
漁業技能実習事業協議会（第６回） 
議事次第 

開 会 

１． 技能実習制度の実施状況に関する情報共有（報告） 

① 漁業・養殖業における技能実習生の人数の推移

② 複数作業に係る実習の適正な実施体制の確認

③ 技能実習協議会審査委員会による労働組合の審査結果について

２． 漁船漁業職種・作業に係る団体監理型技能実習生の待遇について講じる措置等の改正（協議） 

閉 会 

配布資料： 

資料 1-1 漁業における技能実習生の状況 

資料 1-2 複数の職種及び作業に係る団体監理型技能実習を適正に実施するための体制 

資料 1-3 労働組合の基準適合確認に係る審査の結果について（事務連絡） 

資料 ２ 漁船漁業職種・作業に係る団体監理型技能実習生の待遇について講じる措置等(改正案) 

書 面 開 催 

期 間：令和 4年 5月 10 日～5月 16 日



漁業技能実習事業協議会 構成員及びオブザーバー 

[順不同・敬称略] 

【監理団体・実習実施者の関係者】 

一般社団法人大日本水産会 

一般社団法人全国近海かつお・まぐろ漁業協会

全国漁業協同組合連合会 

全国金目鯛底はえ縄漁業者協会 

一般社団法人全国いか釣り漁業協会

海士町 

一般社団法人全国まき網漁業協会  

一般社団法人全国底曳網漁業連合会

全国かじき等流し網漁業協議会 

一般社団法人日本定置漁業協会 

全国さんま棒受網漁業協同組合 

【技能実習生の関係者】

全日本海員組合 

【事業所管省庁】 

水産庁 

農林水産省経営局 

【オブザーバー】 

出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課 

厚生労働省人材開発統括官海外人材育成担当参事官

国土交通省海事局 

外国人技能実習機構 

公益社団法人国際人材協力機構

一般社団法人全国海水養魚協会 
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漁業における技能実習生の状況

資料：技能実習評価試験実施機関調べ（各年3月1日現在）

資料：水産庁調べ（各年3月末現在）
H29年までは技能実習評価試験合格者数、以降は協議会証明書交付件数から推計

漁船漁業は技能実習生の大半がインドネシア人

（単位：人） （単位：人）

職種・作業別の技能実習生の推移

漁船漁業職種
H26年
3月

H27年
3月

H28年
3月

H29年
3月

H30年
3月

H31年
3月

R2年
3月

R3年
3月

かつお一本釣り漁業 364 377 388 398 391 408 416 321
ひき網漁業 247 259 313 323 392 404 401 305

いか釣り漁業 181 158 191 210 210 230 243 217

まき網漁業 50 83 136 192 257 346 422 456
延縄漁業 129 119 100 90 108 117 128 87

定置網漁業 42 49 74 80 112 138 178 159

刺し網漁業 17 16 64 35 39 43 47 41
かに・えびかご漁業 12 12 19 32 48 52 81 63

計 1,042 1,073 1,285 1,360 1,557 1,738 1,917 1,649

技能実習生の国別割合
（令和３年度）

養殖業
H26年
3月

H27年
3月

H28年
3月

H29年
3月

H30年
3月

H31年
3月

R2年
3月

R3年
3月

マガキ養殖 677 898 1,020 1,109 1,176 1,471 1,686 1,564
ホタテガイ養殖 11 18 53 88 222 380 580 528

