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雇用者の団結の権利」、「その国におい
て相当と考えられる合理的な水準の生
活維持に必要な賃金の支払い」、「１日８
時間または週48時間労働制の採用」、

「同一価値労働に対する男女同一報酬
原則」等今日に通ずる労働者保護の基
本原則が講和条約の本文中に記されて
いる。これは、世界平和は「社会正義」
の上に成り立ち、その正義は人道的労
働条件の実現を基礎とするという理念
に基づくもので、当時の国際的な労働
者保護を訴える運動の高まりとロシア革
命の影響で労働問題が政治問題として
現れてきたことが背景となっていたと考
えられる。しかし、これもこうした原則
が条約に記されるに至るまでには国際
労働運動の長い前史がある。ロバート・
オーウェンが国際労働立法を提案した
のは講和条約の100年ほど前であり、イ
ギリスで児童の労働時間規制を含む工
場法が制定されるのも19世紀の初めの
ことである。
　第一次世界大戦で戦勝国となった日
本は英、仏、米、伊と並んで講和会議
の主要国として出席したが、ヴェルサイ
ユ条約に国際労働憲章に関する文言が
入ることは全く予想しておらず、「日本に
とってはまさしく青天の霹靂であった」

（吉阪俊藏「ILOの思い出（その三）」、
日本ILO協会『世界の労働1953.3』）と
されている。当時の日本は治安警察法
下で自由な労働運動は困難な時代で
あった。この条約が与えた衝撃とその
後の日本の労働運動や労働政策に与え
た影響が極めて大きかったであろうこと
は容易に想像できる。
　その後の100年間に日本では多くの関
係する人々の尽力により、労働者を巡る
環境は大きく整備されてきた。しかし、
過労死の問題は解決されておらず、残業
労働時間の上限規制も依然不十分なも
のにとどまっているなど労働者保護の基
本原則の実現にはまだまだ道半ばと言
わざるを得ない。１月のダボス会議でド
イツのメルケル首相は、今年が第一次世
界大戦終結100年であることに触れ、国
家エゴイズムの台頭を警告して、「私達
は歴史に本当に学んだのか」という問い
かけを行った。今日、真に100年の歴史
に学ぶことの意味は極めて重たいと言え
よう。

ラトビア、リトアニア）を訪問した。バ
ルト諸国にとっては独立100周年の記
念すべき年である。ロシア革命により
帝政ロシアが崩壊（1917年）したこと
により、バルト諸国だけでなく、フィン
ランドやポーランドも独立を果たした。
しかし、帝政の支配体制の崩壊から自
動的に独立が生まれたわけではもちろ
んない。そこからさらに100年ほど遡る
19世紀初めの農奴解放を契機に民族
覚醒の運動が始まり、自らの言語や文
化を守ろうとする民衆に支えられた独
立運動の広がりがあったからこそ、帝
政ロシア崩壊という権力構造の空白を
契機に独立を勝ち得たのである。その
後、第二次世界大戦が勃発しこれらの
地域は1940 ～ 1990年までの50年間ナ
チスドイツやスターリン体制下のソビエ
トの支配を受ける。そしてソビエトの崩
壊過程で独立を回復することになる。
抑圧と粛清の苦難の期間を経て独立を
回復していったバルト諸国の歴史は感
動的であり、それを成し遂げた民族の
持続する意志には敬意を払わざるを得
ない。
　100年前の1918年は第一次世界大戦
の終結の年でもある。この大戦では兵
士と市民合わせて1500万人以上が亡く
なったと推測されている。ヨーロッパを
旅すると、小さな町でも第一次世界大
戦の戦死者を慰霊するモニュメントを
屡々目にすることがあり、大戦の戦禍
の大きさを改めて認識させられる。
　第一次世界大戦の翌年にはヴェルサ
イユ講和条約が締結された。それに先
立つパリ講和会議では、領土問題と共
に国際平和機構の設立が提唱され、
国際連盟規約が定められたことはよく
知られている。また、同じヴェルサイユ
条約第13篇には「労働」というタイトル
で国際労働機関（ILO）の規約が記載
されている。第１部で総会には政労使
の代表が出席するいわゆる三者構成が
定められ、第2部には労働保護に関す
る「特別かつ緊急に重要なもの」とし
て９つの基本原則が示されている。後
にフィラデルフィア宣言（1944年）に謳
われた「労働は商品ではない。」という
趣旨を第１の原則に掲げ、その他「被

年１月安倍首相は日本の首相とし
て初めてバルト３国（エストニア、 今
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　 視　点

日本の人口動態は、少子化を伴いながら急速に高齢
化と人口減少が進んでいく。生産年齢人口は30年後の
2045年には約2100万人減少することが予想され、
日本の働き手が減少するから積極的に外国人労働者を
受け入れるべきとの声が大きくなっている。

2012年12月に発足した安倍政権の下では、専ら外
国人労働者の受け入れ拡大施策が展開され、わが国の
外国人労働者数は、2017年10月末で約128万人と、
2012年10月末の約68万人から急激に増加し、技能
実習生の数は倍近くの約26万人となっている（厚生労
働省「外国人雇用状況」）。

わが国の外国人労働者政策の基本的な考え方は、専
門的・技術的分野の外国人は「受け入れを積極的に推
進」、それ以外の分野の労働者は原則的に受け入れない
というものである。しかし実態は、留学生や技能実習
生がいわゆる単純労働の担い手としても不可欠な労働
力となっている。技能実習制度は、海外への技能移転
という国際貢献を趣旨とするものであるが、人権侵害
事案や、最賃法・労基法違反等の不適正な受け入れ事
案が多発し国内外から多くの批判を浴びてきた。今般、
その適正な実施と実習生の保護に向けて「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」（以下、技能実習法）が2017年11月に施行され
たが、同時に大臣告示で「介護」が対象職種に追加され
るなど、さらなる拡大も行われている。本特集では、技
能実習法施行を契機に、外国人労働者問題を考察する。

後藤論文「労働力需給ギャップと技能実習制度の課
題」では、日本の労働力需給ギャップの現状と展望を
概観し、中長期的な人手不足への対応策について検討
している。日本の女性労働力率を諸外国平均に上げた
場合の人手不足軽減効果の推計等を示し「女性の職場
進出」や「労働生産性の引き上げ」のための政策が有
効に機能すれば、「介護」など一部の業種の人手不足は
残るものの、総量としての人手不足はさほど深刻では
ないと分析する。「外国人労働者の受け入れ」について
は、日本が将来の人手不足に対処するために、入管法
に列挙されているような高度人材のみならず、技能実
習法令に掲げられているような職種の外国人労働者を
受け入れていくべきか否かを国民すべてで議論し早急
に結論を出すことが必要であるとする。

上林論文「外国人技能実習制度の第２の転換点」では、
技能実習法の成立経緯と内容を中心に技能実習制度に
ついて、論じている。同制度において、2009年入管
法改正により実習生に入国当初から労働者性が認めら
れた以降も人権侵害等の不適正な状況が改善されな
かった理由として、制度が法に依拠しておらず監督体

制が不十分だったことをあげ、不法行為を監督する法
的権限を有する「外国人技能実習機構」の役割の重要
性を指摘する。また、不適正事案の改善に関し、送り
出し国との協力覚書（MOC）についても検討している。

斉藤論文「日本で働くベトナム人労働者」では、技
能実習生の最大の送り出し国になっているベトナムに
焦点を当て、技能実習生や出稼ぎ目的で来日する留学
生の問題状況とその背景について論じている。来日に
至る過程での高額の経費の支払いや違法な契約の強要
など、技能実習生と留学生が直面する問題の多くが共
通している。斉藤論文は、技能実習生は「国際貢献」、
留学生は「留学生30万人計画」と、ともに国策として
の建前のもとで迂遠な手続きと実態から乖離した制約
の下で来日し、建前に由来するリスクは、彼らとその
家族が負わされていることを指摘し、これ以上リスク
の転嫁を続けることは許されないと主張する。

伊藤論文「多くの課題をはらむ技能実習『介護』」は、
技能実習法施行と同時に解禁された、「介護」への技能
実習導入の背景と課題について論じている。「介護」で
の技能実習は、対人サービス業務における初の職種で
あり、国内の介護サービスの質への影響、介護労働者
の処遇への影響などが懸念される。伊藤論文は、「介護」
導入時において、不足する介護労働者の確保という「本
音」の目的を隠すことなく政策決定が行われたことに
加え、介護技能実習生がまだいないうちから、政府に
日本語要件緩和の動きがあること等を指摘し、もっぱ
ら労働力需給の調整の観点からの見直しは技能実習法
の趣旨に反すること、日本語要件については介護サー
ビスの利用者の安全と安心、介護サービスの質の確保
の観点から、十分慎重な検討が行われるべきことを主
張する。

４本の論文は、いずれも外国人労働者の受け入れに
ついて考える上で、多くの示唆を与えるものである。
労働需給見通しに係る詳細な分析を踏まえた受け入れ
の必要性、国内雇用や労働条件に及ぼす影響、使用者
との交渉力が弱い労働者の一層の権利保護、生活者の
視点やこれに関わる社会的コスト負担など、外国人労
働者の受け入れについては、検討すべき課題が多い。
政府は、単純労働を担う外国人の受け入れについて正
面から論じることのないまま、特例措置による東京五
輪に向けた建設・造船分野の受け入れや、国家戦略特
区を活用した家事代行サービスの解禁など、なし崩し
的に受け入れ拡大政策を展開しているが、総合的かつ
国民的な議論を行う必要がある。　　

 （主任研究員　金沢紀和子）

今後の外国人労働者受け入れについて
どう考えるか

〈特集解題〉
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１. 労働力需給ギャップの展望
　少子化の流れに歯止めがかかる様子はな
く、人口は減少し急速に高齢化している。特
に今後20 ～ 30年間における変化は著しく、
生産年齢人口は今後30年の間に約2100万人も
減少するものと見込まれ、厳しい人手不足が
到来するのではないかと言われている。全体
的な労働力需給だけでなく、ＩＴや介護など
特定分野ではより深刻な人手不足に見舞われ
ることが憂慮されている。こうした中で、日
本人の働き手が減るから積極的に（いわゆる
単純労働者をも含めた）外国人労働者の導入
を進めるべしといった意見が声高に主張され
ている。また、2020年の東京オリンピック開
催が決まってからは、これに伴って建設労働
者が不足するとして、外国人労働者受け入れ
論にさらに拍車がかかっている。しかし一方
で、外国人労働者の受け入れは犯罪の増加な
どさまざまな社会的・経済的問題を引き起こ
すので望ましいものではないとする議論も根
強く主張されている。わが国において外国人
労働者問題が台頭してきたのは1980年代後半
でそれから30年以上が経過しているにも関わ
らず依然として議論が錯綜しておりコンセン
サスには程遠い。そこで、本稿では、日本の
労働力需給ギャップの現状と展望を概観し、
これに対処する方策を検討する。そして、近
年重要度を増しているにも関わらず、タテマ
エとホンネの乖離が著しい技能実習制度につ
いても考察していくことにする。

　わが国の出生率・出生数の推移をみると少
子化の深刻さがわかる。第二次大戦直後は、
約270万人の出生数であったものが、1950年
代に急速に減少し160万人～ 170万人となっ
た。その後、第２次ベビーブームで200万人
を超えた時期もあるが、1970年代以降ほぼ一
貫して減少しており、2017年には94万人まで
下がってピーク時の３分の１となっている。
合計特殊出生率（ひとりの女性が一生の間に
産む子供の数）をみても1950年代までは約４
人であったが、1950年代の終わりごろに２人
に急減した。その後も減少傾向が続き、2015
年には1.45人となっており、人口を維持する
のに必要な出生率（2.08程度と言われている）
を大きく下回っている。
　こうした少子化を背景に、わが国の人口は
急速に減少し、高齢化が進むことが予想され
ている。図表１はわが国の人口を、年少人口

（～ 14歳）、生産年齢人口（15 ～ 64歳）、高
齢人口（65歳～）という３つの年齢階層にわ
けて予測したものである。これを見てわかる
ように、わが国の高齢人口は、2015年には
3387万人だったものが30年後の2045年には
532万人も増加して3919万人になると予想さ
れている。一方生産年齢人口のほうは同期間
に7728万人から5585万人へと2143万人も減少
することが予想されている。この結果、1人
の働き手が養わなければならない高齢者の数
は、0.43人から0.59人へと急増する。このた
め日本人の働き手が減るから外国人労働者を

後藤　純一
（神戸大学名誉教授 ・（株)後藤経済研究所 代表取締役）

労働力需給ギャップと
技能実習制度の課題
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受け入れるべしとする議論が声高に叫ばれる
ようになってきているわけである。

