課すこととする。 
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①団体職員等が企業に赴き研修の実施状況を確認・指導(月に１回以上)(新設) 

②団体による監査及びその結果の地方入国管理局への報告(3 ヶ月に１回以上) 

③団体による研修生・技能実習生からの相談に対応する体制の構築（相談員の配置等）(新

設) 

④団体が費用を徴収する場合は、その金額及び使途を明示(新設) 

（２）不正行為を行った場合の受入停止期間の延長 

不適正な受入を行い不正行為認定された受入機関は、新たな受入が３年間認められないこ

ととなっているが、重大な不正行為(※)については受入停止期間を５年間とする。 

※賃金の不払い、旅券の取り上げ等直接的に研修生、技能実習生の権利を侵害する行為について

受入停止期間を５年とする予定 

 

（３）送りだし機関と本人との間の契約内容の確認の強化 

入国の審査に際し、送りだし機関と本人との間の契約書等の提出を求め、当該契約の中に

不適正な取り決めがないかを確認する。 

 

［２］制度改正の前進面 

（１）労働関係法令の適用拡大 

入国当初の２ヶ月間を除いて労働法の適用としたことは大いに評価できる。 

①労基署への告発が可能に 

研修期間は労基法が適用されないため労基署では申告を受け付けない。そのため同じ受入

機関や同じ受入企業でも、研修生は入管、実習生は労基署とわけて申告する必要がある。改

正によって全員を労基署や労働局に告発できるようになる。 

②研修時間、支払い基準が明確に 

「指針」では研修生に所定時間外，休日等「研修計画に記載されていない活動」を行わせ

ることは不正とされている。しかし実際には「毎週土曜日に働かされたが同じ月額手当だけ」

ということがある。１日数回の休憩時間や祭日休日などを差し引きして年間平均しているこ

ともある。中には年間平均で週 40 時間を超えるなど明らかに不正な場合も少なくない。し

かし「不正」ではあっても支払い基準がない(※)ため、実際には１円も払わなかったり、超

低額で妥協せざるを得ないことが多く、不払い残業の「やらせ得」になっている。 

※09 年 3 月、津地裁は研修生であっても実態をみて労働と判断し、 低賃金の適用を認めた。全

国で初めての判決。 

③第二次受入機関の不正は厳しくチェック 

 昨年施行された雇用対策法により外国人を雇用する事業所は届け出が義務化され、今回実

習期間すべてに労働法が適用されることで、労基署がすべての外国人実習生を対象とするこ

とが可能となった。重大な不正行為が受入停止期間５年になったこととあわせて、第二次受

入機関である企業の不正については厳しいものとなっている。 

 

（２）送りだし機関、外国人ブローカーへの規制 
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①技能実習での不正に「強制退去」 

「法」改正では、技能実習活動にあたり「不正」「虚偽」の文書をつかったり、行為を「そ

そのかし」たり助けたもの、「業として、外国人に不法就労活動をさせる行為」や「行為に

関するあっせん」をした外国人を「退去強制」することができるようになる。 

 ブローカーや配偶者である外国人を使って研修生を脅したり、送りだし機関を使って「日

本で契約違反を起こしたので罰金、保証金を返さない」と母国の家族に圧力をかけたことも

ある。明らかな不正であったが送りだし機関から脅され、証拠を返還したとき研修生は涙を

浮かべ「中国と日本は違う」と何度も謝った。 

愛労連は昨年、送りだし機関「コクヤン」の不正を告発したが、当時は外国の送りだし機

関が国内で不正に関与することは想定されておらず、直接的な摘発は困難であった。今回技

能実習での不正による「退去強制」を「法」に明示したことで、送りだし機関や外国人ブロ

ーカーの不正に入管が直接指導をすることができる。「法」は強制力をもつものであり、外

国人にとってはかなり厳しいものとなっている。 

②送りだし機関の契約書の確認 

 母国での契約書に 賃違反など日本の法律に反するものが少なくない。パスポートの取り

上げ、強制貯金や外出制限、門限違反への罰金など人権を無視した規則を押しつけている事

例も多数あった。数々の罰則をもうけ、これに違反すれば強制帰国となり、高額な保証金を

没収されるような契約になっている。なかには日本の労働組合に助けを求めることを禁じた

ものもあった。せっかく日本で正当な残業代を払わせたのに、帰国後に「契約違反」とされ

保証金を没収されることもあるという。 

 「契約書等」に不正な取り決めが発覚した段階での処分ができることは不正の抑止として

大いに期待できる。 

 

