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要約 
技能実習制度は、労働基準監督署により多くの労働違反が確認されている。監査が入った企業のおよ

そ 7割から 8割が労働違反として指導を受けている。そこで本稿の目的は、技能実習制度の監視の仕組

みを強化し、技能実習生が問題のない労働環境で働けるよう整備することにある。特に公益財団法人国

際研修協力機構 JITCOに着目し、JITCOの監視を強化することで労働違反数が減少すると仮定し、分析と

考察を行い新しい監査の仕組みを提言した。 

本稿は次の 5章により構成される。 

第 1章では外国人技能実習制度の仕組みを明らかにする。1993年から開始された制度が現在に至るま

でどのような歴史的変遷を遂げてきたのか、また、受け入れの仕組みである企業単独型と団体管理型の

仕組みとその制度の監視システム、そして外国人労働者数、技能実習生数、受け入れ国の割合、職種別

技能実習生数を取り上げる。 

第 2章では問題意識と称して技能実習制度が実際にどのような問題であるのかを考察する。技能実習

制度において人権違反が確認された事例を挙げ、具体的にどのような状況で労働していたのかを見てい

く。また、労働違反の現状を示したあとに、本稿における大きなテーマである 4つの監視の仕組み、不

正行為認定を行う地方入国管理局、労働諸法に基づいて指導を行う労働基準監督機関、受け入れの仕組

みである管理団体による監査、そして厚生省から業務委託された公益財団法人 JITCOについてとそれぞ

れのその問題を考える。 

第 3章では監視制度に関する先行研究を 2つ紹介する。一つは吉田(2012)、もう一つは総務省による

外国人の受入れ対策に関する行政評価・監視である。これら 2つの先行研究を見た後に、本稿における

位置付けを述べる。 

第 4章では、JITCOの監視の強化を図ることが労働違反の減少につながることを分析で示す。労働違反

数を被説明変数にとり、説明変数に 3章で明らかになった JITCOが機能していない原因だと考えられる

要素をとり、重回帰分析を行う。分析の結果も考察していく。 

最後に第 5章では、第 4章で明らかになった JITCOの監視の強化と労働違反の減少の関係を踏まえ、

制度の改善が実証された新しい制度を監視の仕組みに取り入れることを提言する。 
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はじめに 

日本で働く外国人労働者はおよそ 70 万人いると言われている。その中でも、技能実習制度の下で働く

労働者は約 15万人いる。技能実習制度とは、発展途上国に日本の技術を移転し、国際貢献を目的とした制

度である。しかし実態としては、低賃金労働や賃金の未払いなどの労働違反の割合がここ 5 年で 70〜80%

という高い基準で推移し、劣悪な労働環境でも働く安価な労働力の供給として使われているのだ。 この

問題は、海外から数々の批判を受けている。米国国務省人身売買取引に関する報告書においては、「日本

政府は強制労働の存在を正式に認知しておらず、効率的な管理・措置が不足している」と指摘されている。

また、国際人権規約委員会からも、強制労働の違反の指摘があり、早急に制度の改善を求めると言われて

いる。さらには、国際労働機関 ILOから外国人技能実習生の保護を強化することを目的とした法令の実行

を行うよう要請されている。国内の客観的なデータから見ても、海外からの批判を考えても、技能実習制

度は明らかに解決しなければならない問題であると言える。一方で、政府は、現状の問題がある状態のま

まで技能実習制度を受け入れ職種と受け入れ枠の拡大を図っている。このまま拡大すれば、さらに劣悪な

環境で働く外国人労働者が増えることが考えられるであろう。以上の問題意識の上で、本稿では日本の重

要な問題の一つである、技能実習制度とその改善について研究を進めていくことにした。私たちは、技能

実習制度とその改善を考える上で、監視制度に着目した。技能実習制度における監視制度は、不正行為認

定を行う地方入国管理局、労働諸法に基づいて指導を行う労働基準監督機関、受け入れの仕組みである管

理団体による監査、そして厚生省から業務委託された公益財団法人 JITCOの 4つの主体を通じて行われて

いる。その中でも特に、改善の余地がある JITCO に着目し、分析をすることで、JICTO の監視システムの

強化が労働違反の削減につながることを実証していく。技能実習制度を考えることは、日本で働く外国人

労働者の人権を守るために必要不可欠である。私たちが考える監視の制度が、多くの技能実習生に取って

の救いとなれば幸いである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 1 章 現状分析 

 

