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新制度のスタートから 2か月…

　1月 15日（月）海事協大教室におきま
して水産加工・惣菜業組合員様向けの講習
会を開催いたしました。遠方より 40名を
超える皆様にお集まりいただきましたこと
を、深く御礼申し上げます。今回の講習会
では、主に新制度での変更点や従来の制度
と異なっている点を始め、現在の技能実習
計画作成において、外国人技能実習機構か
ら修正指示の多い内容についてお知らせし
たほか、優良認定についてのとらえかた、
臨検時にきちんと対応できる準備と心構え

等々、お話をさせていただきました。また、
伊藤弁護士には、今回の新制度で認識を今
一度改めておきたい「不正行為」について
も、大変わかりやすくご説明いただきまし
た。講習会終了後も、組合員様同士で談笑
される様子や食堂で評価試験の練習中だっ
た技能実習生にお声がけくださった皆様、
職員に対し労いのお言葉をかけてくださっ
た皆様のお姿を目の当たりにし、開催して
本当に良かったと感じております。今後も
有益な情報をお届けできるよう、しっかり
と取り組んでまいりたいと思います。講習
会の内容につきましては一部、水産・惣菜
の組合員様向けページで取り上げておりま
すのでご覧いただけますと幸いです。

海 事 協 通 信

　七宝 　Ｓｉｐｐｏｕ発行日/ 平成30年2月1日 
編集・発行/ 海外交流事業協同組合
TEL/ ０11-792-1911　FAX/ ０11-792-1913   http://kaijikyo.com/

This month “Wagara” pattern

「法律を守り、公平で
公正な運営を」



　日本のコンビニは今や世界中で店舗を展開していま
す。中国やベトナムでも私たちが見慣れたコンビニの
看板を見つけることができます。そんなコンビニ業界
が外国人技能実習生の受け入れに向けて本格的に動き
出しています。日本フランチャイズチェーン協会（コ
ンビニ各社が加盟）は、コンビニ業務を実習対象職種
にするよう国に申請するため、評価試験の内容も含め
て検討を始めました。日本の店舗で実習を行った技能
実習生に母国での店舗運営を担ってもらうことを目指
す模様。技能習得に単純作業は認められませんので、
店舗の運営管理を教えることになると予測されていま
す。新聞大手の記事によると国内のコンビニで働く外
国人（留学生が中心）はすでに 4万人を超えるのだとか。
「小売り」での受け入れ、今後の行方が気になります。

▲札幌の市街地でも留学生とおぼしき
外国人がコンビニで働いているのを
ちらほら見かけるようになりました。

今月の

コンビニ業務が
実習対象職種に？

海事協の調理室が
きれいに！

　調理室で一部工事を行いました。実習生が毎日使う場所ほど美観を保つことが重要で、
メンテナンスを怠れば掃除の手抜きにもつながります。整理整頓への意識や学習意欲にも
影響しかねません。今後も実習生が気持ちよく過ごせる生活環境を維持してまいります。

気になる話題を pick up

TOPICS

▲（写真上）工事前は換気扇の
ダクトがむき出しになってい
ましたが工事でこのダクトが
目立たないようにしています。
◀（写真左）工事中の写真です。
壁面を一部タイル張りに。室
内が明るくなり掃除もしやす
いため汚れが目立ちにくくな
りました。
◀（写真右）工事完了後の写真。

工事前

工事中

工事後



　海事協の集合講習では災害時に使う言葉も教えていますが、実習生
に対して「地震を経験したことがあるか」を聞いてみるとほぼ全員が「な
い」と答えます。もしもの時こそ、わかりにくくて難しい言い回しで
はなく、かんたんな日本語での説明が必要だと感じます。今回は地震
に関するあらゆる言葉を、かんたんに表現してみましょう。