２. 短期的人手不足と中長期的人手不足
　将来の人手不足への対応策を考える場合
には「短期的人手不足」と「中長期的人手不
足」とを峻別することが重要である。短期的
人手不足とは足元の人手不足のことであり現
在および長くても２～ 3年先までの状況であ
る。アベノミクス以降の景気回復局面におい
て、完全失業率は2010年には5.1％だったもの
が2017年平均では2.7%、そして2018年2月に
は2.5%まで低下してきている。このようにひ
っ迫する労働市場において、中小企業を中心
に深刻な人手不足が認識されつつある。さら
に、2020年には東京オリンピックが開催され
ることになっており、このため建設業などに
おいて深刻な人手不足が予想されている。
　これに対し、中長期的人手不足というのは、
何十年というタイムスパンにおいて想定され
る人手不足のことである。前節でみたように
わが国における生産年齢人口（働き手）は今
後30年間に2000万人以上も減少し、もし有効
な手立てが講じられなければ深刻な人手不足
に見舞われる可能性がある。
　短期的人手不足は、短期であるがゆえにそ
れが終わったときのことを考えて慎重に取り
組む必要があろう。例えば、東京オリンピッ
クの会場やホテルの建設などのために大量の
外国人労働者を受け入れた場合、イベント後
に深刻な失業問題に直面する可能性がある。
したがって、後戻りの難しい外国人労働者受
け入れなどではなく、他の公共事業や民間工
事を一時的にスローダウンし、人的資源を東

京オリンピック関連の事業に振り向けていく
といったことが重要であろう。したがって、
以下では労働市場の構造的変化が必要な中
長期的人手不足を中心に検討していく。

３.　労働生産性引き上げ
　中長期的な人手不足を回避するには広い意
味での労働生産性向上が不可欠である。わが
国の生産年齢人口は今後30年間に約2100万
人減少（約28％の減少）していくが、その場
合でも労働生産性が28％向上すれば今と同じ
生産レベルが維持できることを忘れてはなら
ない。30年間に2100万人減少というのはショ
ッキングな数字に見えるが、年率になおせば
約１％の減少スピードにすぎない。かつてわ
が国の生産性が年率３％以上の伸びを示して
いたことを考えれば、労働生産性の引き上げ
で将来予想される人手不足のかなりの部分に
対処できるのである。日本経済全体での生産
性を向上させるためには、投資や創意工夫を
通じて事業所レベルでの単位生産性（unit 
efficiency）を引き上げるだけでなく、産業
構造の変化を通じた配分生産性（allocation 
efficiency）を引き上げることも重要である。
つまり、人手不足時代にあっては労働集約的
な低生産性部門を縮小し、資本集約的・知識
集約的な高生産部門を拡大して、日本経済全
体としての生産性を高めることが不可欠であ
る。

４. 外国人労働者受け入れ
（１）錯綜する議論の背景

　わが国で外国人労働者問題が台頭してきた
のは1980年代後半で、それ以来四半世紀にわ
たって活発に議論がなされてきた。しかし、
依然として賛否両論からさまざまな議論が錯
綜しておりコンセンサスには程遠い状況にあ
る。議論が錯綜している理由の一つは、議論
をしている人々がタイプの異なる外国人労働
者についての議論をたたかわせている、換言
すれば別々の土俵で議論をたたかわせている
からだと考えられる。この点を図示したのが
図表２である。

（図表１）年齢階層別人口の将来展望

（出所）厚生労働省
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　図表２にみられるように、移民問題・外国
人労働者問題を議論する際には少なくても3
つのことを峻別する必要がある。第１に、外
国人労働者を将来受け入れるべきか否かとい
う議論と既に日本にいる外国人労働者をどう
扱うかという議論とは全く別の問題である。
受け入れに反対だからといって今いる人を粗
末に扱っていいということにはならないし、
逆に、今いる人のケアが必要だからといって
自動的に将来受け入れるべきだということに
もならない。つまり、将来の政策と今いる人
に対する対策は分けて考えなければいけない
のであるが、これまでの議論ではそれが峻別
されてこなかったようである。第２に、定住
移民の受け入れと出稼ぎ労働者の受け入れも
峻別しなければならない。つまり、日本人と
して定住する人々の受け入れと出稼ぎ労働者
の受け入れとではわが国の経済社会に対する

インパクトが大きく異なるにもかかわらず、
その区別があいまいなまま議論されることが
少なくないようである。第３に、高度人材の
受け入れといわゆる単純労働者の受け入れと
はインパクトが異なってくるのでこの点も分
けて考える必要があろう。こうしたことは自
明のことであるにもかかわらず、これまでの
議論ではともすれば混同される傾向にあった
ことは否定できない。

（２）ウェイトを増す技能実習生

　図表３は就労する外国人の数についての厚
生労働省の調査結果（2017年10月末現在）で
ある。外国人労働者の総数は約128万人で、
日本の労働力人口の約2パーセントにあたる。
　図表をみてわかるように、ひとくちに外国
人労働者といってもいろいろなグループが存
在する。図表３において最も人数の多い第1
グループは「身分に基づく在留資格」で、永
住者、日本人または永住者の配偶者、定住者

（日系人出稼ぎ労働者など）などがこれに含
まれ、その数は約46万人で全体の約36％を占
める。第２のグループはいわゆる学生アルバ
イト（資格外活動）である。資格外活動の許
可を受けた場合には、日本の大学などで学ぶ
留学生については週28時間まで、日本語学校
などで学ぶ就学生の場合には1日4時間までア
ルバイトをすることが認められている（留学
生の場合には夏休みなどには1日8時間まで働

（図表３）在留資格別・産業別外国人労働者数

（出所）厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」2017年10月末時点

（図表２）外国人労働者問題への視点
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くことが認められる）。こうした学生アルバ
イトの総数は30万人近くになっている。第3
のグループは近年注目を集めている「技能実
習」で約26万人と全体の約20％を占めている。
近年、技能実習生の人数の増加は目を見張る
ものがあり、2012年に約13万人であったもの
が5年間で倍増し26万人になっているのであ
る。

　第4のグループは、教授、芸術、研究など
のいわゆる専門的技術的労働者でその総数は
1990年の入管法改正以降着実に増え続けて
2017年には約24万人となっている。
　こうした合法的な外国人労働者に加えてか
なりの数の非合法的外国人労働者が存在して
いるようである。法務省によればビザ有効期
限が切れても日本国内にとどまっている不法
残留者数は約６万5000人となっている2018年
1月1日現在。これを出身国別にみると、韓国、
中国、タイ、ベトナム、フィリピンなどが多く、
入国時の在留資格別にみると、短期滞在、技
能実習などが上位を占めている。

５. 女性の職場進出
　将来の労働力需給バランスがどうなるか
は、単に生産年齢人口の推移だけでなく、「将
来の日本経済においてどれだけの労働力が必
要になるか」という需要側の要因と「ある数
の生産年齢人口のうち実際に働きに出る者

（労働力人口）はどれだけか」という供給側
の要因とに大きく影響される。つまり、生産
年齢人口が減少したとしても、労働力率が上
がれば労働力人口は減少しなくて済むわけで
ある。女性、高齢者、若者などの労働力が上

がれば、必ずしも人手不足に見舞われるとは
限らないのである。以下では、特に有望な女
性の職場進出（労働力率の上昇）について推
計を試みる。
　図表５は2015年における日本および諸外国
の男女別労働力率を見たものである。日本の
労働力率をみると、男性については70.3%で
諸外国に比べて遜色はないが、女性について
は49.6%と国際的にみてもかなり低いことが
注目される。図表にある8か国（日本を除く）
の女性労働力率の平均値は59.3%で日本の値
を10％ポイント上回っているし、スウェーデ
ンのそれは20％ポイントも上回っている。

　諸外国と比べて低い女性の労働力率を上
昇させることは、働きたい女性の福祉向上に
なるばかりでなく、日本の将来の人手不足を
軽減する効果を有するものである。それでは、
この人手不足軽減効果はどのくらいのマグニ
チュードを有するものであろうか。これに関
し、筆者は簡単な推計を試みた。その推計結
果をまとめたのが図表６である。
　図表には、基準年（2015年）と30年後の将
来（2045年）における、15歳以上人口、労働
力率、それに人口と労働力率をかけ合わせる
ことによって求められる労働力人口を示して
あ る。 さ ら に30年 後 に お け るCASE A、
CASE B、CASE Cという3つのシナリオそれ
ぞれについての推計結果をまとめている。
CASE Aというのは、いわば最悪のシナリオ
で、30年たっても女性の職場進出は全く進ま
ず、したがって30年後においても女性の労働
力率は基準年の49.6％のままという状況であ
る。これに対して、CASE BとCASE Cは、

（図表４）技能実習生の人数の推移

（出所）厚生労働省

（図表５）労働力率の国際比較（2015 年）

（出所）厚生労働省
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子育て支援政策などさまざまな政策によって
女性の職場進出が進み労働力率が上昇した
状況である。CASE Bは中位的な推計で、30
年後における日本の女性の労働力率が、基準
年（2015年）の8か国平均の59.3％まで上昇
した状況である。つまり、日本女性の労働力
率が30年かけて10％ポイント上昇した状況で
ある。CASE Cは、30年後の日本女性の職場
進出が、現在のスウェーデンの水準まで上昇
した状況である。
　これをみると、女性の職場進出による人手
不足軽減効果は非常に大きいもののようであ
る。図表の右の列の「基準年との差」の値に
注目されたい。つまり、もし有効な政策が取
られない場合には、日本の労働力は967万人
も減少することが予想される。しかし、女性
の職場進出が諸外国平均並みに上昇した場
合には（CASE B）、労働力減少数は何もし
ない場合に比べて半減し487万人の減少にと
どまることが予想される。さらに、社会保障
が充実しているスウェーデンのレベルまで上
昇した場合には（CASE C）、女性の職場進
出のみで将来の人手不足をすべて解消できる
という注目すべき推計結果が得られている。
　このように、女性の職場進出は、働きたく
ても働けない女性にとっての福祉増進だけで
なく、少子化の進展によって将来深刻な人手
不足に見舞われるかもしれない日本社会全体
にとっても非常に有効な政策であることがわ

かった。
　現在の日本において女性の職場進出を妨げ
ている要因としては、結婚・出産育児による
退職、男女間格差、メインストリームへの再
参入の困難性などがあげられよう。つまり、
女性は出産育児などで退職を余儀なくされる
ことが多く、日本の社会ではいったん退職し
た労働者が再びメインストリームに復帰する
ことは困難である。したがって、出産育児の
ため退職を余儀なくされることがないように
するとともに、いったん退職した女性も低賃
金のパートだけではなくメインストリームに
復帰できるようなシステム、いわば「再チャ
レンジを許容する経済社会の実現」をはかる
ことが女性労働者の福祉の実現とともに将来
予想される労働力需給ギャップの克服のため
にもきわめて重要であろう。

６. 技能実習制度の課題：タテマエとホンネ
　前節でみたように、少子化のため日本の生
産年齢人口は今後急速に減少していくが、労
働生産性の引き上げや女性の職場進出のため
の政策が有効に機能すれば、少なくとも総量
としての人手不足はそれほど深刻なものでは
ないかもしれない。しかし、高齢化にともな
って介護など一部の業種の人手不足は深刻な
ままで残るかもしれない。つまり、人手不足
の部門間跛行性への対応が求められるわけで
ある。こうしたなかで技能実習制度にも介護

（図表６）女性の職場進出による人手不足軽減効果

（注）ＣＡＳＥＡ：女性の労働力率が変化しなかった場合
ＣＡＳＥＡ：女性の労働力率が８か国平均の値まで上昇した場合
ＣＡＳＥＡ：女性の労働力率がスウェーデンの値まで上昇した場合

（出所）筆者による推計。詳しくは本文参照。
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という職種が追加されたところである。
　技能実習は1993年にスタートし四半世紀の
歴史を持つ制度である。図表４でみたように、
人数は近年急増して26万人にのぼる技能実習
生を受け入れるまでになっている。しかし、
劣悪な労働条件、多発する失踪事件等、さま
ざまな問題が従来から指摘されている。こう
したなかで、2016年11月28日、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（技能実習法）が公布され、2017
年11月1日に施行された。
　しかし、従来から指摘されているように、
技能実習制度は「ホンネ」と「タテマエ」が
著しく乖離している。「タテマエ」での技能
実習は以下のようなものとされる（JITCOの
ホームページより抜粋）

「外国人技能実習制度は、1960年代後
半頃から海外の現地法人などの社員教
育として行われていた研修制度が評価
され、これを原型として1993年に制度
化されたものです。技能実習制度の目
的・趣旨は、我が国で培われた技能、
技術又は知識（以下「技能等」という。）
の開発途上地域等への移転を図り、当
該開発途上地域等の経済発展を担う

