
 

第 9回繊維産業技能実習事業協議会 議事要旨 

 

日時：令和 2年 7月 13日（月曜日）16時 00分～17時 00分 

場所：東海大学校友会館（霞が関ビル 35階） 

リモート会場： 

東京 経済産業省（本館 7階第 3会議室） 

大阪 近畿経済産業局（本館 2階第 1会議室） 

出席者： 

【実習実施者・監理団体の関係者】 

鎌原 正直  日本繊維産業連盟 会長 

大澤 道雄  繊維産業流通構造改革推進協議会 会長 

香山  学  日本麻紡績協会 会長補佐（※）       

白石 正裕  日本アパレルソーイング工業組合連合会 副会長（※） 

上山 健二  (一社)日本アパレル･ファッション産業協会 理事長 

石原 猛志  (一社)日本インテリアファブリックス協会 事務局長（※） 

山本 正雄  日本羽毛製品協同組合 専務理事（※） 

加瀬谷行雄  日本織物中央卸商業組合連合会 常務理事（※） 

日覺 昭廣       日本化学繊維協会 会長 

田渕  博  日本カーペット工業組合 専務理事（※） 

山本 一人  日本絹人繊織物工業組合連合会 理事長 

金森  弘  日本靴下協会 事務局長／日本靴下工業組合連合会 専務理事（※） 

安達 友彦  日本毛織物等工業組合連合会 事務局長（※） 

木村  彰  協同組合日本シャツアパレル協会 理事・事務局長（※） 

奥谷 孝良  (一社)日本寝具寝装品協会 専務理事（※） 

澤田 史朗  日本繊維染色連合会 会長 

竹内 友幸  日本繊維輸出組合 理事／日本繊維輸入組合 理事（※） 

吉田 豊作  (一社)日本染色協会 専務理事（※） 

井上 裕基  日本タオル工業組合連合会 理事長 

佐藤 俊寛  日本テントシート工業組合連合会 専務理事（※） 

佐藤 正樹  日本ニット工業組合連合会 会長 

林  俊彦    日本撚糸工業組合連合会 専務理事（※） 

荒堀 正也    日本被服工業組合連合会 専務理事（※） 

村上 雅洋    日本紡績協会 会長 

平松 誠治    日本綿スフ織物工業連合会 会長 

森口 和信    日本毛布工業組合 理事長 

池田 延雄    日本輸出縫製品工業組合 専務理事（※） 

一井 伸一    日本羊毛産業協会 専務理事（※） 

【事業所管省庁】 

大内  聡    大臣官房審議官（製造産業局担当） 

杉浦 宏美    製造産業局生活製品課長 

【オブザーバー】 

財津 依人     法務省出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課 補佐官 



島崎 祐希    厚生労働省人材開発統括官付 海外人材育成担当参事官室 室長補佐 

鈴木 伸宏    外国人技能実習機構 監理団体部長 

佐久間一浩  全国中小企業団体中央会労働政策部 部長 

太田 秀幸   (一社)繊維評価技術協議会 専務理事（※） 

重松 良克   全日本帽子協会 理事（※） 

黒澤 昇   日本編レース工業組合連合会 理事長 

金嶋 謙治  日本製網工業組合 専務理事（※）          

（※）は代理出席者 

 

議事要旨： 

 

１．議題 1「取組状況のフォローアップ」 

 

日本タオル工業組合連合会（資料 2－1） 

・本年 2月 20日、監理団体 1社、実習実施者 5社が行政処分。（認定計画の未履行。うち 3社は

時間外労働の違反あり。）。 

・当該実習実施者のうち組合員である星加タオル(株)には今治タオルブランド商品認定事業規約

に基づき措置を講ずるとともに、組合員以外 4社と取引をしている組合員に対して、当該 4社

の実態調査、工場訪問及び是正勧告を求めた。 

・また、組合員及び協力工場を対象としたサプライチェーン取組状況アンケートを実施し、当組

合が定めた今治タオルの製造に関する人権方針、サスティナビリティ調達方針、行動規範、外

国人労働者方針の理解と遵守を促進し、組合員等がより具体的な取組むべき方向性を認識する

よう指導している。 

・本年度事業として、アンケート、コンプライアンス研修会、外国人技能実習等連絡会議に加

え、実態調査を行うことにより、技能実習制度の適切な運用に努める。 

 