［３］制度「改正」案の問題点 

（１）受入団体の監督機関一元化を 

愛知県弁護士会は 09 年 1 月、国に対し「外国人研修・技能実習制度の抜本的改正を求め

る意見書」を提出した。この中では労働関係諸法の適用とあわせて「団体監理型研修制度を

廃止することを含めた、制度の抜本的な見直し」を求めて「受入機関に対する指導、監督を

より強化することを求め」ている。 

しかし「改正」案では、第一次受入団体への監督について省令改正で「(1)受入団体の指

導・監督・支援体制の強化、運営の透明化」に相談体制の構築や費用の明確化があるのみで、

団体そのものを監理・監督する制度にはなっていない。 

愛労連への相談では 1)団体そのものが不正を助長している。2)業務委託の形で派遣会社や

ブローカーが監理を行っている。3)送りだし機関が日本国内に組織をつくり、そこに監理を

委託しているなど、合法・脱法さまざまな形で不正が助長されている。入管による不正処分

が公表されることはないので正確な数字はないが、団体が不正処分をうけることは極めて少

ないと思われる。 
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これまでの制度では２年目以後の実習生の受入機関は各企業となり、団体は受入機関では

ない。しかしほとんどの団体が企業から多額の管理費をとっている。国際労研では実習生一

人あたり月 55,000 円に加えビザ更新などの実費を徴収していた。この金額からみて実習生

になっても団体の関与が大きいことは明らかであり、受入企業だけを不正処分することでは

片手落ちである。 

「派遣法」では県ごとにある労働局に届け出を義務づけている。それでも社会問題となる

ほど不正が横行している。研修生受け入れ事業では少なくとも第一次受入機関の実態を県単

位で一元的に把握し、指導・監督する機関が必要である。 

 

（２）受入団体を許可制に 

①団体の設立及び活動内容・エリア変更 

団体監理研修制度に対する批判が強まるなか新たな事業協同組合の設立には「１年間の事

業実績」が求められるようになってきた。しかし、１年を過ぎた団体やすでに以前からある

事業協同組合が研修生受入事業を始める場合には届け出だけで１ヶ月ほどで認可されてい

る。活動エリアの拡大も書類届け出だけで、当初設立を届け出た官庁から遠く離れた県での

実態を確認することは不可能である。研修生受入事業を行っている組合の役員名義を変える

(※)ことで事実上の組合売買も不可能ではない。 

※国際労研では役員をほとんど入れ替えた後、Ｎ氏が中心になって研修事業本部がつくられ、

ここが不正を指導していた。国際労研は 08 年 3 月に不正処分を受けたがＮ氏の関係者であり研

修生事業担当のＴ理事を解任しただけで、名義を買い取った別の組合に研修生を移動させて実

質的に事業を継続している。厚労省による改善命令の後、３名の理事は出されていなかった役

員就任届けを提出すると同時に辞任している。 

 同じ企業関係者が役員の名前を変えて次々と組合を設立した例では岐阜のＧネットが典型例

である。同住所にある４組合のうち３組合はすでに不正で解散に追い込まれたが、 大手のＧ

ネットと東京に設立したアテイン協同組合は健在である。 

 ＮＰＯ法人Ｋ協会には 17 組合が加盟し、ＥＴＣ事業と外国人研修生受入事業を行っている。

17 組合のうち２カ所に３組合、他の２カ所 2 組合があるが、このうち KB 協同組合はコクヤン

からの受入契約をＧネット関係者が作成していた。Ｋ協会は JITCO の指定教育機関として外国

人研修生への日本語教育を行っているが、各組合のＨＰもＥＴＣ事業と外国人研修生受入事業

も共通である。これらの各協同組合の実態がどこまで掌握されているのかは不明である。 

 