「人づくり」に寄与するという、国際
協力の推進です。制度の目的・趣旨は
1993年に技能実習制度が創設されて以
来終始一貫している考え方であり、技
能実習法には、基本理念として「技能
実習は、労働力の需給の調整の手段と
して行われてはならない」（法第３条
第２項）と記されています。」

　これが、従来から一貫して主張されてきた
「タテマエ」で、このタテマエによれば、受
け入れる企業（多くは中小企業）は、国際協
力という崇高な理念に基づき技能移転のため
実習生を受け入れ、教育研修に専念し、決し
て自らの人手不足を解消しようなどとする目
的をもってはならないというのである。つま
り、中小企業が、来日のための渡航費や仲介
機関への手数料を支払い、3 ～ 5年の間給料

も支払って、ひたすら技能実習生の技能向上
に努めるべしというわけである。このように、
受け入れ企業に対して費用・給料すべて持ち
で教育研修を施せというのは、たとえば、留
学生を受け入れる大学に対して、授業料を取
るなどめっそうもないことで、来日費用、生
活費、ある程度の貯金ができるような給与す
べてを支払って教育活動に専念しろといって
いるようなもので、およそ実現できる制度で
ないのは明らかであろう。
　さらに、期間に関しても、技能の習得が唯
一の目的であれば、３～ 5年かかるものはそ
れほど多くないであろう。例えば、介護にし
ても専門学校に通えば１～２年で介護福祉士
になることができ、従来ヘルパー 2級とされ
ていた初級レベルの介護技能であれば数週間
の講習で得ることができるのである。
　このように、最初から無理なタテマエを受
け入れ企業に押し付けているから、順法精神
が薄れ、劣悪な労働条件につながることもあ
りえよう。したがって、いま必要なことはホ
ンネに立ち返って真摯な議論をすることであ
る。日本が将来の人手不足に対処するために、
入管法に列挙されているような高度人材のみ
でなく、技能実習法令に掲げられているよう
な職種の外国人労働者を受け入れていくべき
か否かを国民すべてで議論し、早急に結論を
出すことが望まれる。
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属から労働者として位置づけられることと比
較すると、たとえ外国人であっても職場で就
労しながら、研修手当しか支払われない不合
理さが目立ち、改正が行われた。これが2009
年の入管法改正の意味であり、技能実習生に
対しては在留資格「技能実習」というカテゴ
リーが新設され、彼らは入国当初から（入国
直後の研修期間を除き）労働者の地位と保護
を獲得できることとなった。これが技能実習
制度における最初の転換点である。
　就労しながらそれを研修と見なすという矛
盾、いわば非労働者性の矛盾がこの改正で解
消されることとなったのである。しかし、技
能移転という建前はその主張の強弱はあって
も、現在までこの制度の通奏低音となってい
る。

3.　 第2の転換点：技能実習法の成立とそ
の背景

　2009年成立の入管法によって技能実習生は
労働者としての地位を獲得したが、実習生に
対する不法行為、長時間にわたる残業時間の
実態、残業代の不払い、失踪を防ぐための外
出禁止、パスポートの取り上げなどの人権無
視の実態は必ずしも改善はされなかった。
　なぜなら、実習生を雇用する事業主は低賃
金労働者を歓迎する一方、実習生自身も限ら
れた滞日期間でできるだけ収入を確保するた
めに、残業代欲しさに残業割り増しなしでも
働くことを承認するからである。そもそも母
国から海外へ出稼ぎに出る場合、残業制限が

寄
稿

特
集

特集  2

外
国
人
技
能
実
習
に
お
け
る
制
度
の
見
直
し
と
今
後
の
課
題

1.　 はじめに
　外国人技能実習制度は1993年に開始されて
以来、ほぼ25年の歴史を持ち、その成立のき
っかけとなった1989年の入管法改正から数え
ればほぼ30年の歴史となる。30年といえば、
一世代分の年月であり、ずいぶんと長い。そ
れにもかかわらず、その歴史と比較して日本
社会で技能実習制度の周知度は低かった。し
かし今般、2016年11月に成立した外国人技能
実習法を契機に、技能実習制度そしてその他
の外国人労働者受け入れ施策への関心が高
まってきた。そこで、その成立経緯と新しい
技能実習法の内容、および同時に成立した改
正入管法の内容を以下に検討してみたい。

2.　第1の転換点：2009年の入管法改正
　現在の技能実習制度を理解するために、い
くつか押さえておかねばならないポイントが
ある。第1に、この制度は日本の周囲の発展
途上国への技術移転が制度目的であり、日本
の労働力不足対策ではない、という建前の下
に始まった制度である。その建前と労働力受
け入れ対策としての乖離の実態については

（上林千恵子、2015『外国人労働者受け入れ
と日本社会』東大出版会）で詳しく触れたが、
当初は、受け入れた実習生の技能を確保する
ために、受け入れ後1年間は研修であるので
研修生は労働者ではないとされ、技能検定基
礎2級に合格後、晴れて2年目から労働者とし
ての地位を獲得するとされた。しかし、日本
人の場合は高卒新人の未熟練者でも初任配

上林　千恵子
（法政大学社会学部 教授）

外国人技能実習制度の
第２の転換点
−2016年の技能実習法を中心に
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ゆるやかな韓国と比較して日本の残業時間の
規制は、実習生にとって来日の魅力を減ずる
要因とさえなっているのが実情である。こう
して遵法精神が乏しい実習生受け入れ企業
では、労使が合意の上で労働基準法を破ると
いうケースが後を絶たなかった。
　そしてさらに、実習生は3年間、同一企業
への就労が基本となって労働移動の自由が制
限されている。一方、実習生のほとんどは渡
航費用を捻出するために、前借金の形で母国
の送り出し企業や銀行、家族・知人から借金
して来日しており、借金返済のためには、と
にかくやみくもに働いて金を貯めることが何
よりも優先されなければならない状態に置か
れている。搾取の対象となりやすいのである。
　もちろん、こうした不法行為は短期的には
実習生に利することもあるかもしれないが、
長期的に、また日本の就労者全体を対象とし
てみれば労働条件や安全衛生の悪化につな
がることは論を俟たないであろう。しかし日
本全国に配置されている労働基準局は労働問
題の発生頻度が高い技能実習制度だけを対
象としているわけではない。技能実習制度を
含めなくても、発生する労働問題の事案に対
して、あるいは対象とする企業数に対して十
分な監督官の人数が配置されていないことは
周知の事実である。
　それでは技能実習制度を取りまとめる機関
として政府出資により設立された国際研修協
力機構（JITCO）は、十分に不法行為への監
督を行えただろうか。JITCOの場合、その業
務は政府の出資と実習生雇用企業から徴収す
る会費によって運営されている。日本語教材、
訓練教材、母国語による実習生からの相談受
付、各国の送り出し機関の紹介、など各種サ
ービスを提供していても、サービスを受容す
る側の企業に対して取り締まる法的権限を持
たない。たとえば実習生の傷害事件のような
案件は、警察と労働基準局の取り扱う内容な
のである。
　そこで、技能実習制度を適正に運営するた
めに、不法行為を監督する法的権限を持った
機関の創設がかねてより望まれていた。そう
した法的権限は法律によってのみ根拠づけら

れるために、技能実習法の成立が期待された
といえる。この法は、当初は「技能実習制度
適正化法案」と呼ばれていた理由も、制度の
適正化がこの法の最大の目的であったことに
ある。2016年11月に技能実習法が成立し、そ
れに基づき技能実習制度の適正な実施と実習
生の保護を図るために、法務大臣及び厚生労
働大臣による認可団体として外国人技能実習
機構が2017年1月に設立された。
　法務大臣の告示の下に出発した外国人技
能実習制度は、2016年の技能実習法の成立に
より、ようやく法で規定された正統性を持つ
制度として生まれ変わったといえる。技能実
習法の成立については、与野党多数の合意で
成立しており、技能実習制度は今や国民の代
表者で構成される国会において、議員の党派
性如何に関わらず支持すべき外国人労働者
受け入れ制度として支持されたのであり、ま
さに外国人労働者受け入れのためのサイド・
ドア政策という日陰の存在から、堂々と正面
から技能実習生として外国人労働者受け入れ
可能となる正統的な受け入れ制度に変貌した
と見なせるだろう。したがって、技能実習制
度にとって技能実習法の成立は、第2の転換
点と見なせるのである。

4.　外国人技能実習機構の役割
　さて新設の外国人技能実習機構（以下、機
構と省略）は、定員346人、設立当初の2017
年9月時点で法務省からの出向者55人、厚労
省からの出向者93人で構成された。東京に本
部が設置され、全国13箇所に地方事務所ない
しは支所が設置されている。2017年度の交付
金額は34億9,685万円でほぼ６割が人件費と
なっている。
　その大きな役割は２つに集約できる。１つ
は技能実習生受け入れ監理団体の許可であ
り、適正に受け入れている監理団体のみに受
け入れ許可が下りる。技能実習生受け入れは
技能移転という制度趣旨もあり、団体監理型
受け入れ制度として受け入れ主体は非営利の
事業協同組合、公益法人、商工会などに限定
されていたので、これまではそれを取り締ま
るという発想と結びつきにくかった。ところ
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が、技能実習制度の拡大と共に技能実習生受
け入れ事業が大きな収益の根源ともなり得る
ことが知られ、それを利用する組織が跋扈す
るようになれば、受け入れ監理団体を許可制
に移行する必要性が生じたのである。外部役
員設置など許可基準に適合することが求めら
れる他、一定の前科がない、５年以内に許可
取り消しを受けていない、出入国管理法又は
労働法令違反がない、という欠格事由に該当
しないことが求められた。
　日本への実習生送り出し国であるベトナム
および中国でも、送り出し企業は中央政府、
地方政府の認可を必要としている。どの国で
も、労働者派遣事業は人権侵害を犯しやすい
ために、こうした公的な認可を必要としてい
る。そのため日本の技能実習制度の受け入れ
団体が許可制に移行したことは、必ずしも日
本的特徴というわけではない。
　機構の２つ目の役割は、技能実習計画の認
定である。これまでも技能移転が本制度の趣
旨であるために技能実習計画の提出は必要で
あったが、機構による認定が法律化されるこ
とにより、より厳密になったといえよう。認
定計画とは、受け入れた技能実習生が受け入
れ職種に従事することにより一定の技能向上
を果たせることを保証するもので、実習生
個々人に対して職務内容と訓練期間が明示さ
れた計画であり、修了後には基礎２級あるい
は技能検定３級合格が可能となるような教育
訓練計画である。それと同時に、受け入れ職
種の賃金、労働条件が日本人の同職種従事
者と同一か否かの判定もあり、極めて詳細な
記述を必要とする。JITCOが実習制度を把握
していた当時は、ほぼ40種類の書類の提出が
求められていたが、機構ではそれが68種類に
達しているという。
　もちろんこうした認定には申請手数料が必
要で、認定計画1件（1人のこと）につき3,900
円、1号、2号、3号の申請につき1件とカウン
トされる。監理団体許可の申請も、許可1件
につき1万5,000円であり、有効期限は3年ない
しは5年、優良団体は5年ないしは7年である。
　その他の機構の業務は、監理団体、実習実
施者（受け入れ企業のこと）への実地検査、

実習生への母国語電話相談、一時宿泊施設
（シェルター）の提供などであるが、中心は
認定作業といってよいだろう。
　こうした時間と手間がかかる手続きは、当
面は受け入れ企業と受け入れ監理団体のコス
トと見なされるが、実は、機構そのものの運
営が税金で担われていることを考えると、日
本社会全体が技能実習生受け入れ費用を担
っていると考えてもよいだろう。そしてそれ
は、日本社会が技能実習生という外国人労働
者を受け入れることを承認したということに
他ならない。これまで技能実習制度はなし崩
し的に技能移転よりも労働者受け入れの性格
を強めてきたが、今般の技能実習法の成立は、
第2の転換点としてそうした曖昧さにある意
味でピリオドを打ち、適正な労働者受け入れ
の方策を取ったと考えられるだろう。それで
は技能実習計画の認定という煩瑣な手続きは
何の意味をもつのか。まったく意味のないプ
ロセスなのか。
　これについては別稿で検討すべきと思われ
るが、韓国の低熟練労働者受け入れ制度であ
る外国人雇用許可制度では、入国に際して韓
国語のテストと短期の事前研修を義務付けて
いる。日本の場合も、技能検定を実習生に義
務付けることにより、これが低熟練労働者受
け入れの選別メカニズムとして機能している
のではないか、と考えられる。