第 1 節  (1 . 1)  外国人技能実習制度 
 

外国人技能実習制度（以下、本制度）は 1989年の入管法の改正を発端として、日本政府主導に より 1993

年から開始された。本制度は、国際貢献のため、開発途上国から外国人を日本で一定期 間（最長 3年間）

に限り受け入れ、我が国の進んだ技術を修得してもらい、帰国後に母国の経済発 展に生かすことを目的と

して定めている。また、公益財団法人国際研修協力機構（以下、JITCO）は 本制度の目的を以下のように

定めている。 

 

⑴  技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢

献 

⑵  技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識

等、事業活動の改善や生産向上に貢献 

⑶ 我が国の実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢

献 

技能実習生は２つの受け入れ方法で入国したのち、「研修生」として 1 年間の研修を受けるが、 原則と

して入国後、二ヶ月の座学講習を受けることになる。研修生であるため、在留資格も「研 修」であり、「研

修」は入管法上就労ができない「活動に基づく在留資格」であり、労働者としては扱われないとされた。

1年間の研修を受けたのち、所定の技能評価試験に合格した者のみが、 実習期間を 2年間延長することが

可能になる。同時に、研修は「技能実習」に切り替わるため、在 留資格も「特定活動」となり、労働者と

して扱われることになると考えられた。技能実習生となったのち、彼らは雇用関係下の実習をおこない、

技能検定 3 級合格を目指すことになる。しかし、2009年の技能実習制度改正により、技能実習 1年目を

技能実習 1 号、2 年目を技能実習 2 号と呼称するようになった。また、在留資格においても 1 年目から技

能実習生と雇用契約を締結した上で、在 留資格「技能実習」で在留することになる。「技能実習 1号イ、

ロ」、 2年目以降において特定の 条件を満たした者に対して「技能実習 2号イ、ロ」と呼称されている。

一方、実務研修を伴わない 非実務のみの研修や国の機関などが実施する公的研修は従来通りの在留資格

「研修」で在留することになる。 

第 2 節(1 . 2) 外国人技能実習制度の歴史的変遷 

本制度が確立されたのは、第 1項で記述したように 1993年からだが、基礎が出来上がり始めていた の

は、日本が高度経済成長期を謳歌していた 1960年代である。その当時、多くの日本企業が海外進出を果た

しており、世界中に日本企業との合併会社や現地法人が設立された。しかし、その流れの中で 業務の妨げ

となる課題が発生した。それが、現地で採用された外国人社員の研修である。特に繊細な 技術を必要とす

る製造業においては、現地で雇用した従業員を日本に招いて、必要な知識・技能・技術 を修得させる必要

があった。多くの企業から研修に関する要望が出ていたことが本制度の発足に繋がった。当時の外国人研

修制度は、本来、国際協力事業団（JICA）や海外技術者研修協会（AOTS）など の政府機関や地方自治体と

いった公的機関が外国人を受け入れて研修を行っていた。1981 年の入管法 改正により、正式に「外国人

研修制度」が創設され、外国人研修生の在留資格は「留学生」の一形態 として位置付けられていた。また、

海外に支店のある企業が外国人を１年間限定で受け入れることが可 能になった。 



1980 年代、少子高齢化の進展、ボーダーレス社会の出現，高度情報化の進展等などの社会変化に伴い、

外国人労働者への対応が問われ始め、1989 年の入管法改正において、「本邦の公私の機関により 受け入

れられて行う技術・技能・知識の習得をする活動」として「研修の」在留資格が創設されること になる。

さらに 89年の入管法改正以前では、外国人労働者の中でも、日系 1・2世に対してのみ在留資格 が与えら

れていたが、日系 3 世にも「定住者」という在留資格が認められることが明確になったことで、入国者数

も大幅に増加し、結果として在留資格も多様化した。同時期，1991 年に法務省，外務省，厚生労働省，経

済産業省，国土交通省の五省共同管理により財団法人 国際研修協力機構（JITCO）が公益法人として設立

された。詳細は後述するが、JITCOは外国 人研修制度・技能実習制度において，重大な役割を演じている。

その後、出入国の公正な管理を図る ため、出入国管理及び難民認定法第 61条の 10に基づき、法務大臣が

外国人の入国及び在留の管理に関 する施策の基本となる、第 1次出入国基本計画の策定がおこなわれた。

現在この基本計画は、4回改正 がされている。(表 1-1参照) 