やさしい
日本語

「地震に関する言葉をかんたんに説明しよう」

・地震が発生する
・震度６
・家具が転倒するおそれがある
・建物が倒壊するおそれがある
・懐中電灯
・常備薬
・避難所

晚 安  wǎn ān 
ワンアン 

再见！zài j iàn
ザイジェン

你老家在哪儿？
Nǐ lǎojiā zài nǎr ？
ニィラォジァザイナ

　実習生たちに「この言葉は中国語で何ですか？」「ベトナム語では
何と言いますか？」と質問すると、我先にと喜んで教えてくれます。さっ
きまで眉間にシワを寄せていた実習生も、ニコニコしながら何度も教
えてくれるのです。日本語で話すことを求めるばかりでなく、時々相
手の母国語で声をかけてあげることも思いやりの一つかもしれません。

Chúc  ngủ  ngon
 チュク  グ  ゴン

Hẹn gặp  lạ i
ヘン　ガプ　ライ

Quê đâu?
クエ　ドウ？

かんたん
一言フレーズ

第２回

第２回

今月のテーマ

◎＜伝わらない例＞使われる言葉自体知らない

・地震がくる
・とても強くゆれる。
・家具がたおれる。あぶない。
・建物がこわれる。あぶない。
・手に持つ電気（あかり）
・いつも飲んでいる薬
・地震がきたら逃げる場所

【ＰＯＩＮＴ】

文章にする時も
かんたんな

言葉におきかえる

＜伝わる例＞かんたんな言葉に置き換える

中国語 ベトナム語

１

おやすみ

２

また会おう

３

故郷はどこ？



 　実習実施先が外国人技能実習
機構から優良認定を受けるための
判断基準は下記のとおりです。
①所属監理団体も優良認定を受け
ていること（海事協は認定済み）
②優良認定基準表１２０点満点中
７２点以上（現在は１１０点満点
中６６点）を獲得していること
③直近の３年間で技能評価試験
（専門級）の合格者３名以上を輩
出していること（３名輩出により
３５点が加算されるため）

海事協ではこれまで専門級を積極
的に受験していただけるようお願
いしてまいりましたが、今年 2
月以降に入国する実習生から専門
級受験が必修となります。つまり、
今後は専門級を受験しなければ実
習生の受入れができなくなるので
す。そのため、各社ともに専門級
受験者が急増しております。専門
級で 3名以上の合格が条件です
ので、事前練習をした上で試験に
臨まれるようお願いいたします。

優
良
認

定
の

道◎

優良認定の大原則その２

その二

二月から専門級の受験が必修に

もしも…
に備える

連載

０２　家具の転倒を防ぐ準備

　今回の防災は「家具の転倒を
防ぐ準備をする」です。地震は
頻繁に来るものではないからこ
そ気が付いたときに準備してお
くことが大切です。分かってい
るけど対策はしていないという
方は参考にしてみてください。