5.　送り出し国との協力覚書（MOC）の締結
　機構は設立後、積極的に送り出し国と協力
覚書を成立させてきた。2017年6月ベトナム、
同年7月カンボジア、10月インド、11月フィリ
ピン、12月ラオス、モンゴル、2018年1月バ
ングラデシュ、2月スリランカと協力覚書を
成立させている。協力覚書は、国会承認を必
要とする条約のような拘束力はなく、行政機
関同士が締結する了解覚書（MOU）よりも
下位に位置づけられるが、これまでJITCOが
締結したR＆D（議事録確認）よりも上位概
念であり、政府関係機関相互で締結できる。
　内容は、日本側が監理団体の許可、技能実
習計画の認定を行うと共に、送り出し国に対
しては送り出し機関の認定、保証金の徴収、
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違約金契約をしないこと、帰国実習生の再就
職先の斡旋、などを要請している。日本側も
適切に技能実習制度を運営する代わりに、送
り出し国についても不適切な送り出し機関を
排除してほしいという要請である。
　外国人労働者の受け入れについては、一般
的に二国間協定で行われることが多く、韓国、
あるいはイタリアと非EU加盟国間でも締結
されている。この場合、人数枠を定めている
場合（キャップ制度）もある。日本の今回の
技能実習制度の場合は、キャップ制度につい
ては踏み込んでいないが、初めて政府として
の意向が送り出し国へ協力覚書という形で反
映されたといってよいだろう。適切な送り出
し機関が選定されることによって、悪質なブ
ローカーが排除されることが期待されている
と同時に、人権侵害、失踪などの事例が多い
場合には送り出し中止措置を相手国に求める
ことも可能となる。
　もちろんこうした覚書を成立させること
と、それが実効性を持つこととは別問題であ
る。しかし、こうした覚書を交わすことによ
って、日本の技能実習生受け入れが、より二
国間協定による労働者受け入れの性格を帯び
てきたことは明確であろう。

6.　 技能実習対象職種への「介護職種」の
追加と造船・建設就労者受入事業

　最後に、技能実習法では規定されていない
が、その成立と同時に厚生労働大臣告示で介
護職種が技能実習の対象として組み入れられ
た。介護職への外国人の導入は2008年の経
済連携協定（EPA）に基づく受け入れをもっ
て嚆矢とするが、その経験を試金石として
2015年2月に発表された「外国人介護人材受
け入れの在り方に関する検討会中間まとめ」
の提言内容にもとづいて受け入れ要件が設定
された。
　技能実習職種における初めての対人サービ
ス職種であること等から従来の職種とは別の
受け入れ要件が設定された。その内容は、入
国時に日本語能力Ｎ４程度の能力を確保して
いること、また技能実習2号にあたる2年目以
降は日本語能力Ｎ３が必要であること、受け

入れ人数の上限枠は、常勤職員数30人以下
の場合は、その総数の10％以下であること、
などである。介護実習生（介護職種で受け入
れる技能実習生の通称）の受け入れは、技能
実習計画の認定後、おおむね4か月後から可
能となる。2017年11月に認定作業が開始され
たから、本稿の執筆時点の2018年3月ではま
だ受け入れは行われていない。介護実習生の
受け入れが決定した2017年9月以降から現在
まで2つの変更点が現在論議されている。
　第１の変更点は2年目の技能実習2号移行時
の日本語能力試験である1。一般的なＮ３の
日本語能力試験では合格者数に懸念があるこ
とから、介護職に特化した日本語試験を実施
することが提案されている。日本語能力をど
のように判定するかの問題であり、介護現場
のニーズに見合った試験へと変更される見通
しである。これは技能実習生を多数送り出し
たい送り出し国側からの要請、技能実習生2
号への移行試験の合格率をあげたい受け入
れ現場からの要請の双方の要請によるもので
あろう。そして、常に実習生自身は渡日前訓
練費用の節約および勉学よりも直接に賃金が
支払われる就労を希望していることを考慮す
ると、技能移転の制度目的を誰が本気で守ろ
うとしているのか疑問となる。この変更点の
ゆくえそのものに、技能実習制度に関する関
係主体の期待が集約されているように見える
のである。
　単純労働者受け入れの目的を持つ韓国の
外国人雇用許可制度についても、韓国語テス
トという選別装置が付加されているのである
から、たとえ遠くない将来、技能実習制度が
単純労働者受け入れ制度としての色彩が強ま
ったとしても、現実には日本語能力などの選
別装置は必須であり、そうなれば現在の技能
実習制度の延長上にそうした制度設計も考え
られ得るので、建前と本音との乖離は小さく
なるであろう。
　掲載した写真は技能実習生送り出し国ベト
ナムの大手送り出し企業の日本語研修センタ
ーの写真である。この企業は約1,800人の渡
日予定者の日本語訓練、生活訓練を実施して
おり、日本でどのような職種に就労するので
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あれ、就労に必要な日本語と生活習慣の指導
を実施している。彼ら渡日前の実習生の熱意
と期待を見ると、彼らが単純労働者か否かの
議論は、あまりに抽象的であり、彼らの生活
実感と期待とは程遠いところにあるものと思
えた。
　第2の変更点は、在留資格の問題である。
実習生で入国した場合には「介護福祉士」の
資格を取得しても在留資格「介護」に資格変
更を認めない前提であった。しかし、留学生
が資格取得した場合は在留資格「介護」を
認定しつつ、介護実習生にはその変更を認め
ないことについて、介護人材を確保するため
にも変更する可能性が高い。在留資格「介護」
取得者は、在留の更新制限がないために、定
住化が可能である。この変更についてはまだ
決定されているわけではない。
　さらに人手不足が顕著な建設及び造船業
では、技能実習生で入国した人に対して、特
例措置として2年間の延長が2015年4月1日か
ら2020年3月31日までの時限措置として認め
られた。しかし、2016年の技能実習法の成立
によって技能実習3号（4年目、5年目）が認
められたこと、またこの特例措置を利用する
場合に同等の日本人の賃金水準を明確にしな
ければならない、など申請上の規則が煩雑で
あることなどの理由で、利用実績は非常に少
ない。

7.　おわりに
　以上、技能実習法の成立前後の時期は外
国人労働者関連の施策の実施が相次いだ。
2017年4月には日本版高度外国人材グリーン
カードが導入された。また技能実習法成立と
同時に入管法が改正され、在留資格「介護」

が創設された。また家事労働者については国
家戦略特別区域で受け入れ可能となり2017年
から入国している。農業労働者も2017年6月
の国家戦略特別区域法の改正で派遣労働者
として就業する道が開かれ、従来の農業実習
生に加えて農業の外国人派遣労働者が合法
的な存在となった。
　こうした日本社会の流れを見ると、技能実
習法を中心に外国人労働者受け入れの気運
が近年とみに高まっていることがわかる。日
本社会の外国人労働者、外国人材の受け入
れは高齢化と生産年齢人口の減少に伴って必
然的と思われるが、これが今後、どのような
分野でどのような選別基準で受け入れるの
か、これまで以上に注視していかねばならな
いだろう。

 1  「介護実習生に日本語新試験」朝日新聞、2018年3月8日
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1．外国人労働者の受け入れ・送り出し状況
1−1　受け入れ状況
　近年、わが国で就労する外国人の数および
就労者人口に占める割合は増加の一途をたど
っている。厚労省の統計によれば、2017年10
月末時点での就労外国人総数は前年同期の
約18％増、127万8,670人となり、国内の被用
者総数の約2％を占めるに至っている1。また、
NHKが2015年の国勢調査をもとに作成した
資料によると、農業では20代～ 30代の従事
者の7.19％、漁業では6.14％、製造業では
4.73％が外国人となっているが、たとえば茨
城県の農業では29.64％、広島県の漁業では
52.64％を占めるなど、一部の地域・産業にお
いてはすでに外国人労働者の存在が不可欠
な状況となっている2。
　外国人労働者をその在留資格別で見ると、
2017年10月末時点で、外国人技能実習生が25
万7,788人（大半が製造業もしくは建設業）、
留学生が25万9,604人（過半数が卸小売業も
しくはサービス業）を占め、ともに前年同期
比2割超の伸びとなっており、これに高度人
材（「専門的・技術的分野」）の23万8,412人、
同18.6％増が続いている。また、国籍別では
依然中国が最多で全体の29.1％を占めている
ものの、自国の経済発展などを背景に減少を
続けており、他方で、第2位のベトナムが前
年同期比で4割増を記録し、全体の18.8％を
占めるに至っている3（特に外国人技能実習
生に関しては、2016年からすでにベトナムか
らの受け入れ人数が中国を上回り最大となっ
ている）。

１−２　送り出し状況
　ベトナムは、いわゆる「労働力輸出」政策
のもとで、国策として40以上の国と地域に非
熟練労働者を送り出している。2017年に送り
出した労働者の総数は13万4,751人（女性5万
3,340人）であり、そのうち日本に送り出した
労働者の数は、台湾の6万6,962人（女性2万
3,530人）に次ぐ5万4,504人（女性2万4,502人）
だった。ただし、日本は建前上、外国人の非
熟練労働者を受け入れていないため、これら
の労働者は外国人技能実習生として送り出さ
れている。その数は年々増加傾向にあり（2017
年は前年比で約36.4％増）、前述のとおり、最
大の送り出し国となっている4。
　なお、技能実習生について、職業選択、転
職や副業、居住移転などの自由に関する人権
侵害状況がベトナム国内でも次第に知られる
ようになった結果、技能実習生よりも自由度
が高い（と関係業者が宣伝する）留学生とし
ての来日が、出稼ぎの手段として急速に拡大
した時期があった5。しかし、学籍（＝在留
資格）を維持するために昼間は学校に通い、
夜間のアルバイトで学費と生活費、家族への
仕送り分を稼ぎ出さなければならない過酷さ
や、入管当局による取り締まり（週28時間の
上限規制や風俗業の禁止）の強化などから、
少なくともある程度の情報リテラシーを有す
る層からは、就労目的での留学はすでに2016
年頃から敬遠され始めている。 

２．来日までの問題点
２−１　問題状況
　技能実習生と（就労目的の）留学生が来日

斉藤　善久
（神戸大学大学院国際協力研究科 准教授）

日本で働くベトナム人
労働者
−問題状況とその背景−
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するまでに直面する問題の多くは共通してい
る6。
　第一に、来日を決断する際に依拠する情報
の不正確さ・不十分さである。来日後の技能
実習やアルバイトを通じて得られる収入につ
いて、実際よりも大きな金額が、ブローカー
や送り出し機関、日本側求人担当者によって
示される場合が多い。技能実習生については、

「失踪」防止の観点から、実習先の所在地や
企業の概要を来日直前まで明示しない送り出
し機関さえある。また、留学の場合を含め、
契約書面などを送り出し機関が保管して本人
に開示しない場合が非常に多い。
　第二に、来日に至る過程での、高額の経費
の支払いである。ブローカーへの謝礼が数百
ドルから数千ドルに及ぶほか、技能実習生は
送り出し機関に支払う手数料が4,500ドルか
ら7,000ドル程度、留学生は留学先の初年度
納付金の前納などが求められる。さらに、い
ずれの場合も、全寮制7の送り出し機関での
授業料や生活費が必要となり、平均して100
万円を超える経費を、土地使用権などを担保
に銀行から借り入れるなどして支払うことに
なる。なお、技能実習生の手数料が高額にな
る背景には、日本側の一次受け入れ団体（監
理団体）からの金銭や接待の要求、ベトナム
の行政システムにおける賄賂の蔓延などがあ
る。また、留学生については、留学先（日本
語学校）への納付金の一部が送り出し機関に
キックバックされる契約となっていること
が、納付額を押し上げる一因となっている。
　第三に、違法な契約の強要である。技能実
習生については、来日直前に、日本での残業
代を300円とする同意書にサインを要求する
例などが散見される。また、長く批判されて
きた「失踪」防止用の保証金は近年見られな
くなっているが、かわって高額の違約金が設
定され、高校の卒業証書や土地の権利証を送
り出し機関が預かるケースが普遍化してい
る。留学生については、たとえば、近時、前
借金と日本での「就職保証」をセットにした
契約のもとで、学校卒業時に学校が斡旋する
企業への就職と給与からの天引きによる借金
返済を強要するケースなどが現れている8。

