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　2018年 5月 17日 15時より、海事協の

大教室におきまして第 18回通常総会を執り

行いましたのでご報告申し上げます。当日の

朝は雨模様でしたが、午後からは天候も回復。

道内各地から、45名の皆様にお集まりいただ

き、昨年度の事業報告及び今年度の事業計画

につきまして無事に承認をいただくことがで

きました。ご参加いただきました皆様並びに

全組合員の皆様に心より深く感謝申し上げま

す。通常総会の終了後、引き続き講習会として、

当組合参事の山口より、優良認定を目指すた

めのポイントや技能実習 3号について、また、

適正な実習を今後も継続して行っていくには

どのようにしたら良いか、パワーポイントを

使い動画を交えつつお話をさせていただきま

した。ご参加いただいた組合員の皆様からは、

「すごくためになった」「今後も定期的にこの

ような勉強会をもうけてもらいたい」という

お声を多数頂戴いたしました。今回ご参加い

ただけなかった皆様にも、当日の様子につい

て海事協通信後半の組合員向けページでご紹

介しておりますので、そちらもあわせてご覧

いただけますと幸いです。これからも組合員

の皆様が安心して実習生の受け入れができる

ようサポートを行って参りますので何卒よろ

しくお願い申し上げます。
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　ある地方紙の記事で、介護職で第 1号となる技
能実習生（中国人女性 2名）が 6月にも入国する
見通しであることが紹介されていました。国内の
介護事業所からは 100件を超える申請があるとも
伝えられています。介護職においては今後も実習
生に対する受け入れ希望が益々増えていくだろう
とされる一方で、他の職種とは異なり、介護の実
習生は入国時に日本語能力試験Ｎ４が必須で１年
以内にＮ３に合格しなければならないことから介
護実習生に対する条件の緩和を求める声も上がっ
ているようです。海事協クラスの実習生は入国時
にN3レベルまで達することを目標に学習を続け
ていますが入国後も継続的な学習を重ねていくこ
とでより確かな力になっていくと考えます。

▲介護の実習生は言葉だけではなくコミュ
ニケーション力や柔軟な対応も実習で学び
実践していくことが求められそうです。

今月の

国内の介護事業所
申請が 100 件超

気になる話題を pick up

TOPICS

　このほど海事協のパンフレットの最新版が完成
しました。外国人技能実習生を受け入れる監理団
体というと、初めて実習生を受け入れる企業にとっ
ては難しくて堅いイメージを持たれるものですが、
マンガ形式にすることで、海事協の魅力やこだわ
りを分かりやすく伝えることを目的に制作してお
ります。5月の通常総会でもお配りしております
ので是非、お手にとってご覧ください。

▶海事協での実習生の
様子や普段の光景を
一年にわたり、写真に
おさめてきました。

パンフレットが
新しくなりました



　「空気を読むことが大切」な日本人にとって、相手に何かを伝えたい
時、ハッキリ言うことを避けがちです。それは仕事の指示の仕方でも
同じです。「このくらいで」とか「だいたい」とか「たしか…だったよ
うな」など実習生にとっては「程度」が伝わりにくいので、仕事で指
示をするときは、ハッキリ具体的に伝えた方が良いでしょう。

やさしい
日本語

「あいまいな表現」を「ハッキリ」伝える

　中国人やベトナム人実習生とのコミュニケーションでは、声をかけ
る話題に困ってしまうことがあるかもしれませんが、ごく簡単な話題
でも十分会話を楽しめるものです。例えば「ペットを飼ったことがあ
りますか？」「動物の鳴き声はベトナム語で何と言いますか？」など、
日本との違いについて質問してみるのもオススメです。
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例１）×「●●はどこですか？」「そのあたりにない？ほら、そのへんさ」
　　　◎  「●●はどこですか？」「白い棚の、一番上にありますよ」

例２）×「これから休憩にしますが、1時くらいまでには、必ず戻ってきてください」
　　　◎  「休憩は 12時から 1時までです。12時 50分までに戻ってきてください」

例３）×「水はだいたいこのくらい入れて、粉は、だいたいこれくらい」
　　　◎ 「水は、500ｃｃ入れます。粉は、300ｇ入れます」



 　実習生とのコミュニケーショ
ンに関するご質問やご相談をいた
だくことが多くありますが海事協
がよくお話をさせていただくコ
ミュニケーションのコツの一つは
「日本人従業員と同等に接する」
ということです。実習生を特別扱
いすれば、日本人従業員の不平不
満のもとになりますし、反対に、
同じミスをしても日本人従業員に
は厳しく言わないのに実習生には
厳しく注意するというような公平

さに欠けた対応は実習生の不信を
募らせる原因になります。それで
あれば両方とあまり関わらない方
が良いと言いう考えから無関心に
なるのは日本人従業員にも実習生
にとってもマイナスにしかなりま
せん。まずは、実習生とのコミュ
ニケーションをどうするかを考え
る前に、日本人従業員とのコミュ
ニケーションはどうかという点か
ら考慮していくのが良いのではな
いでしょうか。
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実習生とのコミュニケーション
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０６　ローリングストック法

　「ローリングストック法」と
いう言葉を聞いたことがあり
ますか？これは災害に備えた
食料備蓄の新しい方法として
注目されています。非常食と
して備蓄している食品や賞味
期限の長い缶詰等をそのまま
にせず、日常生活で食べ、食
べたら補充するというサイク
ルを繰り返す、これをローリ
ングストック法と呼んでいま
す。今回は、この話題の方法
を取り入れるメリットについ
てご紹介いたします。