   

 

1981

1989 12 90 6

1990 8

1990 100

1991 10 JITCO

1992 5 1

1993 4

1997 4

3

2000 3 2

2005 3 3

2009 7 10 7

2009 7

2010 3

 

  

 

 

表1-1「制度の変遷」 出典：行動敦（2011） 

「多文化共生へのアプローチ」より筆者作成 

 

第 3節(1.3)  受け入れの仕組み 

技能実習生を受け入れる場合、二つのルートが存在する。一つは、日本の企業が海外の現地法 人など独

自のルートで受け入れる「企業単独型」、もう一つは商工会など非営利の中小企業団体 が受け入れる「団

体監理型」である。平成 25年度においては、「団体監理型」の受け入れが 95.8% で主流の受け入れルー

トとなっている。送り出し国から実習生を中小企業団体が受け入れる最初 の受け入れ団体となり、その傘

下の中小企業で研修・実習が行われるという仕組みである｡ 
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第 2 章 問題意識 

第 1 節 （２．１） 事例の紹介 

ここでは、技能実習制度が解決すべき問題であることを 2 つの事例を紹介して考察していく。 

第 1 項(2 . 1 . 1)  事例① 中国人技能実習生に関する人権救済申し立

て事件(2014) 

 1 つめの事例は、レタス栽培等に従事していた中国人の技能実習生の事例である。この事

例は、 中国の送り出し機関が行き過ぎた管理をしていたことを、日本の管理団体である事

業協同組合が 適切な管理をせずに看過していたことが人権侵害にあたると判断し、日本弁

護士連合会が事業協 同組合、法務省及び厚生労働省に対して勧告したものである。 

中国人の技能実習生は、技能実習制度の下で来日し、レタス栽培に従事していたが、長時

間かつ 休日のない厳しい労働環境下に置かれ、生活環境でも不衛生な寄宿舎で過ごすとい

う、過酷な条 件下にあった。また、中国の送出し機関は、技能実習生の私生活や交友関係

に及ぶ規則とその違 反に対する制裁金を定める、預貯金の自由な処分の可能性を奪うなど

の行為をして、技能実習生が逃亡や権利主張をできないようにしていたのである。 

 2013年 10月に行われた中国人の技能実習生に対する事情聴取において、以下のようなこ

とが明 らかになった。労働時間に関して、本件聴取対象者 4名全員が、レタス出荷がピー

クを迎える 7、8 月の残業の存在について述べていたが，うち 3名は、7、8月については午

前 0時頃から午後 5時頃 まで野菜の栽培や出荷の作業を行い，休日もほとんど与えられず、

また、休憩についても、１時間 以上のまとまった休憩を与えられなかったという。 

 また、この 4名のうち 1人は 7、8月の間に 45日連続勤務を余儀なくされ、体重も 20キ

ロ近く落ちたと述べている。賃金に関しては、本件聴取対象者 4名全員が、本件協同組合な

いし受入れ農家から，生活費として毎月現金で１万円しか渡されていないことも明らかに

なった。また、このうち 3名は，残りは預貯金口座に振り込んだとの説明を受けているとの

ことであったが、通帳は手渡されておらず、通帳で口座の残高を確認できたことはなかった。



ISFJ2015 最終論文 

 

また、休日手割り増し手当てなどが 不当に支払われていない者もいた。日本の監理団体で

ある事業協同組合は、適正な技能実習の実施を監理するべき立場にあるにもかかわらず、中

国の送出し機関がこれらの行為をしていることを知りながら、看過し、あるいはこれを利用

して技能実習生の管理を行っていた。その結果、技能実習生は、憲法 22条 1項が保障する 

移転の自由、憲法 13 条が保障する自己決定権を奪われ、同条及び憲法 25 条が保障する最

低限の健 康で文化的な生活を送ることのできる権利を侵害されていたと判決がなされた。 

 

第 2 項(2 . 1 . 2)  事例② 山梨事件(2008) 

 