計 688 916 1,073 1,197 1,398 1,851 2,266 2,092

中国人
29.5%

ベトナム人
53.6%

インドネシア人

15.6%

フィリピン人
0.9%

モンゴル人
0.9%

資料１-１
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漁業技能実習事業協議会決定第４号

平 成 ２ ９ 年 １ ２ 月 １ ３ 日

最終改正：平成 30 年 7 月 27 日漁業技能実習事業協議会決定第 3 号 

複数の職種及び作業に係る団体監理型技能実習を適正に実施するための体制の確認

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則（平成 28 年法

務省・厚生労働省令第 3 号）では、複数の職種及び作業に係る技能等が相互に関連し、当該技

能等を修得等するための実習を行うことに合理性がある場合、多能工の養成等を目的として複

数の職種及び作業に係る団体監理型技能実習を行うことが認められているところ、当該実習を

適正に実施するための体制を次のように確認する。

 （体制の確認）

第１条 漁業技能実習事業協議会は、別紙のとおり、複数の職種及び作業に係る団体監理型技

能実習を適正に実施するための体制を確認する。

第２条 漁船漁業職種・作業に係る団体監理型技能実習生の待遇について講じる措置等（平成

29 年漁業技能実習事業協議会決定第２号。以下「２号決定」という。）第３条の全国団体等

又は養殖業職種・作業に係る団体監理型技能実習生の待遇について講じる措置等（平成 29 年

漁業技能実習事業協議会決定第３号。以下「３号決定」という。）第３条の全国漁業協同組合

連合会（以下「全国団体等」という。）が、漁業技能実習事業協議会に対し新たな体制の確認

又は前条の規定により確認した体制の変更（以下「体制の変更等」という。）を求めるときは、

監理団体は、２号決定第１条又は３号決定第１条の規定により団体監理型技能実習生の労働

時間、休日、休憩その他の待遇について協議する労働組合との間で、次に掲げる事項を確認

しなければならない。

一 複数の職種及び作業を組み合わせることにより初めて技能実習制度を利用しようとする

者を対象として、人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を目

的とする制度の趣旨に沿った正しい理解を得るための取組を行うこと。

二 複数の職種及び作業を組み合わせることにより技能実習制度を利用しようとする者が、

複数の職種及び作業の目標を達成するための時間的制約の中でも技能等を効果的に修得等

できるよう技能実習計画を作成すること。

三 漁船漁業職種・作業にあっては、原則として、団体監理型技能実習生に、二隻以上の漁

船において、同時に業務に従事させるものでないこと。ただし、技能実習計画の作成上、

技能等の修得等のため、二隻以上の漁船において同時に必須業務に従事させることが不可

欠なものについては、この限りでない。

資料１-２
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四 監理団体が、複数の職種及び作業の目標を達成するための時間的制約を理由として、団

体監理型技能実習生の労働時間、休日、休憩その他の待遇が損なわれることのないよう実

習監理を徹底すること。

２ 全国団体等は、監理団体が労働組合との間で前項の確認をしたとき、水産庁及び一般社団

法人大日本水産会に体制の変更等を申し出る。

３ 水産庁は、前項の申し出があったとき、別紙に当該体制の変更等を速やかに反映し、漁業

技能実習事業協議会に報告する。

 （全国団体等の責務）

第３条 全国団体等は、複数の職種及び作業の主従に応じて、監理団体又は地域監理委員会へ

の指導及び助言を適切に行う。

附 則（平成３０年７月２７日漁業技能実習事業協議会決定第３号）

この改正は、平成３０年７月２７日から適用する。
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(別 紙)

