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報 告 外国人労働者の受入れのあり方と多文化共生社
会の形成に関する調査研究委員会報告（概要）

はじめに−統計からみる在日外国人

　2020年末現在の在留外国人数は、2,887,116人で，
総人口の約２％となっている。国籍別内訳は、中国、

ベトナム、韓国、フィリピン、ブラジルの順に多く、こ
の５ヵ国で全体のほぼ半数を占める。また、在留資格
別内訳は、永住者、技能実習、特別永住者、技術・
人文知識・国際業務、留学の順に多く、この５つの資

　本報告書は、外国人労働者の適正な受入れと、
地域における多文化共生社会の形成という、二つ
の視点で構成されている。
　第１部「外国人労働者の受入れに関する課題」
では、「外国人労働者をめぐる法政策上の課題」
が外国人労働者の受入れの現状と課題を法政策の
観点から概観した上で、個別課題について提言を
行っている。「技能実習制度、特定技能の課題」
では、労働市場テストの導入や外国人雇用法の立
法。「専門的・技術的分野の人材受入れと留学生」
では、留学斡旋業者の適切化と日本語教育への支
援。「技能実習生の離職と公的機関の対応」では、
技能実習制度の転職などの緩和と公的保護の機
能強化。「日本の労働市場と外国人労働者」では、
労働市場の質も考慮した受入れの検討、など提言
を行っている。
　第２部「多文化共生社会の形成に関する現状と
課題」では、「外国人受入れの歴史と多文化共生
社会の形成」が外国人受入れの歴史と多文化共生
社会の形成に関する現状と課題を概観し、情報の

多言語化や多文化共生社会の基本法の制定を提言
している。その上で、「日本語教育の現状と課題」
では、やさしい日本語教室や外国人のための言
語教育プログラムの実施。「学校教育の現状と課
題」では、外国人の子どもの「義務教育」や学校
教科の日本語科の設置。「外国人の医療に関する
現状と課題」では、医療機関における医療通訳ア
クセスの仕組みと通訳人材の育成。「多文化共生
社会における留学生の役割」では、留学生の就職
などの促進などに向けた自治体や関係団体の協力
体制。「人権保障と共生社会」では、差別禁止法
の制定・人権条例の制定などについて提言してい
る。
　なお、各章毎に、執筆者から政策提言がされて
いる。
　全文については、連合総研ホームページ

（https://www.rengo-soken.or.jp/work/ 
「外国人労働者〜調査研究報告書」.pdf）に掲載。

（文責：連合総研事務局）

表１　在留資格別外国人労働者の割合

出所： 図５〜７「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ（令和２年10月末現在）」（厚生労働省、2021年１月）。
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格で全体の７割を超える。一方、2020年10月末現在
の外国人労働者数は1,724,328人である（表1）。

第１部　 外国人労働者の受入れに関
する課題

第１章　 外国人労働者をめぐる法政策上の
課題

　外国人労働者の受入れをめぐり、入管法政策の観
点からみると、日系人については1989年の入管法改正
により製造現場で働く人が増大したが、低賃金・不安
定雇用や子供の就学が問題となった。また高度専門
職についても、たびたびの基準の引き下げにより、実
態としては、国内労働者と競合しかねないレベルとなっ
ている状況にあることを指摘した。また、労働法政策
の観点からは、労働法による法的取り扱いについて、

「国籍を理由とする差別と労基法３条の適用の課題」、
「不法就労者の労災事件をめぐる損害賠償額の認定」
の判例について分析した。

提　言
１．外国人労働者の受入れ拡大にあたり、中間・

低技能者の受入れなど国内労働市場にとくに影
響を及ぼすものについては、国内労働者の失業
や労働条件の低下を招くことを防ぐため、諸外国
の経験や日本の状況を踏まえた労働市場テストを
設計・実施する。