災害時に食べ慣れた
ものを食べることが
できる！

例１）×「●●はどこですか？」「そのあたりにない？ほら、そのへんさ」
　　　◎  「●●はどこですか？」「白い棚の、一番上にありますよ」

例２）×「これから休憩にしますが、1時くらいまでには、必ず戻ってきてください」
　　　◎  「休憩は 12時から 1時までです。12時 50分までに戻ってきてください」

例３）×「水はだいたいこのくらい入れて、粉は、だいたいこれくらい」
　　　◎ 「水は、500ｃｃ入れます。粉は、300ｇ入れます」
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賞味期限の幅が
非常食より
短いものでもOK！

定期的に賞味期限の短い非常
食を食べて、食べた分をストッ
クすれば非常食になるのは長
期間保存のきくものだけでは
なくなります。賞味期限が１
年程度の食品でも十分備蓄に
なるでしょう。この方法なら
非常食のバリエーションも広
がります。

「非常食の存在を
忘れていた…」が
なくなる！

非常食を定期的に
見直すことで、
他の防災用品も見
直すきっかけに！

食べる時に必要な
物も一緒にセット

非常食はその特性上、決しておい
しいものばかりではありません。
食べれば味も分かりますので吟味
しながら買い足すことができます。

ラップ、カセットコントなど調理
に必要なものも分かります。



　ハリウッド映画界を揺るがし、日本でも広がりを見せてい
る「＃Me Too」運動。性暴力について語り、連帯する運動
の広がりや、セクハラ疑惑を報道された財務事務次官の辞任
や処分を巡るニュースに、改めて性的被害やセクハラの根深
さを考えさせられます。

　日本でセクハラが議論されるようになったのは１９８０年
代後半、その後男女雇用機会均等法改正法にセクハラに関す
る事業主の配慮義務の規定が設けられたのが１９９７年です
から、セクハラは古くて新しい問題です。

　大まかにいえば、セクハラとは、職場における意に反する
性的言動であり、被害者は必ずしも女性とは限りません。行
為態様は強制性交罪や強制わいせつ罪のように犯罪行為に該
当するものや、犯罪行為には該当しないものの不法行為に基
づく損害賠償請求の対象になり得る行動や発言など様々です。

　セクハラか否かの境界線を明確に引くことは難しいのです
が、セクハラ問題は個人の尊厳の問題であることの理解が重
要です。　　　　　　　　　                                                                          
                                                                        つづく

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 セクハラのない社会を目指して　その１
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づく損害賠償請求の対象になり得る行動や発言など様々です。

　セクハラか否かの境界線を明確に引くことは難しいのです
が、セクハラ問題は個人の尊厳の問題であることの理解が重
要です。　　　　　　　　　                                                                          
                                                                        つづく

＜組合員様向けのページ＞

　技能実習 3号として、実習生が再度入国して実習を最長 5年
まで行うには、大前提として監理団体が優良認定（一般管理事業）
許可を受ける必要があります。この点においては、海事協はす
でに 2017年 11月 1日に許可済ですので問題ありません。第
二に、実習先が優良認定を受けていることが条件です。優良認
定の許可申請というものはありませんので、３号実習生の許可
や増員枠の許可申請を行い、許可が出た時点で優良となります。
第三に、技能実習生が専門級に合格していることも条件ですが
受験できるのは技能実習 3年目のみとなったため、注意が必要
です。

第１８回通常総会
～講習会編～

通常総会終了後に行われた
講習会の内容を一部ご紹介します。

技能実習 3号について

　　　技能実習 3号で入国するための条件は？Q

　　　条件をクリアした後の流れは？Q

　3号実習を行うために、実習先に対しては上記のような条件
があるものの、最終的に 3号へ移行するか否かの判断は実習生
に委ねられます。子供を母国に残し「3年」と決めて日本に来
ている実習生もいますので本人の希望によるところが大きいで
す。また、3号の場合は 1号・2号を行った実習先から異なる
実習先への変更が認められています。実習先としては 3号も同
じ実習生が再入国するものだという認識でいたのに、実習生が
他のところに行ってしまったというケースも今後十分に考えら
れます。先の条件では、専門級の合格がありましたが、もし専
門級に合格できなかった場合は、3年満了後、短期滞在で入国し、
専門級を受験して帰国、申請を行って 3号実習生として入国す
るという流れになります。短期滞在にかかる費用はすべて実費
になりますので、実習中の専門級合格を目指していくのが望ま
しいと言えます。
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ベトナムの状況について

　　　ベトナム人実習生の生活環境について

　ベトナムは小さい国というイメージを持つ方もいると思
いますが面積は日本の約 9割ほどの面積（九州を除いたく
らいの大きさ）で、国土が縦に長く日本と同様に南北で気
候も方言も異なります。このような違いだと分かりやすい
のですが、日本人とベトナム人では「距離」に対する感覚
も違うのです。例えば、日本人が仕事を探す場合、たいて
いは自分の住んでいる地域から近いとか、通勤しやすいな
ども気にするものです。面接に行くためわざわざ、札幌か
ら沖縄まで行こうと思う人は多くないでしょう。それがベ
トナム人は数分の面接のためだけに、舗装されていない道
を走るバスで 12時間かけてくることもいとわないのです。

　　　実習生が母国で活躍できる人材に育てる

　こういったことだけでも、ベトナム人実習生にとっての
生活・仕事をめぐる環境も感覚も日本とは全く違うという
ことがわかると思います。講習会では、実際にベトナムの
提携する日本語学校に視察に行った時の様子を動画でご覧
いただきました。中でも、むしろをひいただけの硬いベッ
ドに衝撃に近い感情を覚えますが、実習生にとってはこれ
が普通なのです。しかしながら私たちがすべきことは同情
などではありません。実習生が将来母国でより豊かな人生
を送り活躍できるよう、技術と技能を教えることにありま
す。そのことを忘れずに、実習生と向き合っていただけれ
ば幸いです。