No 職種 全国団体等 監理団体 労働組合 確認日
作業 所在地

1 主 漁船漁業 ひき網漁業 （一社）全国底曳網漁業連合会 浜坂漁業協同組合 （兵庫県） 全日本海員組合 平成29年12月13日

従 漁船漁業 いか釣り漁業 （一社）全国いか釣り漁業協会

2 主 漁船漁業 延縄漁業 （一社）全国近海かつお・まぐろ漁業協会 高知県漁業協同組合 （高知県） 全日本海員組合 令和元年5月15日

従 漁船漁業 かつお一本釣り漁業 （一社）全国近海かつお・まぐろ漁業協会

3 主 漁船漁業 いか釣り漁業 全国漁業協同組合連合会 綾里漁業協同組合 （岩手県） 全日本海員組合 令和2年1月8日

従 漁船漁業 ひき網漁業 全国漁業協同組合連合会

4 主 漁船漁業 刺網漁業 全国かじき等流し網漁業協会 橘湾東部漁業協同組合 （長崎県） 全日本海員組合 令和2年10月12日

従 漁船漁業 棒受網漁業 全国さんま棒受網漁業協同組合

5 主 漁船漁業 ひき網漁業 全国漁業協同組合連合会 北るもい漁業協同組合 （北海道） 全日本海員組合 令和3年2月9日

従 漁船漁業 いか釣り漁業 全国漁業協同組合連合会

6 主 漁船漁業 ひき網漁業 （一社）全国底曳網漁業連合会 はさき漁業協同組合 （茨城県） 波崎船員組合 令和3年3月22日

従 漁船漁業 はえ縄漁業 全国漁業協同組合連合会

複数の職種及び作業に係る団体監理型技能実習を適正に実施するための体制

追加

追加

追加
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事 務 連 絡 
令和３年４⽉９⽇ 

漁業技能実習事業協議会構成員 各位 

漁業技能実習事業協議会事務局 
（⽔産庁企画課漁業労働班） 

労働組合の基準適合確認に係る審査の結果について 

技能実習制度の運⽤にご協⼒いただき、ありがとうございます。 
今般、全統⼀労働組合より、団体監理型技能実習⽣の待遇について講じる措置等に係る労働

組合の基準適合確認の申請があったことから、労働組合の基準適合確認に係る審査委員会の設
置（協議会決定第７号）第３条の規定に基づき、審査委員会を令和３年３⽉ 24 ⽇(⽔)から
３⽉ 30 ⽇(⽕)にかけて書⾯にて開催し、審査委員による適合の確認を⾏ったところ、規定の要件
を満たしていると確認されましたので、ご報告いたします。 

これにより、技能実習⽣の待遇について講じる措置等に係る労働組合として全統⼀労働組合が
加わることとなりましたので、その旨、ご承知下さい。 

資料１-３
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技能実習⽣の待遇について講じる措置等に係る労働組合について 
（漁業技能実習事業協議会決定第２号第５条及び同協議会決定第 3 号第５条関係） 

・ 全⽇本海員組合（漁船漁業・養殖業）
・ 波崎船員組合（漁船漁業）*1

・ 銚⼦漁船船員組合（漁船漁業）*1

・ 三重県船員組合（漁船漁業）*1

・ 三重県遠洋漁船船員組合（漁船漁業）*1

・ 室⼾遠洋漁船船員組合（漁船漁業）*1

・ 枕崎漁業労働組合（漁船漁業）*1

・ 本浦船員組合（漁船漁業）*1

・ 全統⼀労働組合（漁船漁業・養殖業）

*1: 平成 29 年 12 ⽉ 13 ⽇以前から、当該組合と協議して団体監理型技能実習⽣の待遇を定めている監理
団体⼜は現に当該組合の組合員である労働者と雇⽤契約を締結している団体監理型実習実施者に対し実
習監理を⾏う監理団体に限る。 
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漁業技能実習事業協議会決定第２号 
平 成 ２  ９  年 １  ２  ⽉ １  ３  ⽇ 

最終改正︓令和４年５⽉〇⽇漁業技能実習事業協議会決定第１号 

漁船漁業職種・作業に係る団体監理型技能実習⽣の待遇について講じる措置等 

漁船漁業職種及び養殖業職種に属する作業について外国⼈の技能実習の適正な実施及び
技能実習⽣の保護に関する法律施⾏規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑
みて事業所管⼤⾂が告⽰で定める基準等（平成 29 年農林⽔産省告⽰第 937 号）第２
条の規定に基づき、技能実習⽣の労働時間、休⽇、休憩その他の待遇について団体監理型実
習実施者及び監理団体が講じる措置等を次のように定める。 

（監理団体が講じる措置） 
第１条 監理団体は、労働組合と協議し、団体監理型技能実習⽣の労働時間、休⽇、休憩

その他の待遇を定めなければならない。 

（団体監理型実習実施者が講じる措置） 
第２条 団体監理型実習実施者は、団体監理型技能実習⽣との雇⽤契約の締結に際し､前

条の規定により定められた団体監理型技能実習⽣の待遇を確保しなければならない。 

（全国団体等の責務） 
第３条 別表の下欄に定める全国団体等であって実習監理を⾏う監理団体が属するもの（以

下「全国団体等」という。）は、同表の上欄に掲げる漁船漁業職種に属する作業の区分ごと
に、前２条に規定する措置と相まって、⾃らに属する監理団体による適切な実習監理の下
で、団体監理型技能実習の適正な実施及び団体監理型技能実習⽣の保護が図られるよ
う、当該監理団体に対して監理事業の実施状況の確認及び監理事業の実施に伴う法令の
遵守徹底その他の指導及び助⾔をしなければならない。 