２．外国人労働者の平等取扱いを具体化し労働条
件などの権利や地位の保護を図る外国人雇用法
を立法する。

３．外国人の労働に関わる事項につき、厚生労働
省が中心となって、エビデンスに基づいた一貫性
と実効性のある政策の立案と実施を図る。

第２章　技能実習制度、特定技能制度の課題

　技能実習制度は、団体監理型受入れにおいて、し
ばしば労働法令違反などの不正行為の問題が指摘さ
れてきたことから、2016年に「技能実習法」が成立した。
しかし、第3号技能実習移行での転職の課題や、不当
労働行為が顕在しており、監理団体の労働組合脱退
勧奨、受入れ企業の団交拒否の問題等について分析

した。
　特定技能制度については、実態として単純労働者の
受入れ政策であり、移民の受入れ政策への大きな転
換であるとし、国内労働市場への影響も指摘している。
更に、労働法政策の側面からは、その不十分性を指
摘し、「外国人雇用法」の立法や職業紹介事業に対す
る国による関与の必要性について指摘した。

提　言
１．技能実習制度を技能実習法に基づき適正に運

営し、よりいっそうの技能実習生の権利保護を図
る。

２．特定技能制度につき、受入れ企業等の規模別
の人数枠をすべての特定分野ごとに設定し、国内
労働者の雇用を排除しない工夫を強化する。 

３．特定技能制度につき、継続的なキャリア形成支
援を行うため厚生労働省のジョブ・カード等を活
用したうえで、特定技能外国人ごとの受入れ計画
を策定する制度改正を行う。

４．特定技能制度の特定技能雇用契約が入管法令
の基準に適合し、かつ、それが遵守されている
かにつき、厚生労働大臣に関与させる。

第３章　 専門的・技術的分野の人材受入れ
と留学生

　2019年に外国人留学生は31万人に達したが、日本
語教育機関と専門学校で学ぶアジアの非漢字圏出身
者が大きく増加した。しかし、留学斡旋業者の中には、
アルバイトを前提に学習意欲が不十分な者を送り出す
者もおり、留学生の募集・選抜体制を整備する必要が
ある。また、非漢字圏出身者の多くは、アルバイトに
より留学費用を賄う不安定な生活を送っており、日本
語が十分に身につかず、希望の進学や就職ができない
者も多い。留学生は、日本の専門的・技術的分野の
人材の重要なリソースであり、適切な人材が選抜され、
十分な教育を受け、就職できるように支援し、制度を
整備することが必要である。

提　言
１．国は、留学斡旋業者の選別・訓練など、海外

における留学生の募集・選抜体制を整備する。
２．国は、留学生の日本語教育が適正に行われるよ

う、日本語教育機関に対する支援と監督を強化

外国人労働者の受入れのあり方と多文化共生社会の形成に関する調査研究委員会報告（概要）
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するとともに、日本語教育機関在学中の学生に対
する支援を拡充する。

３．国や自治体は、優秀で意欲の高い留学生に対
しては、そのような留学生を将来受け入れたいと
考える企業等からの奨学金を、公的チャネルを通
して支給する仕組みを検討する。

第４章　 技能実習生の離職と公的機関の対応

　技能実習制度は、失踪する技能実習生の数の多さ
が問題視され、その数を減少させる方策が議論される
ことが多い。失踪に追い込まれる背景には、来日費用
を捻出するために負った莫大な借金や、転職・転籍を
原則として許さない外国人技能実習制度の建てつけ、
そして、技能実習生がそのようなくびきを負っているこ
とに乗じた実習実施機関（受入れ企業など）における
違法行為やハラスメント行為が要因として存在する。
　また、技能実習生が失踪に追い込まれる前に介入し、
支援・救済する役割を担うべき各関係公的機関につい
ても、縦割り行政の弊害、マンパワーや予算の問題に
より、具体的な現状に対する理解ないし想像力の不足
が問題であることを指摘した。