②「もっぱら組合」の問題 

研修生受入ができる団体は「日本の公的な援助・指導を受けた商工会議所・商工会、事業

協同組合等の中小企業団体、公益法人など」とされ「一定の公的性格を有する」ものとなっ

ている。また研修生受け入れ事業は「非収益活動」であり、受入事業を始める前に他の収益

事業で成り立つ計画でなければ事業協同組合の設立は認められない。 

ところが実際には事業の大半が外国人研修生受入事業となっている「もっぱら組合」が少

なくない。国際労研の収益は 100%外国人研修生受入事業によるものであった。決算書を見
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ると人件費・役員報酬ゼロで業務はすべて外部委託である。直轄官庁である厚労省参事官室

はこの決算書・事業報告書を受け取りながら何の問題も指摘していない。08 年 3 月に法務

省から不正処分を受けたことは、愛労連が 10 月に告発するまで知らなかった。 

 

③届け出制の問題 

 団体設立の認可だけでなく、研修生受入事業の認可は分野ごと５省がそれぞれ行っている。

届け出制のため書類さえそろっていれば、実態の確認を行うことなく一ヶ月以内には受理さ

れる。活動エリアの拡大も同様となっている。設立を認可した行政当局はもちろん、所属す

る各県中小企業団体中央会ですら各組合の活動内容をしるすべはない。 

派遣法と違って監督署には受け入れ団体の情報はなく、また研修生の監理に第一義的責任

をもつ団体は労働行政の対象になりにくい。そこに外国の送り出し機関との関係もあること

が団体の不正をチェックしにくくしている。許可制にすることで設立・事業変更など団体の

活動を厳しくチェックすることが必要である。 

 

［４］運営上で危惧されること 

（１）入管・労基署の体制 

本来団体の監督機関である入管は、全国でもっとも研修生の多い愛知県ですら名古屋入管

には数名の統括官しかいない。現行の体制で不正を取り締まることは極めて困難である。ま

た労基署でも監督官は一人 1000 カ所以上もの事業所を担当しているうえに定数も削減され

る一方である。事後規制ではどれだけ体制を作っても巧妙となる不正を減らすことは厳しい。 

法改正や外国人の増加に見合った体制の拡充が急務であるが、それを待つまでもなく事前

の規制を強めることも重要である。その点で徳島労働局がＪＩＴＣＯの試験の際に研修生全

員に母国語で書いた簡単な労働法リーフを配布していることは不正を抑制する圧力になる。 

 

（２）入管と労基署の関係 

 現在は１年目の研修生が入管、２年目以後の実習生は労基署の管轄となっている。そのた

め研修生に不払い「研修」があっても、労基署は「労働者ではない」と申告を受け付けない。

一方で実習生に職種違反があっても労基署は関知せず、入管は「実習生だから」として調査

を行わない。 

 今回３年間を通じて技能実習の在留資格となる。その実習生に対して職種違反など研修制

度での不正があった場合、果たして入管が対応するのか明らかではない。 

 

（３）営利を目的とする組織の排除 

「指針」では「営利目的であっせんを行う機関が介在していないこと」とし、「名目のみ

公的性格を有する機関が第一次受入機関となり、『監理』は他の機関が行うような場合」を

不正としている。また「 近，第一次受入れ機関の中には，研修生の受入れが，労働力不足

の解消につながるなどと広告して，第二次受入れ機関を『募集』するような団体があります
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が，このような『募集』は，本制度の趣旨に照らし不適正な『募集』といえます」としてい

る。 

しかし団体との「請負契約」で、派遣会社やブローカーが送りだし機関との折衝から企業

への派遣、出入国関係書類の作成、集合研修、企業への定期巡回、生活指導などを行ってい

る例もある(※)。 

 