２−２　背景
　ではなぜ、ベトナムの送り出し機関は高額
の手数料を徴収できるのか（なぜ技能実習生
や留学生およびその家族は唯々諾々と支払う
のか）。
　これを技能実習についてみると、ベトナム
の国内法は、日本向けの送り出し機関につい
て、当該労働者の予定される就労期間1年に
つき1,200ドルを上限として送り出し手数料を
徴収することを許容している9。したがって、
通常の技能実習3年間（1号・2号）の場合に
ついては3,600ドルがその上限額となる10。こ
の3,600ドルという設定自体が既に高額という
べきか否かはひとまず措くとして、実際上、
この上限額を遵守している送り出し機関は皆
無である11。
　技能実習生やその家族が4,500ドルから
7,000ドル、ときにはそれ以上におよぶ法外か
つ違法な手数料の請求に応じてしまう背景と
しては、以下のような事情がある。
　第一に、日本に行けば稼げるという思い込
みが、いまだに農村部などにおいて根強いこ
とである。前述の現地ブローカーなどによる
誇大な宣伝や、自分の失敗例を公言すること
を好まないベトナムの人々の性格12も、この
ような思い込みの原因の一つとなっている。
　第二に、仕事（地位・チャンス・・・）は
お金を払って買うものだという意識がベトナ
ムの人々の中に染み付いており、獲得するた
めに高額を要求される仕事ほど待遇・労働条
件も良いだろうと考えがちだということであ
る。この傾向は、特にドイモイ以前の社会を
生きて来た技能実習生の親世代に根強い。ま
た、政府系の仕事を得ようとする場合には現
在でも常識となっている。
　第三に、一般庶民の間には、政治的・社会
的権力に対する根強い不信と諦めがあるため
である。送り出し機関は、通常、多かれ少な
かれ政府関係者とコネがあるため、告発に大
きな成果は期待できないばかりか、かえって
自らを危険にさらすことになると考えがちで
ある。
　第四に、このような法外な手数料の請求が、
一部の送り出し機関ではなく、（程度の違い
こそあれ）すべての送り出し機関に蔓延して
いるためである。
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　第五に、いわゆる単純労働者にとっては、
技能実習（もしくは留学）以外に日本に出稼
ぎに来る術がなく、そのための窓口がそれら
送り出し機関に独占されている、ということ
である。
　なお、送り出し機関側の言い分としては、
日本側の受け入れ団体がバックマージンや接
待などを過剰に要求するため、手数料を安く
したくてもできないことが、高額な手数料を
設定せざるを得ない主な理由となっている。
また、外国人技能実習制度のもとで、日本に
送り出しが可能な職種はポジティブ・リスト
により限定されており、当該職種での就労経
験を有する者しか送り出すことができないう
え（「前職要件」）、当然、そのうち取引先の
日本側受け入れ団体からオファーのあった職
種に対してしか送り出すことができない。し
かし、溶接など一部の熟練を要する職種を除
き、前職要件を満たす人材がマッチングされ
るケースは実際にはほとんど存在せず、ベト
ナム国内の実在の会社に依頼するなどして前
職が偽装されている。
　以上のような、技能実習制度の体裁を維持
するための様々なコストが、結局、実習生と
その家族の負担に転嫁されるシステムとなっ
ているわけである。

３．来日後の問題点
３−１　声を上げられない労働者
　ベトナムにおいて法外な手数料などに苛ま
れてきたベトナム人労働者たちの多くは、来
日後、予想以上に厳しい労働環境・生活環境
に置かれたとしても、やはり声を上げること
すらできないまま耐え忍ぶこととなる。
　この傾向はとくに技能実習生について顕著
である。彼らは、来日に際して多額の借金を
抱えているという事実と、居住・移転の自由
や職業選択の自由（転職、アルバイト）が著
しく制限されているという事実との相互作用

（受け入れ企業で就労するほか借金返済の術
がない）により、不満に対して声を上げるこ
とが難しくなっている。
　たとえば、前述したとおり、彼らは母国で
の経験から行政や司法、労働組合に対する信
頼が非常に薄いため、会社を告発した場合に
報復を受けたり、介入した行政官などから賄

賂を要求されたりすることを非常に警戒す
る。また、そうでなくとも、告発により会社
が操業停止処分となったり膨大な未払い賃金
のために倒産したりした結果、次の実習先が
手配されないまま借金を残した状態での帰国
を余儀なくされることを心配して、自縄自縛
に陥りがちである。さらに、セクシャルハラ
スメントのケースなどでは、被害者自身が母
国の恋人や家族、近隣住民などに知られるこ
とを怖れて問題状況を秘匿することも多い。
一部の者が告発しようとしても、同じ技能実
習生の同僚が上記のような理由からこれを禁
止したり妨害したりする場合もある。
　また、人里離れた職場で交通手段も連絡手
段も情報収集手段もないなどの物理的な理由
や、来日前にサインした違法な契約書面（残
業代300円など）の存在、法律知識の不足な
どのために、自分の権利が侵害されているこ
とに確信が持てないとか、より単純に、日本
語能力の不足、通報・相談するための連絡先
を知らないなどの理由から声を上げられない
技能実習生も少なくない。職場の労働条件を
告発したり危険な職場から緊急避難的に「失
踪」したりする技能実習生たちの背後には、
それすら不可能な状況に置かれた技能実習生
たちが存在するのである。

３−２　「失踪」・「不法滞在」・「不法就労」・「犯罪」
　本国に多額の借金を作って来日しているベ
トナム人労働者は、毎月の利息および元本の
返済に追われている13。特に家族の家や畑14

を担保にしている場合は深刻であり、何をお
いても借金の返済計画を優先しなければなら
ない。家族のために日本まで出稼ぎに来てい
るのに、そのための借金で家族の住居や生活
基盤を失ったのでは本末転倒だからである。
　まず、技能実習生についてみると、送り出
し機関から入所時に聞いていた経費よりも高
額の手数料の支払いを来日直前に求められた
り、来日後の収入が来日以前に聞いていた金
額を大幅に下回ったり、ハラスメントなどの
理由でその会社・宿舎に居ること自体が危険
だったり、何らかの理由で解雇されることと
なった場合には、本国への送金や身の安全を
確保するために会社を離れ、そのような立場
でも十分な賃金の支払いを提示してくれる別
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の職場で就労することがある。これが、技能
実習生における「失踪」と「不法滞在」15、「不
法就労」の典型例である。
　また、留学生についてみると、来日前に聞
いていたような割の良いアルバイトがない一
方、借金の返済に加えて次年度の学費も稼が
なければ学籍を失い、すなわち在留資格をも
失うことになるため、就労時間数（週28時間
以内）や職種（風俗業の禁止）などの規制に
違反してアルバイトに従事する場合が少なく
ない。これが、留学生における「不法就労」
の典型例である。退学や卒業により在留資格
を失った「不法滞在」状態で就労する場合も、
もちろん「不法就労」となる。
　「失踪」・「不法滞在」状態の者は、アパー
トなどを借りることが困難であり、また、警
察や入管に捕まること（すなわち、退去強制
などにより借金の返済ができなくなること）
を極度に恐れることから、合法的な在留者と
は基本的に連絡を絶つため、いずれかの不法
在留者が辛うじて確保した住居で共同生活を
行うことになりやすく、組織的な万引きなど
の勧誘を受けやすい。また、不法就労先で足
元を見られて賃金の不払いに遭い、あるいは
病気や怪我などにより借金の返済が滞る結
果、地下コミュニティーからさらに高利の借
金をし、その返済ができなくなると商品指定
の万引きや売春行為を強要されるなども典型
的なパターンである。さらに、身分を偽って
平穏に就労し賃金の支払いを受けるために、
知人等のIDや銀行口座を借用し、そのこと自
体が犯罪とされる場合もある。
　いずれにせよ、ベトナム人技能実習生や留
学生自体にもともと犯罪に手を染めやすい傾
向があるわけではなく、「失踪」・「不法滞在」・

「不法就労」の状態に陥った後の状況が彼ら
を犯罪に追い込んでいる側面が大きいことに
注意が必要である。
　なお、ベトナム側の統計によれば、2017年
時点における日本国内でのベトナム人技能実
習生の「失踪」率は、約3％とされている16。

４．まとめにかえて　−改善への課題−
４−１　外国人技能実習法のインパクトと重要性
　新しい技能実習制度のあり方を定める「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」（以下、技能実習法）
が2016年に公布され、2017年11月1日に施行
された。本稿ではこの新制度の詳細には踏み
込まないが17、同法のもとで送り出し国側と
締結されている「二国間取り決め」と、同法
の目玉として規定・設立された「外国人技能
実習機構」について簡単にコメントしておき
たい。
　まず、二国間取り決めについては、技能実
習法の定める各種の基準を送り出し国側にそ
のまま押し付けるものに他ならないが、ベト
ナムはこれに対応して、従前270社以上あっ
た日本向けの技能実習生送り出し機関を再審
査した結果、2018年3月31日時点で159社にま
で絞り込むに至っている18。ただし、（筆者ら
がこれまでベトナム側関係当局に告発してき
た悪質な送り出し機関も複数この承認リスト
に残っていることは措くとしても、）前述の
とおりすべての送り出し機関がベトナムの国
内規定である手数料の上限3,600ドルに違反
しているという事実や、多くの送り出し機関
が違約金の契約を強要して土地の権利証など
を預かっている現状を、日本側がいかに把握・
評価し、ベトナム側に改善を働きかけていく
かが今後の課題となるだろう。
　つぎに、外国人技能実習機構については、
特に、外国人技能実習生がこれ以上不本意な

「失踪」・「不法滞在」・「不法就労」の状態に
陥ることを予防するうえで極めて重要な職責
を担っている。すなわち、母国語での相談、
職場への立ち入り検査、そして、一時避難の
ためのシェルターおよび新しい実習先企業の
確保である。母国語での相談と立ち入り検査
は失踪の原因となる賃金不払いやハラスメン
トなどの問題状況の早期解決につながるし、
それが成功しなかった場合でも、シェルター
と新しい実習先が確保されていれば、もはや

「失踪」の必要はなくなるからである。換言
すれば、「失踪」や「不法滞在」・「不法就労」
の状態に陥った外国人技能実習生は、多くの
場合、行政の怠慢による被害者に他ならない。
外国人技能実習機構の今後の活躍に期待し
たい19。

４−２　事前の情報提供
　技能実習生、留学生として来日するベトナ
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ムの若者の多くは、日本に来さえすれば「た
くさん」稼げるから何とかなるだろうという
漠然としたイメージしか有しておらず、借金
の返済や学費・生活費の捻出について、正確
な情報も、確実な計画も、有していない。
　そこで、彼らがブローカーや送り出し機関
に対して大金を支払ってしまう前に、わが国
の各都道府県における最低賃金額や平均的
な生活費などについて、正確な情報を周知す
ることが喫緊の課題となっている。また、そ
の上で、借金がいくらの場合、毎月どの程度
返済でき、最終的にどの程度をベトナムへ持
ち帰れるかといったシミュレーションも、本
人およびその家族に提示できることが望まし
い20。
　最近、在日本ベトナム大使館は、遅ればせ
ながら、誇大な宣伝をするブローカーなどへ
の注意を呼びかける文章をホームページに掲
載した21。もっとも、技能実習生や（就労目
的の）留学生として来日しようとするベトナ
ムの若者たちが大使館のホームページに自ら
アクセスしてそのような文章を読んでくれる
可能性は、極めて小さいと思われる。

４−３　結語
　途上国の若者たちの労働力なくしては経済
が立ち行かないところまで依存を深めている
わが国としては、技能実習制度や留学制度と
いう体裁に固執して彼らを正面から労働者と
して迎え入れないことに由来するリスクを、
これ以上彼ら自身に転嫁し続けることは許さ
れないと言うべきだろう。

の送り出し実績にはカウントされていない。なお、出稼ぎ
を主たる目的とする留学生の実態については、出井康博『ル
ポ　ニッポン絶望工場』講談社（2016年7月）ISBN-13:978-
4062729567などに詳しい。

 6  そもそも、両者の出身階層・バックグラウンドに大きな違
いはなく、留学生志望者の方がどちらかといえば年齢層が
低く、肉体労働が苦手で、経済的にゆとりがある傾向がう
かがえる程度である。 

 7  近年では自宅からの通学を認める送り出し機関も増えつ
つある。

 8 この場合の「前借金」は、高額に設定された初年度納付金 
（120万円など）との相殺という形が取られ、学生本人や家
族の手には渡らない。

 9  公文書1123/LĐTBXH-QLLĐNN（2016年4月6日）。ちなみに、
保証金についても3000ドルを上限として認める通達がなお
効力を維持しているが、二国間取り決めに基づいて、技能
実習生に保証金を要求してはならない旨、所轄行政機関が
各送り出し機関を指導している。

10  2017年11月施行の外国人技能実習法において新たに規定さ
れた3号（3年間の技能実習終了後さらに２年間の技能実習
を行うもの）として再来日する場合の手数料については、
送り出し機関および監理団体の両方に変更がない場合は無
料、その他の場合は2400ドルが上限となる。公文書2456/
QLLĐNN-NBCAĐN（2017年12月21日）

11  なお、ベトナム労働・傷病兵・社会省直轄の送り出し機関
は手数料無料を謳っているが、実際に来日のチャンスを掴む
ために候補者が支払うことになる経費は高額だと言われて
いる。