 2つめの事例は、山梨県で発生した中国人の技能実習生に対する強制帰国事件に関する事

例である。この事例は、労働条件の改善と適正な研修を求めた彼女たちに対して、会社と協

同組合、そして 中国の送り出し機関が共謀して暴力的に強制帰国を図った事例である。 

婦人・子供服の服製造で繊維・衣服の職種で働くという計画であったが、実態としては洗

濯機 に洗濯物を出し入れする作業を延々と行うクリーニング会社だったという。これでは

ほとんど必要 な技術が身につくはずもない。労働環境に関しても、労働時間は 8時半から

22時まで、残業代は時 給 300円、研修手当てと技能実習賃金は月 5万円という明らかに労

働違反で、劣悪な労働環境であったことがわかる。このような環境に対して、研修生たちは

2008年 8月、「正規な報酬の支払い」を 求めて会社に要望書を出したところ、強制帰国さ

せられたという。 

 以上の 2 つの事例から、技能実習制度においては人権侵害の事例があることが確認され

た。    

第 2 節(2 . 2)  技能実習制度が抱える問題 

 第 1 節では、事例を用いて技能実習制度の実態を明らかにした。第 2 節ではより普遍的に技能

実 習制度が抱える問題について見ていく。まず、技能実習制度の下で外国人労働者を雇ってい

る企業は、平成 23年度では監理団体が 1,955団体、実習実施機関が 2万 1,223機関となっ
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ている。同年、全国の労働基準監督機関において、実習実施機関に対して 2,776件の監督指

導を実施したが、そのうちの 79.1%に当たる 2,252 件で労働基準関係法令違反が認められ

た。その他の年においても 70%から 80%という高い推移で労働基準関係法令違反が見られて

おり、技能実習制度は解決すべき問題であることがわかる。労働違反の内容としては、違法

な時間外労働など労働時間関係が 25.8%、安全措置が講じられていない機械を使用させてい

たなどの安全基準関係が 23.5%、賃金不 払残業など割増賃金の支払関係が 17.8%という順

に多い。図 1-6と図 1-7はそれぞれ労働違反の状況と、労働違反の内容を示している。その

他、パスポートの取り上げや、携帯電話の没収、経営者による性的暴行、根拠のない強制帰

国など劣悪な労働環境で働いている技能実習生がいることも報告されている。 

 なお、労働基準監督機関による監督指導は、技能実習生による報告に基づいて行ってい

るケースが多いとされているが、技能実習生は立場上、明らかに違反とみられる労働環境で

あってもそれを伝えることができないこともあり、実態としてはさらに高い違反数がある

との指摘がある。 

第 3 節(2 . 3)  監視の仕組みと評価 

第 1節、2節では技能実習制度の問題を明らかにした。これらの問題に対して、何も対策

がとられていない訳ではなく、様々な監視の制度が整えられている。3節では、技能実習制

度における監 視の仕組みについて詳細に説明する。 

 第 1 項(2 . 3 . 1)  地方入国管理局による不正行為認定 

 地方入国管理局では、技能実習の適正な実施のため、不適正な受け入れを行っている実習

実施 機関に対しては、不正行為認定を行うこととされている。不正行為認定を受けた実習

実施機関は、1年から 5年間の技能実習生の受け入れが禁止されることとなる。 

 第 2 項(2 . 3 . 2)  労働基準監督機関による是正勧告 

労働基準監督機関では、労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法等に基づき、労働基準

関係 法令を徹底して守るため、事業場に対して立ち入り権限や調査権限に基づく監督指導
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を行っている。 もし違反を見つけた場合は、該当する事業場に行政指導を行うこととなっ

ている。 

 

 第 3 項(2 . 3 . 3)  監理団体による監査 

前述の通り、技能実習制度のほとんどは団体管理型を採用している。団体監理型の技能実

習は、 営利を目的としない団体が、技能実習計画に基づいて適正に実習が実施されている

か否かを確認 し、企業等を指導・監査することとされている。(注) 3か月に 1回は少なく

とも監査を行い、実習 実施機関による不正行為を知った場合は、地方入国管理局に報告す

ることとされている。実施内 容については、直接確認し、賃金台帳など文書を実際に確認

し、労働基準関係法令の規定に違反 していないかを確認しなければならない。必要な報告

を行った場合は不正行為に認定される。団体監理による管理は、技能時実習制度の根幹とな

るため、重要な取り組みとして位置付けされている。 

けれども、団体監理型による監理は機能しているとは言い難い。平成 23年に地方入国管

理局に よる不正行為認定を実習実施機関 90 機関のうち 7 機関に関しては、不正行為があ

ったという監査結 果が地方入国管理局に報告されていなかった。また、監査の方法につい

ては具体的な監査の視点、手順、方法等は示されていない。(注) 監理団体にとっては、実

習実施機関は運営財源である組合費の拠出元であり、一定の利害関係にあることから機能

していないとの指摘もある。 

 

