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備える習慣を日頃から
　海事協の「防災教育」
２０１９年も残すところあと１カ月。1年を振り返る時期になり、多くの方が台風や豪雨災害を真っ先に思い出す
のではないでしょうか。被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

災害のニュースを耳にするたび、私たちの防災意識は高まります。防災グッズをそろえたり、防災知識を学んだ
り、家庭で非常時について話し合ったりすることも。しかし、災害大国といわれる日本に住み慣れた私たちでさ
え、実際に災害が起こった時、イメージ通りに行動できないことが多いのも事実です。

では、慣れない土地で暮らす外国人技能実習生は日本の災害にどう備えたらよいのでしょうか。海事協では実習
生に対し、普段どのような防災教育をしているのかを一部ご紹介します。

備える習慣を日頃から
　海事協の「防災教育」

1、 過去の災害を知る

日本は、外国に比べて台風、大雨、大雪、洪水、土砂災害、地震、津波、火山噴火などの自然災害が発生しや
すい国です。過去に北海道で起きた災害と被害状況を紹介し、日本のどこにいても被災する可能性があること
を学習します。

2、 災害用語・気象用語の学習

災害時はいち早く正しい情報を把握することが重要
です。そのため「地震」「津波」「避難」「台風」
等の基本用語の他に、テレビではどのように伝えら
れるのか、携帯電話の緊急地震速報などについても
触れています。

3、 災害にどう備えるのか

基本の防災アイテムを備蓄するのが望ましいです
が、実習生が何もかもを揃えるのは大変かもしれ
ません。特別な防災アイテムを揃えようとせず、
普段から使えるもの、食べられるものを多めに備
える習慣づけが大切だと指導しています。



技能実習生の送迎に伴うトラブルについて
　　

技能実習先への通勤方法は各社によって異なりますが、会社が送迎しているケースが多く見受けられます。
通常であれば決められた時間に宿舎⇔宿舎の往復のみとなりますが、送迎ドライバーが技能実習生に頼まれ
て途中で買い物に立ち寄っている、技能実習生が休みの日でも他の実習生や日本人従業員の送迎のついでに
利用させているといったケースもあり、会社でも今後どのように対応したらよいか困っているとの相談があ
りました。

この件について当組合では、

①原因は技能実習生ではなく実習先にある。
②担当者又は会社が実習生に対し甘やかすような対応をし、要求を許可した結果こうなっている。
③一度許したことを後になって中止（禁止）するのは非常に難しい。

と考えており、中止した場合反対に技能実習生との関係が悪化することもあります。

そのため、このような事例は最初の対応が肝心です。技能実習生からの要求があった場合、決して甘やかす
ような対応はしないでください。今後、技能実習生に対し何かしてあげること等を決める場合は当組合へ相
談のうえ対応して下さい。

在留カードの携帯について
在留カードの更新時は必ずコピーを持参させてください︕

技能実習生は来日し1年後及び2年後に在留カードの更新を行いますが、手続きする際に申請取次者である
当組合に対しパスポートと在留カードを一時預けることとなります。

先日実習先企業の社長と夫人が実習生を連れて札幌に来訪した際、技能実習生の在留カード又はそのコピ
ーが確認できなかったため長時間警察で待機することとなり、結果として当組合職員が警察署に在留カー
ドの現物を届け深夜に解放される。という事例が発生しました。

当組合ではパスポートと在留カードが手元にない場合の対応として、実習生には在留カードのコピーを持
参させるよう指導しておりますが、今回このような事例が発生しましたことからこの場でご報告
させていただくとともに、改めて技能実習生に対し、

①外出時には在留カードを携帯させること。
②更新手続きで在留カードが手元に無い場合は在留カードのコピーを携帯させること。

について周知徹底するようよろしくお願いします。

また、罰則の規定は、入管法第７５条の２及び第７５条の３により、在留カードの不携帯では
２０万円以下の罰金、提示義務に反する行為があった場合では１年以下の懲役又は２０万円以下の
罰金に処せられる場合がありますのでご注意ください。

なお、この事例につきましては技能実習生向けメールマガジンでも当組合より直接指導致します。



冬の準備、できていますか︖

1 年の約半分は雪に覆われる北海道。今年 2月には大寒波が到来し、札幌では
最高気温 -11℃、陸別町では気温 -31.8℃を記録しました。このように冷え込み
が厳しく、積雪も多い北海道の冬。しっかり準備して、乗り越えましょう。

服装
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住まい
暖房器具

ホットカーペット
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水道凍結に注意

雪かき

健康管理
インフルエンザの流行
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落雪注意



Bạn đã chuẩn bị cho mùa đông chưa?

Hokkaido thì gần nửa năm được bao phủ bởi tuyết. Một luồng khí lạnh lớn đã đến vào 
tháng 2 năm nay, đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất của thành phố Sapporo là -11 
độ và thị trấn Rikubetsu là -31.8 độ. Mùa đông của Hokkaido thì rất lạnh như thế và 
có rất nhiều tuyết phủ. Hãy chuẩn bị kỹ càng để vượt qua mùa đông lạnh nhé. 
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Những nguy hiểm ở đất 
nước có tuyết

té trên đường đóng băng và 
bị thương

ra ngoài khi đang có gió tuyết 
thì nguy hiểm.

Chú ý tuyết rơi xuống từ nóc 
nhà



冬天的准备，做好了吗？

北海道1年中大约有一半是被雪覆盖的。今年2月来了大寒流，札幌的最高气温
是-11℃，陆别町创下了-31.8℃的记录。像这样北海道的冬天降温严重，积雪
也很多。做好准备来度过寒冬吧。

服装
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电热地毯
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技能実習生の
　　　　　失踪防止のために

出入国在留管理庁は、１１月１２日、技能実習生の失踪を減らすための対策を強化
する方針であることを発表しました。

近年、実習生の失踪が増加しており、２０１８年の失踪者は９０５２人（前年比１９６３人
増加）、２０１９年上半期の失踪者は４４９９人で、昨年を上回るペースです。

出入国管理庁は、失踪者を多く出した実習先企業や監理団体の新規実習生受入を
停止するほか、失踪者が少数であっても、賃金不払などの違法性があれば受入を
停止する方針です。さらに、失踪が発生した場合、実習先企業への立ち入り検査を
強化することに加え、実習生からの直接の聴き取りの機会も増加させる予定です。

出入国在留管理庁の対策強化を待つまでもなく、実習生の失踪防止への取組みが
これまで以上に求められることになりそうです。失踪防止に向けた取組みのひとつ
として、日頃から実習生の疑問や不安、不満に思っていることを聴く機会を設けること
も一案でしょう。
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