日本アパレルソーイング工業組合連合会（資料 2－2） 

・傘下組合の東京婦人子供縫製工業組合の組合企業である(株)ロングライフが、残業割増賃金未

払いにより本年 1月 24日に認定計画取消しとなった。 

・取消し理由は、平成 30年 11月に外国人技能実習機構の監査で改善勧告があり、平成 30年 3月

から同年 10月までの期間（8ヶ月）において、雇用条件書に記載された時間外労働に対し、割

増賃金を支払わなかったことから認定計画に従って技能実習が実施されていないと認められ、

技能実習法第 16条第 1項に規定する認定の取消事由に該当するので技能実習計画の認定取消し

となった。 

・令和 2年 4月 30日の弊組合理事会で協議の結果、除名処分とした。 

・改善については、平成 31年 2月に外国人技能実習生監査要領と巡回指導監査要領を改訂し、監

査人及び外部監査人を一新して監査体制の再構築を実施。実習実施者には技能実習法の遵守の

再度の周知徹底を図り再発予防に努めている。 

・また、医療用ガウンを生産する組合員が増加する中、適正な加工賃が渡らない現状がある。技

能実習の適正化について、積み上げてきたものが壊れないように、再度再発防止をこの機に注

視して、今後違法が無いような状況に整えていきたいと強く考えている。 

 



 

 

日本アパレル・ファッション産業協会 

・本年 2月 14日に当協会の会員である(株)レリアンが、公正取引委員会より勧告を受けた件につ

いてその内容とその後の対応について報告。 

・勧告の内容は、下請代金支払遅延等防止法、いわゆる下請法が定める下請け代金支払遅延の禁

止、下請け代金の減額の禁止、返品の禁止という 3つの規程に違反する行為が認められたとい

うもの。 

・勧告以降、(株)レリアンは改善に向けて、下請事業者との取引基本契約書を 2020年 3月 1日付

で各社と締結。本年 6月からは、下請法第 3条に基づき書面の発行を実施。 

・また、2月 17日の(株)レリアンの取締役会議において、①支払期日までに下請代金を支払うこ

と、②下請代金の額を減じないこと、③受領した商品を下請業者に引き取らせないこと（返品

を行わないこと）を確認し、決議を行った。その後、全社員に下請法の研修を実施。 

・当協会の対応としては、本年 3月 23日付け理事長名で全会員に向け、下請取引適正化の徹底を

求める文書を発出した。また、会員に対し、下請法セミナーを開催予定。 

 

 

２．議題２「技能実習事業の最近の状況」(資料 3) 

 

法務省出入国在留管理庁 資料３を参照。 

○新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱い 

・①技能実習終了後、技能実習の延長はできないことから、「特定活動（6か月・就労可）」又は

「特定活動（6か月・就労不可）」への在留資格変更が可能。 

・②技能検定等の受検ができず次段階の技能実習に移行できない場合、「特定活動（4か月・就労

可）」への在留資格変更が可能。 

・③実習先の経営悪化等により技能実習の継続が困難な場合（新たな実習先が見つからない場

合）で、在留資格「特定技能」に移行を希望するときは、最大１年間の在留資格変更が可能。 

・④第 2号技能実習を修了した実習生のうち、受入れ機関において特定技能移行の準備が整って

いない場合、その間、「特定活動（４か月・就労可）」への在留資格変更が可能。 

・⑤要件を満たせば第 3号技能実習に移行可能。 

 

○本邦に入国を予定している技能実習生に係る取扱い 

・在留資格認定証明書（3か月有効）に対する特例措置。 

・在留諸申請中に再入国許可により出国した場合、出国前に在留資格変更許可申請または、在留

期間更新許可申請を行っている場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国

が出来ないときは、本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留

カードの代理受領を認めることとし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことが可

能。 

・再入国許可による出国中に再入国期限が経過した場合、中長期在留者（技能実習生を含む。）が

新型コロナウイルス感染症の影響により在留期限を経過して、在留資格認定証明書を取り直す

時は、原則として、申請書および受入機関作成の理由書のみをもって迅速に審査する。 

 



○技能実習法に基づく行政指導等の状況 

・平成 29年の技能実習法の施行以降、本年 6月末までの行政処分件数における監理団体の取消し

は計 8件。うち繊維関係は 5団体。技能実習計画の取消しは計 585計画。実習実施者数は 42

社。うち繊維関係は少なくとも 16社。3分の 1から半数弱が繊維関係。 

・繊維・衣服関係も含め失踪技能実習生は引き続き高水準で推移。引き続き適正な制度運用に取

り組んでいただきたい。 

 

 

厚生労働省 

・審査基準において、必須業務は 1/2以上、関連業務は 1/2以下、周辺業務は 1/3以下の時間と

それぞれ定められており、その審査基準を元に実習生ごとに実習計画の認定を受け、その計画

に則って実習を行っていただいている。実習計画との齟齬は、本日も報告があったように、実

習計画の取消しや監理団体の許可取消しになるなど、受入れ側の不利益を強調されることが多

いが、一番不利益を被るのは実習先を変更させられる実習生なので、実習生本位で考えていた

だきたい。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う状況の変化により、技能実習を行う製品の製造機会が