12  たとえば、日本で３年間の技能実習に従事した夫婦が帰国
して一方の実家を改築した場合、周辺の人々は「日本に行
けば家を立派に改築できる」と考える。他方、中途帰国を
余儀なくされた実習生は周囲の目をはばかって故郷に戻ら
ず、家族も口を閉ざすため、そのような負の経験は共有され
ない。

13  したがって、未払い賃金を事後的に支払われても、遅きに
失する場合（すでに土地を失っていたり、それを防ぐため
にさらに高利の借金をして生活設計が破綻していたりする
こと）が多い。

14  厳密には、それらの土地の「使用権」。
15  「失踪」すれば解雇され、解雇や在留期限の満了により在

留資格を失えば「不法滞在」となる。
16  NGƯỜI LAO ĐỘNG紙Web版2018年2月6日 “Xử nghiêm 

doanh nghiệp sai phạm khi đưa thực tập sinh sang Nhật” 
https://thitruong.nld.com.vn/cong-doan/xu-nghiem-
doanh-nghiep-sai-pham-khi-dua-thuc-tap-sinh-sang-
nhat-20180206111816205.htm（最終閲覧2018年4月21日）

17  同法について、拙稿「外国人技能実習制度の問題点」労
旬1897号（2017年10月上旬号）4 ～ 11頁参照。

18  ベトナム労働・傷病兵・社会省資料 “FULL LIST OF 
A P P R O V E D  V I E T N A M E S E  S E N D I N G 
ORGANIZATION（VIET NAM）”

19  実際、一部の地方では所轄地方事務所の積極的な取り組み
によってそのような実績・前例が積み重ねられつつある。
とは言え、全国的には、母国語相談が可能な通訳者は地方
には配置されておらず、新しい実習先の確保に関しても中
央のデータベースを参照しながら助言を与える程度に止ま
っている。より地域に密着した、技能実習生のワンストッ
プ・サポート機関としての能動的な取り組みが望まれる。

20  本人が来日後に直面した厳しい労働条件について本国の家
族に伝えられないでいる間に、家族が多額の送金を見込ん
で実家の改築を始めてしまい、本人をますます追い詰めて
しまうなどの事態が起こりがちであることから、家族を含
めた正しい情報の周知が重要である。

21  在ベトナム日本大使館ホームページ（2018年3月29日） 
“HÃY CẨN THẬN VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG MÔI GIỚI, 
TRUNG GIAN” http://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/
Haycanthanvoicacdoituongmoigioitrunggian.html（2018
年4月21日最終閲覧）

 1  厚生労働省2018年1月26日発表「「外国人雇用状況」の届出
状況まとめ（平成29年10月末現在）」http://www.mhlw.
go.jp/stf/houdou/0000192073.html、日本経済新聞WEB版
2018年1月26日（経済）「外国人労働者128万人　過去最高、厚
労省　外国人頼み一段と」https://www.nikkei.com/article/
DGXMZO26189750W8A120C1EA4000/（最終閲覧2018年4
月21日）他参照。

 2  NHKオンライン「外国人が支える日本」https://www.nhk.
or.jp/d-navi/izon/prologue.html（最終閲覧2018年4月21日）

 3  注１に同じ。
 4  NGƯỜI LAO ĐỘNG紙Web版2018年2月21日 “Xuất khẩu lao 

động 2018: Thêm nhiều thị trường mới” https://nld.com.vn/cong-
doan/xuat-khau-lao-dong-2018-them-nhieu-thi-truong-
moi-20180221094133188.htm（最終閲覧2018年4月21日）

 5  もっとも、留学生については、当然ながら「労働者」として
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はじめに
　介護分野における技能実習が2017年11月１
日、外国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（以下、技能実習法）
の施行と同時に解禁された。技能実習制度に
おける職種は法律事項でないため、その追加
はもっぱら政府の判断で行うこととなる。し
かし、技能実習「介護」は、対人サービス業
務における初の職種であり、国内の介護サー
ビスの質への影響、介護労働者の処遇への
影響などが懸念されることに加え、国内の介
護労働者の確保という「本音」の目的を隠す
ことなく政策決定が行われた点においても、
多くの問題をはらんでいる。

１．介護人材の確保の現状と課題
（1） 介護事業所における人材確保の状況

　介護職員は2000年度の介護保険制度創設
時に54.9万人であったが、2015年度には183.1
万人に上っている。これは要介護者及び要支
援者の伸びにほぼ比例している。
　75歳以上人口は2015年の1632万人から、団
塊の世代がすべて75歳以上となる2025年には
2180万人に1.34倍に増加し、2449万人（1.50倍）
となる2054年まで増え続ける。介護サービス
需要が今後10年前後の間急速に高まる一方
で、生産年齢人口は7728万人（2015年）から
7170万人（2025年）に、2056年には5000万人
を割る水準まで減少することが見込まれ、介
護人材の確保は喫緊の課題となっている。
　政府は2015年６月、「2025年に向けた介護
人材にかかる需給推計（確定値）」を公表し、

2025年における介護人材の供給見込みを、過
去の介護職員の伸びを元に「近年の入職・離
職等の動向に将来の生産年齢人口の減少等
の人口動態を反映」し215万人と推計した。
一方、市町村の第６期介護保険事業計画に位
置付けられたサービス見込み量等に基づき、
介護人材の需要見込みを253万人と推計し、
2025年時点で37.7万人不足すると試算した。
　こうした見通しとは別に、足元では介護分
野の有効求人倍率は急激に上昇しており、全
職業平均と介護分野の同倍率のかい離は拡
大し続けている。2013年には0.83、1.82であ
ったものが、2017年にはそれぞれ1.50、3.50
となっており、介護人材確保の環境は近年一
層厳しくなっている。

（2） 政府における介護人材確保対策

　第３次安倍改造内閣を発足させた安倍総
理は2015年10月７日、「介護離職ゼロ」を含
む目標を掲げ「一億総活躍社会の実現」をめ
ざす談話を発表した。その後政府は、「一億
総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき
対策」（2015.11.26、一億総活躍国民会議）と
して、2020年代初頭までに、現行の介護保険
事業計画等における約38万人分以上の整備
加速化と、介護施設等の整備量の約12 万人
分前倒し・上乗せを行うとした。
　さらに、「ニッポン一億総活躍プラン」

（2016.6.2閣議決定）において、①介護人材の
処遇については、2017年度からキャリアアッ
プの仕組みを構築し、月額平均1万円相当の
改善を行うこと、②介護福祉士を目指す学生

伊藤　彰久
（連合生活福祉局長）

多くの課題をはらむ
技能実習「介護」
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に返済を免除する月5万円の修学資金貸付制
度の更なる充実、③再就職準備金貸付制度

（20万円）の更なる充実、④高齢人材の活用、
⑤介護ロボットの活用促進やICT等を活用し
た生産性向上の推進、⑥帳票等の文書量の
半減、⑦改正介護休業制度の着実な実施、
⑧介護休業の取得促進に関する周知・啓発
の強化等による「介護人材確保のための総合
的な対策」を行うことを発表。これらにより
2020年代初頭までに25万人の介護人材の確
保に取り組むとした。
　「総合的な対策」にはこのほか、⑨経済連
携協定（EPA）に基づく専門的介護人材の
活用、⑩改正入管法に基づく外国人材の受け
入れについて、それぞれの制度趣旨に沿って
積極的に進めていくことに加え、⑪「経済・
社会基盤の持続可能性を確保していくため、
真に必要な分野に着目しつつ、外国人材受け
入れの在り方について、総合的かつ具体的な
検討を進める」ことも明記された。
　その後、加藤厚生労働大臣は2017年12月１
日、経済財政諮問会議において、「『介護離職』
ゼロに向けた介護人材確保対策」として「技
能実習介護の受け入れ環境を整備し、意欲あ
る技能実習生の活躍を推進する」と表明した。
このことは、技能実習法の趣旨に反する1と
同時に、国会審議における法務大臣の答弁2

や国会附帯決議にも反するものである3。

２．技能実習「介護」の導入の背景
（1）  日本再興戦略による介護職種解禁方針の

決定

　2012年12月に発足した第２次安倍内閣で
は、官邸主導の政策決定プロセスの下で、技
能実習制度の規制緩和が進められることとな
った。安倍総理が議長を務める産業競争力会
議の伊藤元重氏ら民間議員４人が連名で2014
年４月４日、「国際協力の観点、我が国企業
のグローバル展開を支える等の観点」から技
能実習制度の一層の充実の検討を求める意見
書を同会議に提出。同じく民間議員である雇
用・人材分科会の長谷川閑史主査も「介護
分野においては…高齢化が進む『課題先進国』
であるわが国において、実習生を受け入れて
介護人材を育成することは、技能実習の趣旨

にも合致している」として介護分野への対象
拡充を求める意見書を提出。総理は同会議の
場で、谷垣法務大臣（当時）に対し対象業種
などについて見直しを指示した。これにより、
技能等の開発途上国等への移転のための国
際貢献の制度である技能実習制度において、
日本企業の発展や、送り出し国と受け入れ国
が「高齢化」という共通課題を有することと
いった新たな考え方に基づいて対象業務の選
定を行うことが正当化されることとなった。
　その後、政府は「『日本再興戦略』改訂
2014」（2014.6.24閣議決定）に、「国内外で人
材需要が高まることが見込まれる分野・職種
のうち、制度趣旨を踏まえ、移転すべき技能
として適当なものについて、随時対象職種に
追加していく」ことを明記し、国内の人材確
保対策として技能実習制度を活用する姿勢を
鮮明にした。同閣議決定では、介護分野につ
いて「日本語要件等の質の担保等のサービス
業特有の観点を踏まえつつ、年内を目途に検
討し、結論を得る」ことも明記された。
　

（2）介護業界等からの要請

　介護分野における恒常的な人材確保難を
背景に、施設介護の事業者団体からは、技能
実習による介護人材の受け入れを可能とする
要望が出されていた。法務大臣の私的懇談会
である「第６次出入国管理政策懇談会」では
同年４月21日、外国人労働者の受け入れに関
する介護関係団体ヒアリングが行われた。そ
こでは、全国老人福祉施設協議会は介護人
材の確保、全国社会福祉法人経営者協議会
は介護サービスの量の確保の観点から、それ
ぞれ介護分野で技能実習生の受け入れを可
能とするよう求めた。
　介護保険施設4の業界から技能実習「介護」
の解禁を求める要望が出された背景には、同
施設における人員要件が、訪問介護に比べ緩
いという点が挙げられる。介護保険施設で業
務に従事するにあたって、医療または介護関
係の公的な資格の取得や研修の修了が必ず
しも要件とされていない。そのため、施設側
の認識において技能実習生の受け入れに対す
るハードルが低いと考えられる。
　一方、同様に人材確保難である訪問介護事
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業においては、専門職である介護福祉士また
は訪問介護員（ホームヘルパー）が従事する
こととされている。介護福祉士は国家資格で
あり、また、訪問介護員になるには介護従事
者初任者研修課程を修了しなければならな
い。訪問介護は、利用者の居宅において１人
で身体介護と生活援助等の業務を臨機応変
に行うことが求められる、専門性の高い業務
である。それに加え、訪問介護は居宅という

「密室」でのサービス提供であり、人権問題
が起こりやすい環境での就労であることにつ
いて、関係者の間で認識が共有されているこ
ともあり、現状において訪問介護事業所から
技能実習の導入を求める声は表面化していな
い。

３．技能実習「介護」の課題
（1）  介護分野への技能実習導入に対する連合

の考え方

　技能実習「介護」の解禁の具体的な検討は、
厚生労働省の社会・援護局長の私的懇談会
である「外国人介護人材の受け入れの在り方
に関する検討会」において、2014年10月30日
から行われた。連合は同検討会に委員として
参画し、介護保険施設入所者のほとんどを認
知症高齢者が占めている現状5に照らし、高
齢者の自立の支援と尊厳の確保の観点から、
要介護者の生命に関わる対人サービスに十分
な日本語能力を持たない者が就くことには問
題が多いとして、反対の立場で議論に臨んだ。
　検討会では、日本語能力について９割以上
が日本語能力試験Ｎ３以上を求めているとす
るＥＰＡ介護福祉士候補者の受け入れ施設に
対するアンケート結果が示された上で議論が
進められ、実習生に求められる日本語能力に
ついて「『Ｎ３』程度を基本」とする「中間
まとめ（案）」が、2015年１月23日の第６回
会議に示された。
　これに対して、連合は、介護業務を任せら
れる日本語レベルとしてＮ２以上とすること
を求め、他委員からも同調する意見が複数出
された。これに対し、全国老人福祉施設協議
会の委員は、他の介護保険施設の団体も賛同
しているとして「入国の段階ではＮ４とする
のが適当」との意見を表明した。１月26日の