 第 4 項(2 . 3 . 4)  JITCO による巡回指導 

 JITCOでは、厚生省が示している技能実習制度推進事業に関する仕様書に基づき、全監理

団体 を監理・指導することと、全実習実施機関の半分程度(3年間で全ての機関を回る目標

となっている) を直接訪問し、状況に応じた指導を行うこととされている。問題があった場

合には、文書指導または口頭指導を実施することになっている。これらの結果は、必要に応

じて関連行政機関に情報 提供をさせることとしている。 



ISFJ2015 最終論文 

 

巡回指導の実施状況に関しては次の通りである。まず、入管法改正により、これまで指導

の必要 がなかった技能実習 1号を受け入れている機関に巡回する必要が生じたため、現状

では技能実習 1号を受け入れている機関については指導を行えていない。また、仕様書にお

ける目標に関して 2、3年のうちに巡回に行くことができていない機関が一定程度あるとさ

れている。(注) また、管理団 体同様に、平成 23年に地方入国管理局が不正行為を行った

100機関のうち 28機関について、3年間 を通じて一度も巡回指導をしていなかったとの報

告がある。(注)さらに、改善報告書の提出を求め ることができる文書指導による指導も毎

年度 300件程度でとどまっているという。 

 一方、JITCO による巡回指導に関しては実効性の疑問もある。権限を持つ地方入国管理局

や労 働基準監督署とは異なり、行政権限が JITCOにはない。また、巡回指導は事前にアポ

イントを 取って行うため、不正行為のごまかしができてしまうとされている。 

  

 第 5 項(2 . 3 . 5)  新法人 

平成 27 年 1 月 30 日にまとめられた「技能実習制度の見直しに関する法務省・厚生労働

省合同有 識者懇談会」報告書を基に、平成 27年 3月 6日に「入管法改正法案」が衆議院に

提出された。この 法案では主に、制度の適正化と、新法人の設立について決定されていた。

制度の適正化に関しては、 技術等の適正な習得を確保するため、技術実習計画を認定制と

し、実習実施者については届出制、管理団体については許可制をとることとなった。また、

人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する罰則を規定することとしている。そ

して、新しい機構を認可法人として新設し、技 能実習計画の認定や、届出や許可の受理に

関する事務、並びに実習生に対する相談を行うことになった。 

 監理団体と実習実施機関の利害関係を考えると、届出制と許可制は有効であるとの評価

はされ ている。一方の新機構に関しては、JICTO よりも法人である点で適切な監督が出来

ると期待され ているが、JICTOとの違いはあまりないとの指摘もある。 

以上、5つの主体による監視制度とその評価を見てきた。「入管法改正法案」での決定を

踏まえる と、団体管理型についての改善は期待ができそうである。一方で、JICTO に関し
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ては改善の余地が ある中で、今回の新法人の設立である。新法人の施行は平成 28 年 3 月

とされているため、まだ政策 評価ができないこと、また、JITCO との業務内容の違いがわ

からないこと、これらのことから新 法人に目を向ける前にまず、本稿においては、JICTOの

監視制度の改善を目指すこととする。 

 