【やること】家具を固定する 　【固定器具】
■ポール式器具
（つっぱり棒）は
タンスや食器棚に

■ベルト式
■チェーン式
冷蔵庫など

■金具連結
上下に分割してい
る棚など

ガラス飛散防止フィルムを貼る

テレビとテレビ台を連結させる

高いところに物を置かない

開き扉にストッパーをつける



＜民法改正について　その３　事業に関する債務の個人保証＞

民法改正のポイント、今回は事業に関する債務の保証契約に対する規制に

ついてご紹介します。

　事業債務の保証は、親族や友人等の人間関係に基づくため断わりにくい

上、契約締結時点では履行を請求される可能性を低く考えがちである一方

で、実際に保証債務の履行を求められる場面では、保証人に過酷な結果を

招きます。改正法では、

①事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約と、

②主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証

契約で保証人が個人の場合、保証契約締結前１か月以内に作成された公正

証書で保証債務を履行する意思を表示することが必要とされます。

　但し、このルールは、経営者保証

（ア　主債務者が法人の場合、その理事、取締役、執行役等、議決権の過半

数を有する者等、

イ　主債務者が法人以外の場合は、主債務者と共同して事業を行う者、そ

の事業に現に従事している主債務者の配偶者が保証人となる場合）には適

用されません。

　一定の保証人保護方策がとられましたが、いずれにしても保証契約の締

結時には契約内容の十分な把握と、リスクの見極めが重要です。

あおば法律事務所　弁護士　伊藤　絢子

～法律コラム～
法律事務所だより

民法改正について　その３



SUISAN/SOUZAI

 　先日の水産加工・惣菜業組合員様
向け講習会でお話いたしました外国人
技能実習機構からの修正指示について
件数が多い内容を改めて確認していき
たいと思います。第 3位は複数案件で
3件ずつありましたが、とりわけ間違
いやすものを取り上げました。専用振
込用紙については…
①認定手数料は必ず「専用振込用紙」
を使い窓口で振込する
②電子バンクやATMは使用しない
ことをおさえておきましょう。実習機
構から修正指示（通知書）が届いた時
点で作成中の書類はもちろん、提出後
の書類であっても、全て作成し直し、
再提出が必要です。一つの組合員で受
けた修正は他の組合員も同様の修正が
求められますので一つでも修正がなく
なるようご協力をお願いいたします。

機
構
か
ら
の
修
正
指
示
に
つ
い
て

＜水産加工・惣菜業の組合員様向けのページ＞

今回の新制度より技能実習計画
に関する相談を直接実習機構に
できるようになりました。不明
な点等は海事協の他、実習機構
への問い合わせも可能です。

今回の新制度で相談窓口が増えました！

ｍｏｒｅ

【第 1位】宿舎の図面（5件）
『２階にも寝室がある場合、容易に屋
外への安全な場所に通づる階段（避難
はしご等）を設ける設備を講ずる必要
があります。また消火設備（消火器等）
の設置状況と合わせて図面に記入し再
提出願います（文章抜粋）』

【第 2位】「昇給なし」の説明（4件）
雇用条件書に「昇給なし」とした場合、
技能実習生に支払う報酬について「第
二号技能実習・第三号技能実習の賃金
が前段階の技能実習よりも上回るなど
技能等の習熟度に応じた賃金の格付け
等、技能実習生が技能等の習得等をし
ようとする意欲の向上に資するように
することが必要」とされているため昇
給なしとする合理的な理由の説明と、
関連資料の追加提出が求められます。

【第３位】手数料の振込用紙（3件）
手数料は専用振込用紙で振込をする必
要があります。専用用紙を使用しな
かった場合、理由を別紙にて説明する
よう求められるのでご注意ください。

【TEL】011-596-6470

〒060-0034　札幌市中央区北 4条東２丁目 8-2
マルイト北 4条ビル 5階

＜外国人技能実習機構札幌事務所＞
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＜介護の組合員様向けのページ＞

　「宿舎のために購入した土地代は宿泊費に含めない」に変更

【機構からの回答】
「以前は、土地代を含めても良いと伝えていたが、制度開始後に色々
なケースがあり、主務大臣への質問案件にもなり、結果、土地代は
含めないことに変更になった。土地は最後、実習実施者の資産とな
り、減価償却資産ではないため含めない。」

ｍｏｒｅ

 　昨年 10月 26日に実習機構に上記
の件確認した際、宿泊費を算出する際、
宿舎のために購入した土地代は含める
という回答があったため、同 11月
14日に開催いたしました介護組合員
様向け講習会時には実習機構の回答通
り「土地代は含める」ことをお伝えし
ておりました。しかしながら、今年 1
月 19日の他組合員への修正指示の中
で「土地代は含めない」という指示が

あったため、問い合わせたところ、実
習機構より上記のような回答がありま
した。このように、技能実習計画の認
定申請において、書類不備等による修
正指示だけではなく機構側のルール変
更による修正指示も発生しておりま
す。変更が判明した時点で組合員の皆
様にはＦＡＸ等でいち早くお知らせし
ておりますが、計画の作成時にはお間
違えのないようお願いいたします。
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ベトナムの生活「抹茶スイーツが流行！」

　今月は以前の介護版でお届けしていたベトナムの生活事情をお
届けします。ベトナム人に喜ばれる差し入れと言えばやはり、り
んごやみかん、バナナなどの果物ですが、現地ベトナムに行く際
の手土産に果物…というわけにもいきません。今、何が喜ばれる
かというと、やはりお菓子です。中でも「抹茶」味のお菓子は大
変喜ばれます。スーパーでも買えるものが人気ですが、外国人が
よく訪れるドラックストアは特に、抹茶のお菓子の品ぞろえが豊
富なので、一度のぞいてみるとよいでしょう。