２ 全国団体等は、別紙の外国⼈の技能実習の適正な運⽤の確保に関するモデル規則を参
考に、⾃らに属する監理団体による実習監理の下で⾏われている技能実習の実情に応じ、前
項に規定する事務を適切に⾏うための体制を確保しなければならない。 

（⼀般社団法⼈⼤⽇本⽔産会による⽀援） 
第４条 ⼀般社団法⼈⼤⽇本⽔産会は、第１条及び第２条の措置を講じている旨を証する

書⾯の交付に関する事務をつかさどる。 
２ ⼀般社団法⼈⼤⽇本⽔産会は、全国団体等が前条に規定する事務を適正に実施できる

資料 ２
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よう、全国団体等からの相談に適切に応じ、必要な指導及び助⾔をしなければならない。 
 
（労働組合の協⼒等） 
第５条 第１条に規定する労働組合は、次の各号に掲げる基準に適合していることを協議会が

確認した労働組合とする。協議会は、基準に適合していることを確認するために、審査委員会

を設置することができる。 

⼀ 漁業労働に精通している労働組合であること。 

⼆ 国際的な労働問題に対応できること。 

三 漁船・事業場への訪問活動、苦情・相談窓⼝の設置その他の技能実習⽣の保護を図る

ための体制を確保していること。 

四 技能実習制度その他外国⼈の受⼊れを正しく理解していること。 

五 協議会において協議が調った事項に関する措置を講じていること。 

２ 第１条に規定する労働組合は、第 3 条に規定する事務が適正に⾏われ、団体監理型技

能実習の適正な実施及び団体監理型技能実習⽣の保護が図られるよう、技能実習⽣の待

遇の確保及び関係法令の遵守の状況について監理団体及び全国団体等と情報を共有し、

不適正⾏為が認められるときは、監理団体及び全国団体等に速やかに通知し適切な措置が

講じられるよう協⼒する。 

 
別表（第３条関係） 

作業 全国団体等 
かつお⼀本釣り漁業 ⼀般社団法⼈全国近海かつお・まぐろ漁業協会 

全国漁業協同組合連合会 
延縄漁業 ⼀般社団法⼈全国近海かつお・まぐろ漁業協会 

全国漁業協同組合連合会 
全国⾦⽬鯛底はえ縄漁業者協会 

いか釣り漁業 ⼀般社団法⼈全国いか釣り漁業協会 
全国漁業協同組合連合会 

まき網漁業 海⼠町 
⼀般社団法⼈全国まき網漁業協会 
全国漁業協同組合連合会 

ひき網漁業 海⼠町 
⼀般社団法⼈全国底曳網漁業連合会 
全国漁業協同組合連合会 
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刺し網漁業 海⼠町 
全国かじき等流し網漁業協議会 
全国漁業協同組合連合会 

定置網漁業 ⼀般社団法⼈⽇本定置漁業協会 
かに・えびかご漁業 海⼠町 

全国漁業協同組合連合会 
棒受網漁業 全国さんま棒受網漁業協同組合 

全国漁業協同組合連合会 
 

附 則（平成３０年７⽉２７⽇漁業技能実習事業協議会決定第１号） 
この改正は、平成３１年４⽉１⽇から適⽤する。 
 

附 則（令和元年７⽉３０⽇漁業技能実習事業協議会決定第２号） 
この改正は、令和元年７⽉３０⽇から適⽤する。 
 

附 則（令和２年１１⽉１８⽇漁業技能実習事業協議会決定第２号） 
この改正は、令和２年１２⽉８⽇から適⽤する。 
 

附 則（令和４年５⽉〇⽇漁業技能実習事業協議会決定第１号） 
この改正は、令和４年５⽉〇⽇から適⽤する。 
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