減少する一方で、マスク等の需要が非常に高まっており、技能実習生をマスク等の製造に従事

されられないかとの相談が外国人技能実習機構に寄せられていた。こうした状況を踏まえ、特

例的に当面の間の措置として、軽微変更届を提出することで、実習時間全体の 1/2以下期間、

関連業務としてマスク等の製造に従事させることを可能とすることとした。 

・技能を修得するには時間の偏りなく必須業務の実習を行うことが最も効果的であるため、通常

は毎月単位で必須業務を 1/2以上実施するよう指導としているが、必須業務で製造する製品の

製造ラインが止まっている等の状況を踏まえ、最終的に各実習期間全体で必須業務が 1/2を超

えれば、月単位で関連業務が 1/2を超えることを許容している。 

 

３．議題３「意見交換」 

 

日本絹人繊織物工業組合連合会 

・帰国できない実習生の「特定活動（6か月・就労可）」への変更では、実習生の帰国と入国が重

なった場合、円滑な引き継ぎができない。一定程度の引き継ぎ期間を設けてほしい。 

 

法務省出入国在留管理庁 

・「特定活動（6か月・就労）」は、帰国できる環境が整うまでの間の在留資格であり、引き継ぎ

のための措置は困難。海外情報をよく注視しつつ、前広に計画的に引き継ぎを進めてほしい。 

 

日本被服工業組合連合会  

・安価な加工賃で中小事業者がガウン製造を請け負っている状況。 

・必須業務 1/2以上について、監理団体への周知と指導をさらに行ってほしい。 

 

杉浦生活製品課長 



・医療用ガウンにかかる加工賃のご指摘について、医療用ガウンの政府調達に当たっては、当省

は厚生労働省と連携し、調達先事業者に対しては、下請取引の適正化の観点からも、取引価格

の適正化について周知・指導してきたところ 

・下請取引の適正化の観点から、具体的な問題事案があれば情報提供願いたい。 

 

厚生労働省 

・必須業務 1/2以上、関連業務 1/2以下、周辺業務 1/3以下は技能実習生が確実に技能を修得で

きるよう技能実習法で定められている事項であり、マスク等の製造では状況を踏まえて当面の

間は月単位で関連業務が 1/2を超えてしまうことを許容しているが、法律が変わったわけでは

ないので、各号の実習期間において必須業務が 1/2以上となるよう徹底してほしい。このこと

について組合の関連企業等にも周知徹底いただきたい。 

 

日本毛布工業組合  

・技能実習 2号移行対象職種に「毛布製造」がないため、外国人技能実習生はいないが、従業員

の高齢化が深刻。業界の要望に応じて特定技能の対象にして欲しい。 

・監理団体を Webで検索すると沢山出てくる、監理団体の認定の内容の精査をして欲しい。 

・送出機関も実態が掴めない。聞くところによると、ベトナム人の技能実習生が帰国後に現地で

送出機関を立ち上げるなどの例もあるようだ。送出機関の精査もして欲しい。 

 

法務省出入国在留管理庁  

・毛布工業組合からの、送出国側の適正化の話については、技能実習に関する二国間取決めとい

う、日本と送出国が適正かつ円滑に行うために情報交換の枠組みを設けている。主務省庁と技

能実習機構及び相手国政府で定期的に協議を行っており、このチャネルも活用しながら相手国

に対し改善を働きかけていきたい。 

 

日本輸出縫製品工業組合  

・婦人子供服製造業の 3号の技能実習生が帰国する場合、随時 2級の技能検定試験の受験が必須

だが、遠方の他県で受験せざるを得ないなど負担が生じている。厚生労働省は都道府県の所管

との見解だが、随時 2級は検定員も見つからず課題がある。 

・外国人技能実習機構が受検手続支援の中で各都道府県の随時 2級受験情報をまとめて公表して

いただきたい。 

 

厚生労働省 

・旧制度では基礎級のみが義務で、随時 2級及び 3級は義務化されていなかったが、新制度にお

いては、次号に移行するか否かにかかわらず、実技については随時 2級及び随時 3級の受検が

義務付けされた。 

・評価試験は、業界団体と試験機関が一体となり実施しており、比較的機敏に実施いただいてい

るが、技能検定の職種については、随時級の実技試験の義務化に加えて技能実習生の急増によ

り、国家検定を委任している県、さらに能会協会でも体制強化につとめているが、受検者数の

急増への対応に短期間で追いついていない状態にあると聞く。技能実習機構で受検手続支援を

行っているが、実際の予約については機構で調整することは困難。県をまたいでの調整も行っ

ているところもあるので、当面の間不便を掛けるがご理解いただきたい。 



 

日本繊維産業連盟 

・技能実習の適正化について、新型コロナウイルス感染拡大など環境変化で課題が残るが、皆様

のご尽力でここまで積み上げた。今後とも継続的に努力していかねばならない。 

・特定技能について、新型コロナウイルス感染症の影響がある一方で、中長期的に日本の繊維産

業の人材不足はさらに顕在化する可能性あり。行政との間で緊密な連絡を深めたい。 

 

６．その他 

○事務局（生活製品課）より、次回の協議会は、今後の各団体の取組状況等を踏まえ、日本繊維   

産業連盟と経済産業省と相談の上、日程調整させていただく旨連絡。 

 

以上 