提　言
１．国は、外国人技能実習生の転籍・転職にかか

る制限を緩和する。
２．国は、外国人労働者の送り出しから受入れに至

る過程、および受入れ後の外国人労働者の保護
を、行政主体のものに変更する。

３．国は、外国人労働者を保護するための、十分
な予算と権限、人員と知識を有する公的機関を設
置する。

第５章　 日本の労働市場と外国人労働者 
−外国人の賃金率、雇用企業の生産性

　2019年度の「賃金構造基本統計調査」を再集計し、
日本の労働市場内での外国人労働者や雇用事業所の
位置を横断的に整理した。まず、各外国人グループの
賃金率の高低や分布の重なりの程度を産業別・技能レ
ベル別に確認した（表2）。これらを分析した結果、日
本の外国人労働市場は、高技能外国人と非高技能外
国人の間に分断があることを示している。また、その
労働市場は固定的であり、例えば、技能実習生は制
度によって労働市場の競争から隔離され、彼らの賃金
に裁定メカニズムが働かないことで説明できる。技能
実習生と正社員のキャリアラダーに連続性はなく、経
年的なキャッチアップも困難と思われる。

提　言
１．国は、すべての外国人労働者が高技能人材に

成長するという希望的観測を前提とせず、高技能
外国人と非高技能外国人の労働市場の分断を認
識した上で政策を立案する。

２．非高技能外国人を雇用する事業所では、外国
人と日本人の賃金がともに低い。国は、人手不足
の解消という観点からだけではなく、日本人労働
者の処遇との関係や目指すべき労働市場の質も

表２　雇用形態・技能別賃金率（産業別）

（賃金率注）

注：�賃金率は、所定内給与額と超過労働給与額の合計に特別給与額の�1/12�を足し、所定内実労働時間数と超過実
労働時間数の合計で割った値として定義する。
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考慮して、外国人労働者の受入れ方針を検討する。

第６章　 諸外国における外国人労働者受入
れ制度

　外国人労働者（特に低～中熟練）に関わり、諸外国
における①外国人労働者受入れ調整のため制度、②
長期の在留を見据えた外国人労働者の能力開発・技
能形成の２点の観点から検討した。その結果、①低
熟練の外国人労働者の受入れを行う前に、事業所別
の労働市場テストを行うことや、受入れ人数・規模を
設定し、受入れを調整する事例があることがわかった。
②については、人口減少による人手不足に直面する先
進諸国では、その対処方法として中熟練程度へ能力
開発・技能形成が進んだ外国人労働者の受入れ・定
着促進のための制度設計を近年進めていることが明ら
かとなっている。

提　言
１．国は、外国人技能実習制度・特定技能制度に

ついて、国内労働市場を守りながら外国人労働者
を受け入れる各種制度（労働市場テスト、年度別
業種別受入れ規模設定、総量規制、雇用負担金
等）の導入の可能性について検討を行う。

２．国は、日本人と外国人間で所得、労働時間、
雇用率・失業率、雇用形態等の雇用指標が比較
可能な統計基盤を整備し、毎年公表する。また、
特定技能の分野追加や上限人数設定の根拠とな
る労働需給に関する統計基盤を整備する。

３．国は、特定技能２号への移行ルートとして、「ポ
イント制ルート」を導入する。能力の高い人材に
は特定技能１号在留上限の５年を待たず特定技能
２号への移行を認め、家族呼び寄せ等も可能と
し、より安定して日本での就労・生活ができるよ
うにする。