第 4 節(2 . 4)  目指す社会 

 技能実習制度の本来の目的は、発展途上国への技術移転である。しかしながら、外国人労

働者 が劣悪な環境で安価な労働力として利用されているのが実態である。元々は海外に現

地法人を持 つ日本企業が効率良く人材開発を行うために使われていた制度であったが、ど

の中小企業からも 技術移転を通じた国際貢献ができるよう、また、財界からの要求で人材

不足を補えるよう、現在 の制度の形になった。それゆえに、政府の方針には反して劣悪な

労働環境で働くことができる単 純労働者を受け入れる抜け道となったのであろう。だから

といって、私たちは技能実習制度を廃 止すべきだとは考えない。むしろ、現行の制度を改

善することで、日本に来る技能実習生のニーズに沿う形に改善すべきだと考える。 

図 1-8は、平成 26年度における「帰国技能実習生フォローアップ調査」の結果の一部で

ある。この調査の趣旨は、技能実習を修了し帰国した技能実習生について、日本での技術習

得状況や、帰 国後の就職状況などを把握し、技能実習生の帰国後の実態を明らかにするこ

とである。調査対象は、技能実習 2 号を修了し、2014 年 10 月 10 日から 11 月 30 日までの

間に帰国した 6,274名を対象と している。国籍の選定にあたっては、99%以上を占める上位

5か国、中国、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナムとされている。調査方法として

は、厚生省の名望に基づき、本人への配布を依頼し、対象者は帰国日から 1か月以内に、母

国から投函等で労働政策研究・研修機構に調査票を返送している。なお、解答は原則無記名

で、有効回答率は 2015年 3月 31日時点で 578票である。 

 日本に来日する技能実習生の目的として、「お金を稼ぐため」が 74.2%で一番に回答され

ており、その次に「技能の取得のため」が 69.2%になっている。この結果から、技能実習制

度の本来の目的である技術取得と並行して、お金を稼ぐことも来日の目的として重点を置

いていることがわかった。 
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 以上の現状分析、問題意識を踏まえた上で、もう一度論点をまとめる。 

①賃金未払い、低賃金など賃金に関する労働違反が多く見られた 

②JITCOに問題あるまま、新法人が設立されることとなった 

③技能実習生の来日目的で一番多かったことはお金を稼ぎたいということ 

本稿では、JITCOの監視制度を見直すことで、労働違反が減ることを明らかにし、技能実

習生 の目的を果たせることを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章 先行研究 
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第 1 節(3 . 1) 監視制度の有効性 

 

 本稿では、JITCOの監視制度を見直すことで、労働違反が減ることを明らかにし、技能

実習生の目的を果たせることを目指す。 

 

第 2 節(3 . 2) JITCO に関する研究 

 

第 1 項 (3 . 2 . 1) 吉田(2012) 

  

吉田(2012)、JITCOの役割を送出し国の機関、受け入れ管理団体及び実習実施機関、実

習生という三角関係の外にあって、本制度が上手く運用されるように側面から援助するこ

とと明記している。それを踏まえたうえで、本制度の現状と課題を明らかにするために

は、JITCOに対する調査が不可欠とし、2011年 3月 10日、JITCO本部において、本制度の

現状と問題点に関する聴き取り調査をおこなっている。 

 聴き取り調査の結果、巡回指導に関して、少ない経費と人員のなかで効率的な訪問を心

がけていることわかった。そして、実習生の相談活動において、実習生の母国語を話せる

相談員の配置や土曜日にも相談を受け付けるなど、できるだけ多くの実習生の相談を受け

ようとするなどの JITCOの姿勢・体制を評価している。一方で、十分な権限を持たないの

で、助言、指導という意味での調査にとどまっており、その事案が本当に不払いなのか、

残業手当についても雇用契約書に記載したものに満たないのか、労使協定に照らしてどう

なのかなど具体的な不法行為を特定できないことを批判している。 

 

第 2 項 (3 . 2 . 2) 外国人の受入れ対策に関する行政評価・監視

(2013) 

 

 総務省で公表されている「外国人の受入れ対策に関する行政評価・監視」(2013)では、

適切な受入れ及び管理を推進する観点から、技能実習生の適切な受入れに向けた取組状況
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が公表されている。ここでは、JITCOは技能実習制度の監視する上で、唯一第 3者的かつ

網羅的な監視機関でことが報告されている。JICTOの問題点としてあげられていることを

以下にまとめる。 

 

①技能実習 1号を受け入れている機関に巡回ができていないこと 

②仕様書における目標である巡回数が達成できていないこと 

③その原因としてコストの削減と職員の効率の良い配置ができていないこと 

④不正行為を行った実施機関を巡回できていないこと 

⑤巡回する機関の決定の仕方の効率が悪いこと 

⑥改善報告書の提出を求めることができる文書指導の数が少ないこと 

⑦J行政権限がないこと 

⑧巡回指導は事前にアポイント制であること 

 