第７回会議には、「１年目（入国時）は…Ｎ
４程度を要件として課し…Ｎ３を望ましい水
準として…2年目の業務への円滑な移行を図
ることとする」とのとりまとめ案が提示され、
連合は納得できない旨を表明したものの、最
終的に座長に一任することとされ、2月4日に
そのままの形で「中間まとめ」として公表さ
れた。

（2）利用者への影響

　介護は対人サービスであり、日本語による
コミュニケーション能力が提供されるサービ
スの質に直結する。また、介護の現場では、
医師や看護師、リハビリテーション、栄養士
の専門職などとのチームワークが求められる
ため、医療等の専門用語を含む日本語による
コミュニケーション能力が必要となる。また、
要介護者の服薬に立ち会う場面もあり、日本
語の識字能力も求められる。加えて、介護保
険制度はもちろんのこと医療保険制度、障害
福祉制度、生活保護制度、行政実務などさま
ざまな知識が必要となる場面もある。日本語
によるコミュケーション及び識字の能力が不
十分な職員によるサービス提供は、利用者の
安心・安全の低下につながりかねない。また、
入所者が求めるニーズに的確に対応できない
など、サービス水準の低下を招きかねない。
　また、技能実習生の受け入れが可能となる
介護保険施設では認知症のある人が入所者
の大部分を占めているが、認知症ケアにおい
ては、要介護者に大きな環境の変化をもたら
さないことが重要とされている。実習実施者
においては、認知症ケアの観点からも適切な
実習生の配置が行われることが必要と考え
る。

（3）実習生以外の労働者への影響

　技能実習制度の課題として、実習生の低賃
金の問題がある。
　独立行政法人労働政策研究・研修機構

（JILPT）が実習実施機関に対し行った調査6

結果によると、実習生の賃金の設定について
「地域別最低賃金のレベルの額」とするもの
が72.1％、「特定（産業別）最低賃金のレベ
ルの額」が10.5％、「地域別最低賃金のレベ
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ルより高いが、同じ仕事をしている日本人従
業員の賃金より低い額」が7.8％とされ、同じ
仕事・作業を行っている日本人従業員に比べ、
所定内給与の平均で41,838.8円、時給で161.6
円低いことが明らかとなっている。
　また、厚生労働省が2016年に実習実施機関
に対し行った5,672件の監督 指導のうち、
70.6％にあたる4,004件で労働基準関係法令違
反があり、うち割増賃金771件（13.6％）、賃
金の支払477件（8.4％）、最低賃金の支払90
件（1.6％）など、賃金関係の違反が依然と
して少なくないことが明らかとなっている。
　技能実習法では、実習生ごとに作成する技
能実習計画に、「日本人が従事する場合の報
酬の額と同等以上」の報酬を記載しなければ
主務大臣の認定を受けることができない仕組
みとされた。国会附帯決議7では、実習生の
報酬上の問題が議論され、実習生の待遇に関
し出入国または労働に関する法令の遵守の確
保のための取り組みを政府に求めている。
　介護分野においては、賃金の低さが人材確
保上の大きな課題とされており、政府におい
て2009年度以降介護報酬または交付金による
処遇改善措置が行われてきている。その結果、
依然として全産業平均に対し年収で約180万
円低い水準ではあるものの、賃金は着実に改
善している。JILPTの調査結果のように、技
能実習制度が安上がりの労働力確保手段とし
て活用され続けるのであれば、介護分野の処
遇改善の流れが逆戻りし、介護人材の確保が
深刻な事態となる懸念がある。
　また、実習実施者は、技能実習生を最大で
常勤介護職員と同数まで導入することが可能
とされる8。また、実習生５人に対し１人の技
能実習指導員を選任する必要があるが、指導
員は実習生の指導に専念できるわけではな
い。後に詳述するとおり、技能実習生は、介
護報酬上の人員配置に関し、一定期間経過後
に介護職員として扱われるため、従前の介護
職員に代替する形で職務能力が十分でない
実習生が介護現場に配置されることが予想さ
れる。そのため、技能実習生を受け入れる職
場では、サービス利用者に対する介護の仕事
に加え、実習生に対する指導の業務が加わり、
一層多忙となることが予想される。こうした

職場環境の下で、利用者に対するサービスの
低下も懸念される。

（4） 介護報酬上の取り扱い

　技能実習を開始した日から6カ月を経過し
た者と、日本語能力試験Ｎ２以上の者につい
ては、介護報酬上の職員として取り扱うこと
が、いわゆる固有要件通知9で示された。
　この取り扱いについては、介護報酬を審議
する社会保障審議会介護給付費分科会10で

「報告事項」として説明された。これに対し
連合の委員は、①本件は介護報酬の基準を
定める議論であり、すなわち同分科会の審議
事項であり、報告事項にはなじまないこと、
②「介護保険は、被保険者の要介護状態又
は要支援状態に関し、必要な給付を行うもの」

（介護保険法第２条第１号）であり、技能実
習制度による技能移転のための研修に対する
給付の可否については十分な検討が必要であ
ること、③技能実習生を介護報酬上の職員配
置数に算入できるようにすることは、技能実
習生を労働力として位置付けることに他なら
ず、技能実習法の趣旨に反すること、④とり
わけ初年度の４カ月はＮ４の日本語能力によ
るサービスに対して介護報酬を算定するとい
うことになり、技能実習法の国会附帯決議11

が求める利用者の安全・安心とサービスの質
の担保の観点から検討が必要であることなど
を主張した。しかし、老健局はＥＰＡ介護福
祉士候補者にならった取り扱いであり、11月
1日の施行日が迫っているために報告とした
などと説明し、複数の委員が事務局の説明に
同意した。
　入国後講習の２カ月と合わせ入国後８カ月
を経過した実習生に対し介護報酬を算定でき
ることで、前述のように、実習生による従前
の介護職員の代替と現場の多忙化が進むこと
が懸念される。

（5）日本語能力要件の緩和

　介護の現場では、専門的な知識を含む日本
語によるコミュニケーション及び識字能力が
求められる。その能力は、利用者の安心・安
全とサービスの質を担保する重要な条件であ
る。「中間まとめ」も「日本語によるコミュ
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ニケーション能力を実効的に担保できない場
合、介護現場の混乱や介護事故等のおそれ
もあることから、 確実に担保できる方策を講
じることが適当である」と指摘している。加
えて、介護保険サービスが社会保険制度の下
で提供されるものであることから、一定のサ
ービスの質を確保する意味においても重要な
条件と言える。
　ところが、介護の技能実習生がまだいない
うちから、政府が日本語要件の緩和を進めよ
うとしていることが報じられた12。第１号技
能実習生が第２号技能実習生に移行できる条
件は、入国後１年以内にＮ３に受かる必要が
あるが、この条件が厳しいとする送り出し国
と人材確保を進めたい日本政府双方の意向に
より、介護に特化した新たな試験が2018年内
にも作られるという。もっぱら労働力の需給
の調整の観点からの日本語要件の見直しは技
能実習法の趣旨に反するものであり、介護サ
ービス利用者の安全と安心、介護サービスの
質の確保の観点から十分慎重な検討が行わ
れなければならない。

おわりに
　技能実習「介護」が解禁されて５カ月、
183の監理団体が主務大臣の許可を得、適正
な実習の実施の確認と企業等に対する指導を
行う準備を進めているとされる13。介護保険
施設の労働組合は、実習生の受け入れにあた
り事業所に対し、日本人と同等以上の報酬の
支払いや夜勤等勤務体制の整備を求め、介
護サービス利用者の安全・安心、実習生を含
む介護労働者の労働条件の改善に加え、実習
生の人権の擁護に積極的な役割を果たすこと
が求められる。

 1  第3条第2項　技能実習は、労働力の需給の調整の手
段として行われてはならない。

 2  岩城国務大臣「技能実習制度ですが、これは、労働
力の受け入れを目的とする制度ではなく、開発途上
国等への技能移転を通じた国際貢献という重要な意
義を有する制度であり」（2016.4.19衆議院法務委員会）

 3  外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保
護に関する法律案に対する附帯決議（2016.11.17参議
院法務委員会）には、「国内の人手不足を補う安価な
労働力の確保策として悪用されないよう本法を厳格
に執行すること」と明記されている。

 4  介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医
療施設

 5  介護老人福祉施設96.7％、介護老人保健施設95.6％
（厚生労働省「平成28年介護サービス施設・事業所
調査」）

 6  企業における外国人技能実習生の受け入れに関する
調査（2016.5）

 7  外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保
護に関する法律案に対する附帯決議（2016.11.17参議
院法務委員会）

 8   団体監理型で「優良な実習実施者」の場合。
 9  「介護職種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
管大臣が定める基準等」について（平成29年9月29日
社援発0929第4号・老発0929第2号）

10   第146回（2017.9.6）
11  参議院法務委員会の附帯決議では、対象職種への介

護の追加について、介護がサービス利用者の命や健
康、尊厳にも関わる重要な対人サービスであること
に鑑み、技能実習生の適切な処遇及び利用者の安
全・安心を確保するとともに介護サービスの質を担
保するため、政府及び外国人技能実習機構に対し
様々な対応策を求めている。

12  朝日新聞2018.3.8付朝刊
13  監理団体数、技能実習生数とも2018年3月30日現在

―  24  ―



DIO 2018, 5

春は新しい出会いと別れの季節です。

連合総研の事業年度は10月1日からの1年間なので、一

般的な4月スタートではありませんが、4月1日より連合総

研に新たに2人の研究員に着任頂いています。

一人は日教組から来て頂いている藤川伸治主任研究員で、

もう一人はUAゼンセンから2度目の着任を頂いている中村

善雄主幹研究員です。お二人のご活躍を期待しています。

また、2011年から2017年まで連合総研で副所長など

を務めて頂いた小島茂さんが、連合での再任用を終え連合

総研での兼務も満了されて退任されます。今後、小島さん

には連合総研の客員研究員に就任して頂きます。

さて、連合総研の今年度の事業年度も6か月を経過し、

研究委員会はヒヤリング調査を中心に研究活動を本格化さ

せています。小誌前月号で杉山副所長が報告したように、

連合総研ではヒヤリング調査を伴う研究を行っている研究

委員会が現在、6つあります。

それぞれの研究会を担当している研究員が主査の先生と

相談し、四苦八苦しながらヒヤリング先を開拓し取り組ん

でいます。研究会の委員を委嘱している学識者の先生方と

共に企業や労働組合などに出向いて行う訪問インタビュー

もあれば、当事者の方に研究委員会にお越し頂いてお話を

聞かせて頂くヒヤリングもあります。

先日開催された「コーポレートガバナンスと労働組合の

役割に関する調査研究委員会」では、食品製造業の労働組

合の中央執行委員長にお越し頂き、委員全員で2時間近く

お話を伺いました。企業の屋台骨を揺るがした企業不祥事

に際しての、緊迫した経営協議での労使の生々しいやりと

りや労働組合としての対応などを教えて頂きました。

企業や労働組合を訪問して行う訪問ヒヤリングも連合本

部や産別本部、地方連合会のご協力を得て取り組んでいま

す。サブタイトルの「仕事の現場に神宿る」は連合評価委

員会をまとめて頂いた中坊公平氏の言葉ですが、ヒヤリン

グ調査の中でどこまで真実に迫れるか、相通じるものがあ

ると思います。

訪問ヒヤリングといえば、およそ10年ほど前のことにな

りますが、私自身忘れられない出来事がありました。

電機連合のシンクタンク部門「電機総研」の責任者をし

ていた頃のことです。当時、「製造現場監督者の人材育成に

関する研究会」を立ち上げ、労働経済学の泰斗である小池

和男先生を主査に戴き、何社かの製造現場の監督者を工場

に訪ね、大量観察前のプレヒヤリング調査を行っていまし

た。

小池和男先生といえば、ご存知の通り労働経済学の代表

的な教科書『仕事の経済学』を書かれた大先生で、ヒヤリ

ング調査に携わる者にとっての必読書『聞きとりの作法』

も上梓されていました。小池先生の実地のインタビューに

何度かお供させて頂いたことは得難い経験でしたが、その

小池先生にきついお叱りを頂いたことがあるのです。

ヒヤリングチームを率いて、東京郊外の自動車用電装品

の製造工場を訪問した時のことです。『聞きとりの作法』に

従い、インタビューは応接室ではなく現場監督者の休憩室

で行うことや、1回あたりのインタビュー時間は2時間を基

本に、最低でも1時間は確保することに留意しながら訪問先

と調整していました。小池先生と工場近くの駅で待ち合わ

せて昼食をご一緒し、これから工場に向かうという時に、「先

生、今日は小池先生にお越し頂くというので先方が気を遣

い、インタビューイーを2名準備しているそうです」とお伝

えしたところ、小池先生は「そうですか。それでは私がイ

ンタビューする意味はありませんね」とおっしゃって、なん

とそのままご自宅にお帰りになられてしまいました。完全に

私のミスでした。一人あたりのインタビュー時間が短すぎ

たのです。

小池先生からはその後お赦しを頂き、引き続き企業ヒヤ

リングやアンケート調査の設計のご指導を頂き、報告書を

まとめることができました。今も先生からは刊行図書の恵

贈を頂いています。ありがとうございます。

これからも皆様のご指導とご協力を頂き、いい調査研究

に取り組みたいものです。

研究会はヒヤリング真っ最中 ～仕事の現場に神宿る～

九 段 南 だ よ り

九 段 南 だ よ り

連合総研　専務理事兼事務局長　新谷 信幸
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した主張はデジタルレイバーやRPAそ