第２部　 多文化共生社会の形成に関
する現状と課題

第１章　 外国人受入れの歴史と多文化共生
社会の形成

　1950年代からの外国人受入れの歴史について概観
したのち、国と地方自治体の取り組みの課題について

検討した。まず、国については、情報提供や相談の多
言語対応と日本語教育、やさしい日本語の普及、通訳
体制の整備、住居の確保、外国人に対するヘイトスピ
ーチの解消などが必要である。
　地方自治体については、外国人相談窓口の充実は
進みつつあるが、相談員が非正規雇用のため、スキル
やノウハウの継承に課題がある。また、地方自治体内
部の関係部署、社会福祉協議会などの福祉関係機関、
ハローワーク等や企業との連携の重要性が高くなって
いる。住まいについては、外国人住民の住居が特定
の地域に集中していないか、住民間の交流は図られて
いるか、検証する必要があることなどを指摘した。他
に、政策づくりへの外国人の参加、外国人の定住化
が進む中、高齢化に向けた対応も課題である。
　なお、財源の問題について、相談体制の充実や学
校教育における通訳や支援員の人件費などは、国から
の補助では足りず、自治体の独自財源で対応している。
今後、全国に外国人住民が増えていく中、国によるさ
らなる財政支援の仕組みが必要となる。

提　言
１．国は、国と自治体における情報の多言語化の推

進に関するガイドラインを策定する。
２．国は、出入国在留管理庁の在留支援課を拡充

するとともに、同庁と総務省及び自治体国際化協
会の連携を図り、自治体支援を強化する。

３．国は、多文化共生社会の形成を推進する基本
法を制定する。

第２章　 多文化共生社会における日本語教
育の現状と課題

　就労に関する日本語研修は多いとは言えない中にあ
っては、国・地方自治体・事業主が様々な職種の外国
人労働者を対象とした日本語の研修の開発・実施を進
めていくことは重要な課題である。その際、職種によ
るコミュニケーションの違いなどにも配慮していくこと
も必要である。また、国・地方自治体・事業者が日本
人社員への「やさしい日本語」の研修を進めていくこ
とも重要となっている。さらに、日本語教師養成にお
ける異文化間能力、異文化コミュニケーションの分野
の充実の必要性も挙げられる。なお、国の財政負担
による定住外国人のための言語教育プログラムの実施
に向け、すでにドイツやフランス、韓国等で国が移民
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に対して行っている言語教育プログラムは、日本でも
参考になる可能性がある。

提　言
１．国・地方自治体・事業主は、外国人労働者の日

本語研修や、日本人社員の「やさしい日本語」の
研修を進める。

２．国は、多文化共生社会における日本語教師の
役割を踏まえ、日本語教師の養成内容において、
異文化間能力、異文化コミュニケーションの分野
の内容をより充実させる。

３．国は、諸外国のように国の財政負担による定住
外国人のための言語教育プログラムの実施につい
て検討する。

第３章　 多文化共生に向けた外国人の子ど
もの教育の現状と課題

　文科省の外国人の子どもの実態調査結果によると、
不就学の可能性のある子どもは約２万２千人と推定さ
れた。また、高校段階での外国籍の生徒の増加がみ
られるが、中退率が高く、大学等への進学率や就職
率も低い。これは、外国人には就学義務がないことか
ら、「就学義務がないから積極的に学校では受け入れ
ない」などの実態もみられる。一方で、地域の支援組
織や団体の役割も大きくなっている。
　このことから、すべての外国人の子どもに対して「教
育義務」への転換が必要で、同時に、外国人学校、
インターナショナル・スクールへの就学の課題の解決
も必要である。また、学校の教科として「日本語科」
の創設や、高校・高等教育の入試における特別な配慮、
就職に結びつくための支援が必要である。

提　言
１．国はすべての外国人の子どもが教育を受けられ

るようにするための「教育義務」という制度改革
について検討すること。

２．国は学校教育の教科に「日本語科」の設置に
ついて検討し、あわせて中学・高等学校の教職
員免許状に「日本語科」を加えることを検討する
こと。

３．国、地方自治体は、すべての子どもを対象にし
たダイバーシティ教育が全ての学校で実践できる
ような教師研修と教材開発を進めること。

第４章　 外国人の医療に関する現状と課題 
−医療通訳を中心として

　言葉などによる外国人労働者の医療アクセスの壁を
低くするのが、医療通訳であるが、ごく一部の地域な
どの取り組みに限定されている。このことから、①医
療上の言語コミュニケーションは医療を提供する側の
責任であること、②医療通訳は適切な医療を提供する
観点から医療機関の権利も守るものであり、その体制
整備が求められている。