第 3 節(3 . 3) 本稿の位置付け 

二つの先行研究により、賃金に関する労働違反に対して監視の有効性と、JITCO の

監視制度の改善点が明らかになった。しかしながら、今までの先行研究では、JITCO

の監視の仕組みを強化することで、技能実習制度において賃金に関する労働違反が減

少することを明らかにしたものは見つかっていない。そこで本稿では、技能実習制度

の監視の仕組みの一つである JITCO の監視を強化することで、労働基準監督機関によ

って明らかにされている労働違反の割合(注)が減ることを明らかにする。 

 

 

 

第 4 章 分析 

第 1 節 分析の概要 
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外国人技能実習制度及び技能実習生に対する不法行為低下に監視団体への改善政策が効

果を与えるのかを予測するために、重回帰分析をおこなう。分析を行う前にある一つの仮

説を立てる。 

 

仮説：監視団体への改善をおこなうことで外国人技能実習制度及び技能実習生に対する不

法行為の数が減る。 

  

以下でモデル式及び変数名について述べる。 

モデル式 

Yit=B0+B1X1it+B2X2it+B3X3it+B4X4it+B5X5it+B6X6it+B7X7it+B8X8it+B9X9it+B10

X10it+B11X11it+B12D1t+B13D2t+B14D3t 

(t=2010~2014, i=1~47) 

 

変数説明 

Yit：地域別労働違反数 

X1it：地域別人口増減率 

X2it：地域別 GDP 増減率 

X3it：地域別巡回指導の目標件数 

X4it：地域別巡回指導の実施件数 

X5it：地域別巡回指導の実施機関数 

X6it：地域・在留資格別外国人技能実習生数（イ）  

X7it：地域・在留資格別外国人技能実習生数（ロ） 

X8it：地域・在留資格別外国人研修生数 

X9it：地域・在留資格別技能実習移行申請者 

X10it：地域別監理団体数 

X11it：地域別実習実施機関数 

D1t〜D3t：2010 年〜2012 年の年次ダミー 
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第 2 節 変数選択 

以下に本分析で使用した変数に関する仮説について述べる。 

 

○人口増減率  

日本は少子高齢化の進行と東京一極集中により、各地域の人口流動は激しい。労働人口

の増減により外国人技能実習生の労働時間も左右されるという仮説を検証する。 

○GDP 増減率 

人口と同様に各地域の GDP 増減により外国人技能実習生の賃金が左右されるという仮

説を検証する。 

○巡回指導件数 

 人口増減率、GDP 増減率とは別に JITCO による巡回指導件数に対して、需要が大きい

地域で外国人技能実習生に対する不法行為が多いのかを検証する。 

○外国人研修生・技能実習生数 

 外国人技能実習生の数が多いほど彼らに対する不法行為が増えるのかを検証する。 

○監理団体数 

 JITCO の事業所、またそれぞれの管轄する監理団体・実習実施機関数も違う。外国人技

能実習制度の問題に JITCO の管轄する監理団体・実習実施機関数が深く関わっているか

どうかを検証する。 

○年次ダミー  

各年度の事象についてコントロールするために年次ダミーを加えた。今回使用したデー

タ年度には、不景気、東日本大震災などの自然災害等の問題が発生したため、その際の経

済・人口流動を推計するものと考えている。 

 

以下の表に変数の出所を示した。 
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        （筆者作成） 

 

 

第 3 節 推定結果と考察 

 推定結果は以下の通りである。 

 

 