してAIは労働者から仕事を奪う敵のよ

うな存在であると考えられることもあ

るが、人間をルーティンワークから解

放し働きがいのある人間にしかできな

い仕事に集中するための手助けをして

くれる部下のような存在になりえると

している。

　第１章では現在デジタルレイバーが

普及し始めている背景としてデジタル

化が一般化したことと併せて、労働市

場と雇用環境の変化、そして労働者の

意識にも変化があることを述べている。

また評価される優秀な人材の定義が変

わってきていることについて説明をし

ている。すなわち求められる人材や優

秀さがIQ(Intelligence Quotient) 知能

指数から、EQ(Emotional Intelligence 

Quotient) 心の知能指数へと変化して

きており、今後は人間にしかできない

ホスピタリティーを発揮できる人材が

さらに必要とされ、人間はデジタルレ

イバーと共存することで、こういった

能力を身につけることに注力する必要

があると述べている。確かに最近はコ

ールセンターへの問い合わせでも自動

応答で完了してしまうことも多いが、

イレギュラーな苦情や緊急性を要する

問い合わせは人間のオペレーターによ

る対応が一般的である。こういったこ

とが人間にしかできない求められるホ

スピタリティーに該当するのであろう。

　第２章、３章ではデジタルレイバー

やRPAの代表的な７つの機能について

説明をすると共に、これまでの情報シ

ステム開発との違いやRPAの長所と短

所、そして実際にビジネスの現場でデ

ジタルレイバーを導入する際の開発手

法および導入後に起こりうる事態とそ

の解決法にについて述べている。特に

３章２節で述べられているデジタルレ

イバー導入に対する７つの「ありがち

な誤解」は実際にRPA導入を考えてい

る場合の参考となると同時に、導入に

対する関係者の意識変革の必要性とそ

の難しさを感じた。

　第５章ではデジタルレイバーの導入

と活用に必要となる人材について述べ

られている。RPAの導入には「ビジネ

ス」「テクノロジー」「HRマネジメント」

の３つのスキルセットが必要となり、

特に「HRマネジメント」では人間が

担うべき仕事とデジタルレイバーが担

う仕事を見極めることに真価が問われ

るようになるとしている。そしてデジ

タルレイバーの導入を牽引する有力な

人材としてデジタルネイティブ世代を

取上げている。

　本書では人間とデジタルレイバーの

根本的で絶対的な違いは、ルール化さ

れたシステムを陵駕する創造性を持っ

ているか否かであると繰り返し述べて

いる。まだデジタルレイバーはそれほ

ど一般的ではないのかもしれないが、

技術進展がさらに進み身近な存在にな

ることも考えられる。人間にしか出来

ない創造的な仕事とは何かをあらため

て考えさせられた１冊である。

今新聞などでも見かける「デジ

タルレイバー（Digital Labor）」

という言葉をご存知だろうか。一般的

には仮想知的労働者と日本語訳され、

ホワイトカラーの定型業務自動化を指

す言葉であり、その中心技術となる

RPA(Robotic Process Automation)

と も 言 い 換 え ら れ る こ と が あ る。

「Labor」と擬人化され呼ばれているの

は、自動化を行う過程でシステムに業

務を覚えさせ、変更や間違いがあれば

再設定(指導)することで業務を拡大し

ていく様があたかもロボット新人を育

成するような印象を与えるからであろ

う。

　本書は全５章から構成されている。

デジタルレイバーやRPAを導入する側

の視点が主となっているが、RPAにつ

いての誤解や長所と短所、そして機能

紹介および導入事例がわかりやすく記

載されておりデジタルレイバーやRPA

についての理解を深める入門書として

は読みやすい１冊である。著者の一貫

戸
塚
　
鐘
　
連
合
総
研
主
任
研
究
員

池邉　竜一　著
日経ＢＰ社
定価1,600円（税別）

『デジタルレイバーが部下になる日』

デジタルレイバーがもたらす変化。
人間にしか出来ない創造的な仕事とは

昨

最近の書棚から
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今月のデータ

　本号では、「外国人技能実習における制度の見直しと今後の課題」

を特集した。その中で、わが国で就労する外国人数が増加の一途を

たどっていることが指摘されている。

　厚生労働省が取りまとめた「外国人雇用状況」（図表１）によると、

日本で働く外国人労働者が、2017年10月末で約128万人に達し、

過去最高を更新した。届出の対象は、事業主に雇用される外国人労

働者（特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く） であり、

前年同期比で194,901人（18.0%）増加している。在留資格別でみ

ると、日本人の配偶者など身分に基づく者（459,132人、前年比

11.1％増、全体の35.9％）、専門的・技術的分野（238,412人、前

年比18.6％増、同18.6％）、留学生（259,604人、前年比23.8％増、

同20.3 ％）、技能実習生（257,788人、前年比22.1 ％増、同

20.2％）となっており、技能実習生と留学生がともに2016年10月

末から２割以上増えている。

　厚生労働省が2016年に技能実習生実施機関に対して行った監督指

導の状況（図表２）によると、5,672件の監督指導のうち70.6％に

あたる4,004件の労働基準関係法令違反があった。主な違反事項は、

（１）労働時間（23.8％）、（２）使用する機械に対して講ずべき措置

などの安全基準（19.3％）、（３）割増賃金の支払（13.6％）の順に

多かった。 

　技能実習法により、法的権限を有する監督機関として「外国人技

能実習機構」が新設されるなど、外国人技能実習制度の「適正な実施」

と「実習生の保護」をはかる法的枠組みは整備された。今後、制度

の「適正な実施」と「実習生の保護」が確実に履行されているかを、

注視していく必要がある。
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出典：厚生労働省「外国人技能実習生の実習実施機関に対する監督指導、送検等の状況」より一部加工

＜注＞��違反事項が２つ以上ある場合は、各々に計上しているので、各違
反事項の件数の合計と違反事業場数とは一致しない。

図表２　外国人技能実習生の実習実施機関に対する監督指導、送検等の状況

出典：�厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（平成29年10月末現在）」
より作成

注１：【����】内は、前年同期比を示している。
注２：�「専門的・技術的分野の在留資格」とは、就労目的で在留が認めら

れるものであり、経営者、技術者、研究者、外国料理の調理士等が
該当する。

注３：�「身分に基づく在留資格」とは、我が国において有する身分又は地
位に基づくものであり、永住者、日系人等が該当する。

注４：�「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する
活動を行うもの。

注５：�「資格外活動」とは、本来の在留目的である活動以外に就労活動を
行うもの（原則週28時間以内）であり、留学生のアルバイト等が該
当する。

注６：�平成22年7月の入管法改正により在留資格「技能実習」を新設。（以
前は「特定活動」）

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 5,672 件の
監督指導を実施し、その 70.6％に当たる 4,004 件で労働基準関係法令
違反が認められた。
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I NFORMATION

D I O
２０１８　

　5月号では、外国人労働者問題につ
いて特集しました。寄稿１にあるよう
に、外国人労働者の問題は、30年も
前から議論されているのに、一向にコ
ンセンサスへの道筋は見えていませ
ん。その理由の一つには、議論をして
いる人達がタイプの異なる外国人労働
者について峻別せずに議論しているこ
とにあるようです。同じ受け入れでも、
定住移民と出稼ぎ労働者、高度人材
と単純労働者で大きく性格が異なりま
す。既にいる外国人労働者へのケアに
ついても、今後の外国人労働者の受け
入れの賛否とは、切り離して議論する
必要があります。
　後藤先生は、本誌6頁で、混同して
議論されがちな外国人労働者問題に
関してその議論を錯綜させないために

「外国人労働問題への視点」を示され
ています。
　この視点のうち、いま日本では「今
後の受け入れに関する政策」につい
ての議論は非常に活発化しているもの
の、「既に日本にいる外国人労働者へ

の政策」は見過ごされがちになってい
るように思います。
　さらなる拡大に向けて矢継ぎ早に政
策が展開され、外国人労働者が急増し
ていますが、外国人労働者を受け入れ
るための窓口を広げるペースに、受け
入れた人々に対する環境整備が追いつ
いているとは思えません。
　社会的インフラについては大多数が
未整備であり、労働、社会保障、医療、
教育等の分野で多くの課題が継続し
ています。自治体が地域住民、NPO、
企業と連携・協働して様々な施策に独
自に取り組みを進めている例もある一
方、日本語教育などの社会統合政策や
生活支援策が立ち後れ、外国にルーツ
を持つ子どもたちの孤立や、地域に溝
が生まれていることも指摘されていま
す。
　外国人労働者問題には多くの課題が
ありますが、「既に日本にいる外国人
労働者への政策」も、急いで議論しな
ければならない重要な課題であると感
じます。　　　　　　　　　　（猫草）
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【4月の主な行事】

 4 月　4 日 所内・研究部門会議

  金属労協（JCM）との政策懇談会

 10 日 連合総研セミナー　　　　　　　　　　 【連合会館 3 階ＡＢ会議室】 

 11 日 中国職工対外交流中心訪日団との意見交換会　 

 16 日 企画会議

　 17 日 交通労働者の労働条件改善と公共交通のあり方に関する研究委員会

　　　　　（主査：戸崎肇・首都大学東京特任教授）　

 18 日 所内・研究部門会議

　 23 日 コーポレートガバナンスと労働組合の役割に関する調査研究委員会

（主査：呉学殊・労働政策研究・研修機構副統括研究員）

　 25 日 連帯と共助にもとづく「分かち合い」社会の具体化に関する研究委員会

（主査：井手英策・慶應義塾大学教授）

 26 日 産業別労働組合の機能・役割の現状と課題に関する調査研究委員会

（主査：中村圭介・法政大学大学院教授）

 27 日 第 35 回勤労者短観記者レク　　　　（厚生労働記者会、三田クラブ）

［職員の異動］
＜着任＞　
中村　善雄（なかむら　よしお）　主幹研究員　
４月１日付着任

〔ご挨拶〕昨年11月に退任の挨拶で、連合総研30周年の節
目の機で刺激的な研究に触れることができたことを感謝し、
その貴重な経験を活かし産別で民主的労働運動の実践に励み
たいとした舌の根も乾かぬうちに、何とも気恥ずかしいので
すが、再度の新任挨拶です。国際社会、政治、経済、企業行動、
社会規範が大きな転換期にあることを認識し、「分かち合い
社会」「市場縮小・社会拡大（組織内外の関係性の再構築）」
という基本ビジョンの導きの灯火を得、労働組合があること、
多様なメンバーを組織し現場の変化のダイナミズムの中で社
会の紐帯としてのアイデンティティーを再形成していく現場
での行動実践の時に入ったと確信していますが、本丸は仲間
にまかせ、今しばらく大きな転換の諸相を観ていく貴重な機
会を与えられたことに感謝し、労働運動に少しでも貢献でき
るよう励んでいきたいと思います。引き続きよろしくお願い
いたします。

藤川　伸治（ふじかわ　しんじ）　主任研究員　
４月１日付着任

〔ご挨拶〕連合総研勤務という機会を頂いたことに心から感
謝申し上げます。学生時代は微生物学の研究者になることを
志望していましたが、縁あって、中学校の理科教員になりま
した。始めの数年は学級崩壊や授業が成立しない「指導力不
足教員」。生徒、保護者、同僚にもずいぶん迷惑をかけました。
6年目の秋、ある社会運動家の方との出会いの中で「藤川さ
ん、教員は理想を伝える仕事。それに誇りを持ってやるべき
だよ」と諭され、そこから少しずつ「先生、授業おもしろか
った」「このクラスでよかった」と生徒から声をかけてもら
えるようになってきました。この度、夢だった「研究」に携
われることになりました。一緒に労働運動をすすめてきた知
人達からは、「藤川さんが研究だなんて想像できないなぁ…」

「じっとして、研究ができるの？」とからかわれています。
ですが私自身は内心、これから働く者とその家族の幸せが実
現できる社会づくりにつながる研究活動に取り組めることに
ワクワクしています。よろしくお願いします。