提　言
１．国、地方自治体は、全ての在住外国人が当た

り前に医療を受けられるように、「医療機関にお
ける外国人患者受け入れ環境整備事業」を大幅
拡充し、どこの医療機関でも医療通訳にアクセス
できる仕組みづくりを進める。

２．国（厚生労働省）は、外国人患者が無料で利
用できる希少言語医療通訳センターを設置し、電
話などの手段を使って全国津々浦々で対応できる
ようにする。

３．国（厚生労働省）は、医療通訳利用者を対象に、
対面通訳でなくては難しいもの、遠隔通訳でも対
応できるもの、通訳翻訳アプリでも問題ないもの
などを整理分類したガイドラインを策定する。

４．地方自治体は、地域の医療通訳派遣システムを
拡充し、医療通訳システムを担う人材を育成する。

５．民間会社や団体は、提供する遠隔通訳サービ
スの質の確保と通訳翻訳アプリの精度の向上につ
とめる。

第５章　 多文化共生社会における留学生の
役割

　都道府県別の留学生の受入れと就職の状況を確認
した上で、自治体と大学が連携して留学生の誘致・定
着を図る取組みを概観し、その中で最も早くから取組
みを行ってきた大分県の事例の分析を通じて、留学生
が地域の活性化やグローバル化に果たす役割と地域
における変化を考察した。
　留学生の受入れ・定着を通じた多文化共生を進める
ためには、地方自治体、大学・学校、企業等が協力し
て、留学生が地域住民や企業等の関係者と交流する
機会を増やし、就職や起業を支援する体制を整える
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必要がある。また、留学生など地方で就職・起業する
外国人に対して、出入国在留管理上の優遇措置を検
討するべきだと考えられる。留学生は日本語や日本文
化を理解する者が多く、日本人と他の外国人の橋渡し
役としての役割も期待することができる。

提　言
１．地方自治体は、留学生の地域理解や就職・起

業を促進するため、コンソーシアムの形成など、
自治体、大学・学校、企業等が相互に協力する
体制を整備する。

２．国は、留学生など外国人材の地方における就職・
起業を促進するため、自治体による保証がある
場合には、技術・人文知識・国際業務、経営・
管理などの在留資格の申請、永住許可の申請にお
いて、審査要件の緩和などの出入国在留管理上
の優遇措置を講じる。

第６章　 人権保障と共生社会づくり

　多文化共生に関する人権指標のバロメーターとして、
国の移民統合政策指数と自治体のインターカルチュラ
ル・シティ指数を検討した。そのうえで、共生社会づ
くりに必要な意識啓発と交流の促進、差別解消、人

材育成について、国内外の先進事例を参照した。
　共生社会づくりには、外国人住民の社会参画が重
要であり、審議会等への外国人住民の参加を促進し、
地方公共団体の施策に外国人住民の意見を広く反映さ
せる仕組みを構築する必要がある。具体的には、外国
人住民の地域社会（自治会、商店街、ＰＴＡ等）への
参画促進である。なお、外国人住民の中には、様々
な形で地域社会の構成員として活躍し、地元社会に
貢献している人々もおり、そのような活動を評価し、
周知することにより、地域社会の理解を深めることが
できる。
　加えて、外国人住民の地方公務員への任用など、各
自治体の多文化共生推進プランにおいて、公務員や審
議会委員における外国人（および外国生まれの）住民
の割合のデータなども載せながら参画状況を把握する
視点が望まれる。多様性を地域社会の豊かさにつな
げる多文化共生政策の推進が求められている。

提　言
１．国は、差別禁止法ないし人権委員会設置法を

制定する。 
２．自治体は、差別禁止条例ないし人権条例を制

定する。
３．国と自治体は、外国人住民の社会参画の割合

を示すデータを収集する。
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