※愛知県安城市の派遣会社Ｋ産業の研修生営業パンフには「低労務費で、人件費などの固定費を

抑えることができる」と書いてある。 

西尾市長への贈賄で逮捕された派遣会社社長が外国人研修生のセンターを建設しようとしてい

た。ここでも外国人研修生受け入れ事業を稼げるビジネスとしてみていたことは間違いない。 

国際労研では派遣会社社長が中日本統轄支部長となって不正を行っていた。国際労研は「厚生労

働省認可の公益法人」を売り文句に全国に 850 人の研修生を派遣し、年間 7 億 2 千万円の収益を

あげていた。収入の 100%が研修生受入事業からだが、国際労研は「（研修生受入は）国際貢献を

やっているわけだから公益事業だ」と強弁した。一人 5.5 万円の管理費のうち、支部には 3.5 万円

で本部に 2 万円が上納されていた（朝日 08/11/28）とされているが、厚労省に提出された決算書

では研修生経費として 6.4 億円が計上されているだけで内訳はない。あっせんではなく、団体その

ものが「営利を目的とする組織」である。 

この他に岐阜県のＫ組合では「Ｙ社長」と呼ばれていたブローカーが研修手当を管理し、研修生

から家賃とベトナム税金を徴収していた。研修生達は「Ｙ社長にベトナムから連れてこられた」と

言っているが正式な組合はＫである。 

 

（４）送りだし機関の日本出先への委託 

ベトナムの送りだし機関コクヤンの日本支社はブローカーを使い、企業への直接営業を行

っていた。形式的には委託の形をとっていたが、Ａ協同組合は事実上の名義貸しであり、コ

クヤン日本支社は閉鎖を余儀なくされた。 

また全国に 1000 人もの外国人を派遣する法人Ｊでは中国の送りだし機関Ｓへの派遣管理

費を企業からＳの事務委託代行会社(岐阜県)Ｒに直接振り込ませていた。企業は研修手当か

らＳの手数料１万円を勝手に引きＲに渡していた。不正を行った企業にはＲから中国人が来

ていた。送りだし機関の関係する組織への委託についてもチェックが必要ではないか。 

 

（５）相談先の確保 

改正では団体に研修生からの相談への対応を求めているが、不正を行う団体に相談をして

も逆に何らかの口実をつけて帰国させられるのがオチである。またこれまで相談窓口とされ

てきた JITCO も不正をふせぐ役割を果たしてこなかった。JITCO は団体や受入企業の会費

を主な収入源としており、団体が関わる不正の相談窓口として適当ではない。「指導」権限

をもつ機関が相談窓口となるべきである。(※) 

 法改正とは別に、入管と各地の労働局の電話番号、および携帯電話での母国語相談窓口を

記載したカードを在留カードと同時に配布することを求めたい。 
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※Ｇネットの「入国管理局における抜き打ち査察」への「注意事項」には「JITCO の企業立ち

入りに関しては、必ず事前の連絡が入るため、入国管理局への対応が出来ればそれに付随する」

と書いてある。JITCO の査察では不正を見抜くことはできない。 

 

［５］改正案に対する意見 

①今回の入管法の改正は５省の要求が色濃く反映されたものになっている。経産省・財界の

要求である在留期間の５年への延長を盛り込んだ。法務省は外国人の在留情報を入管に一元

的に集約し外国人への管理を強化している。これらは今後さらに外国人労働者の受入を拡大

するためのものと思われる。 

②外国人研修制度に関わっては「不適正な受入が増加している」との社会的な批判をうけて、

「研修生・技能実習生の保護強化」に力点をおいた措置がとられている。研修生を受け入れ

ている中小企業にとっては非常に厳しくなる。 

③一方で５省の権限が入り乱れる団体の許認可・監督は一元化も強化もされなかった。派遣

ビジネス化している受入団体への指導・監督こそが、もっとも重要であり、この点では重大

な問題を残している。法案の補強を強く求める。 

以上 