     （筆者作成） 

変数名

地域別労働違反数
地域別人口増減率
地域別GDP増減率

地域別巡回指導の目標件数
地域別巡回指導の実施件数

地域別巡回指導の実施機関数
地域・在留資格別外国人技能実習生数（イ） 

地域・在留資格別外国人技能実習生数（ロ）
地域・在留資格別外国人研修生数

地域・在留資格別技能実習移行申請者
地域別監理団体数

地域別実習実施機関数
2010年〜2012年の年次ダミー

総務省「外国人受け入れに関する行政評価」より筆者作成
総務省「外国人受け入れに関する行政評価」より筆者作成

筆者作成

総務省「外国人受け入れに関する行政評価」より筆者作成
総務省「外国人受け入れに関する行政評価」より筆者作成

JITCO白書
JITCO白書
JITCO白書
JITCO白書

説明変数

出所
総務省「外国人受け入れに関する行政評価」より筆者作成

内閣府経済社会総合研究所より筆者作成
内閣府経済社会総合研究所より筆者作成

総務省「外国人受け入れに関する行政評価」より筆者作成

被説明変数

変数名

地域別労働違反数

地域別人口増減率
地域別GDP増減率

地域別巡回指導の目標件数
地域別巡回指導の実施件数

地域別巡回指導の実施機関数
地域・在留資格別外国人技能実習生数（イ） 

地域・在留資格別外国人技能実習生数（ロ）
地域・在留資格別外国人研修生数

地域・在留資格別技能実習移行申請者
地域別監理団体数

地域別実習実施機関数
2010年ダミー
2011年ダミー

2012年ダミー 0.713238952

0.615158611
0.804309983
0.784688061
0.731426294
0.471527981

0.3562967961.189550843
-0.423319893

0.949438496
0.719309412
0.594127625
0.870025309
0.320867354
0.316556555

0.57403593
0.3050290251.366878615

0.58966208
0.282203657
-0.311810478
-0.394307786
-0.880348269141.140828

138.2825264
147.2277864

-0.071596341
-0.413583179
-0.62804631
0.185384531
-1.308471707
1.324014249

-0.665831191

4.382334942
4.421973635

0.531097387
0.046140198
0.72866269
0.142904703

-124.2530837

164.4940958
-62.32445073

標準誤差 ｔ値 Ｐ値

99.9649164
0.915406556
0.404982458
1.054829982

5.854756103

-0.353621206
0.063068049
0.429664757
0.04032823

-5.068993437

係数

-7.157122199
-0.378596753
-0.254347739
0.195549161
-5.734161284

-5.729866338
16.25664881
14.53145623
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 JITCO がおこなっている監理団体及び実習実施機関への巡回指導に関する変数は，目標

件数が正の有意ととなり、実施件数においては有意にはならなかった。実施件数ではな

く、目標件数が正の有意になったことについては、JITCO がおこなっていることが不十分

であるからではないかと考えた。監理団体・実習実施機関の数に対して、JITCO の数が圧

倒的に少ないのも大きな問題ではあるが、巡回指導にまだ大きな課題が残っているため、

外国人技能実習制度の抱える問題がいまだに根強く残っているのではないかと解釈した。

しかし目標件数に関しては正の有意が出ており、JITCO の目標とする数値に近づけること

ができれば、効果がでるではないかと考えた。 
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第５章 政策提言 

第 4 章の重回帰分析の結果をもとに、技能実習制度の監視機関である JITCO に着目し

て、政策提言を行う。技能実習制度の現状の労働違反数を考慮すれば、第 3 者的かつ網羅

的に監視ができる JITCO の機能を図る必要がある。また、監視の制度を強化することで労

働環境を改善すれば、技能実習生の来日目的であるお金を稼ぐことも実現できる。以下

に、政策提言を述べる。 

 

①事務所数及び職員数の拡大 

 第 4 章で明らかになったように、事務所の数と職員数が少ないことが JITCO の監視の強

さを弱めている。現状、事務所は全国で 17 か所、職員は 117 人である。仕様書に基づく巡

回指導の目標が達成できないのは事務所の数と職員の数が少ないからである。まずは、地

方在住事務所を、現在の管轄地域で設置されていない都道府県を中心に増やすべきだ。そ

れに伴い、必要となってくる職員の数を徐々に増やしていけば良い。 

 

②特別巡回実施の拡大 

 JITCO は事前にアポイントを取ってから監理団体及び実習実施機関に巡回することとな

っている。それでは各経営者は不正をごかますことができてしまう。事前に連絡を入れ

ず、いわば抜きうちで巡回を行う特別巡回の実施を拡大することが有効であろう。現状

は、年間 10 件にも及ばないので、まずは年間 100 件を目標に特別巡回を実施すべきであ

る。 

 

③文書指導の数の増大 

JICTO で監理団体及び実習実施機関に巡回する際、もし違反が確認された場合指導を行

うこととなっているが、その方法はほとんどが 口頭による指導となっている。口頭指導

では改善後の状態を把握することができない。そこで有効となるのが文書指導である。文

書指導においては、改善後の状況の提出を求めることができる。現状、文書指導件数は平
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成 23 年では 346 件にとどまっている。今後は、違反が確認されたすべての機関に対して文

書指導を行うべきだ。 
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