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企業と雇用システム

外国人労働者問題を考える

高田好章

第１０回

２０１９年６月１３日



◎今回のテーマ
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・グローバル化といわれる中で
外国人労働者・移民の問題を考えます。

・外国人技能実習生制度が大幅に修正拡大されま
した。国際的にも、ヨーロッパやアメリカに見るよう
に、労働力としての移民に関する報道が日々され
ていて、これは日本でも例外ではありません。

・これまでの外国人労働者の政策と問題点と今日
の論点を考えます。

・特に問題が多い技能実習生制度、また新たに制
度が作られた「特定技能」制度をより詳しく考察し
ます。
・また、移民について考えます。

外国人労働者問題を考える
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世界の
移民労働者

○外国人労働者とは

2018-12-06 日経新聞
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各国の
外国人受け入れ

○外国人労働者

2018-11-11 日経新聞
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外国人労働者とこれまでの政策
「専門的・技術的」労働者は積極的に受け入れ、非熟練労働者は受け入れ
ない 家族形成による定住化は容認

• 戦前・戦中から旧植民地出身者が暮らす、戦後も家族・親族のつながり
等で来日

• 1980年頃～ 新しい形での日本への移動の増加

• 1990年 入管法改定：「日系人」（三世まで）に対し活動の制限のない在
留資格を認める、在留資格制度の整備

• 1993年 外国人研修・技能実習制度開始

• 2008年 経済連携協定（EPA）による外国人看護師・介護士候補者受け
入れ開始

• 2008年 リーマンショックによる大量解雇・派遣切り
→「日系人」への帰国支援事業

• 2010年 技能実習制度の改定：研修と技能実習の分離

• 2014年～ 「例外」的な受け入れの拡大（「外国人材の活用」）

• 2017年 技能実習制度の拡大、技能実習法施行

• 2018年 入管法改定：外国人労働者の受け入れ拡大

8早崎直美（ＲＩＮＫ）資料2019-04-27より
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・外国人労働者数:１，２７８．８万人



２０１４年以降の動き

• 日本再興戦略（改訂2014）「外国人材の活用」

高度人材の活用

技能実習制度の拡大と見直し（技能実習法成立）

建設・造船分野における外国人材の活用（国交省所管）＊

外国人家事支援人材の受け入れ（国家戦略特区）

介護分野の国家資格を取得した外国人留学生の活躍支援（在
留資格「介護」）

製造業における海外子会社等従業員の国内受け入れ（経産省
所管）

農業支援外国人受け入れ事業（国家戦略特区）＊

＊「特定技能」による受け入れに移行

• 日系四世の更なる受け入れ制度（2018年7月施行）

• 在留資格「特定技能」による新たな外国人労働者受け入れ（2019
年4月）

• 外国人留学生が日本で就職できる職種等の緩和を検討中

10早崎直美（ＲＩＮＫ）資料2019-04-27より



新たな在留資格「特定技能」

最長5年 最長5年 在留期間更新可

技能実習 特定技能1号 特定技能2号
3年以上の経験 一定の知識・経験 熟練した技能を
（試験免除） を有する業務 有する業務
家族帯同不可 族帯同不可 家族の帯同可

（在留期間 1年、 （在留期間 3年、
技能と日本語の 6ヶ月、4ヶ月） 1年、6ヶ月）
試験に合格

介護 農業 漁業 ビルクリーニング 造船・舶用工業
受入対象 外食 飲食料品製造 素形材産業 建設業

14業種 産業機械製造 電気・電子情報関連産業 「2号」の
航空 宿泊 自動車整備 受け入れは

２０２１年度より実施
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技
能
の
試
験
に
合
格

早崎直美（ＲＩＮＫ）資料2019-04-27より
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・外国人労働者
の数

○日本における外国人労働者の概観

2019-01-26 日経新聞
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・外国人は低賃金の職種に
○日本における外国人労働者の概観

2018-12-26 朝日新聞



14

・外国人は

低賃金の職種
に

○日本における外国人労働者の概観

2018-12-26 朝日新聞
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今週のビデオ
１）

「“日系南米人”の団地物語」より、
「日系人の派遣労働者」

ＥＴＶ特集
２０１６年１１月１９日 ＮＨＫ教育

約４分
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技能実習生をめぐる問題構造

技能実習生

多額の債務
（手数料、保証金、
違約金等）

低賃金
賃金不払い

私生活上の制約

転職の自由
なし

強制帰国

旅券・在留カード
取上げ

暴言、暴行、
セクハラ等

劣悪な宿舎
不当に高い
寮費

・水光熱費

17早崎直美（ＲＩＮＫ）資料2019-04-27より
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○技能実習生制度とその問題・実態

2019-03-23 朝日新聞
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○技能実習生制度とその問題・実態

2019-03-23 朝日新聞
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○技能実習生制度とその問題・実態

2019-04-18 日経新聞
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○技能実習生制度とその問題・実態

2018-11-9 朝日新聞
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○技能実習生制度とその問題・実態

2018-11-18日経新聞
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○技能実習生制度とその問題・実態

2018-11-18日経新聞
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○技能実習生制度とその問題・実態

2019-03-23 朝日新聞

・送り出し国で
１００万円前後の
手数料・講習費

・日本の管理団体に
企業が監理費
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○技能実習生制度とその問題・実態
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○技能実習生制度とその問題・実態

2018-12-05 朝日新聞
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○技能実習生制度とその問題・実態

2019-06-04 朝日新聞
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○技能実習生制度とその問題・実態

2019-06-05 朝日新聞
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○技能実習生制度とその問題・実態

2019-06-08 朝日新聞
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○技能実習生の死亡

2018-12-14 朝日新聞
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○技能実習生の問題・実態

2019-02-25 朝日新聞夕刊
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○技能実習生の問題・実態

2019-03-30 朝日新聞
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○技能実習生制度とその問題・実態

2019-01-26 朝日新聞
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○技能実習生制度とその問題・実態

2019-01-26 朝日新聞
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○技能実習生制度とその問題・実態

2019-03-05 朝日新聞
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○技能実習生制度とその問題・実態

2019-01-24 朝日新聞
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○技能実習生制度とその問題・実態

2018-12-27 日経新聞夕刊



402019-02-25 朝日新聞

○留学生の問題
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○留学生の問題

2019-03-18朝日新聞
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○留学生の問題

2019-03-18朝日新聞
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○留学生の問題

2019-03-18朝日新聞



442019-06-11日経新聞夕刊
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・外国人労組が支援活動○労組支援活動

2019-03-25 朝日新聞
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今週のビデオ
２）

「改正出入国管理法がスタート
人手不足解消なるか
相次ぐ外国人労働者の解雇・失踪
ベトナムから来た人たちが直面する問題」

国際報道２０１９
２０１９年４月２６日 ＮＨＫＢＳ１

約７分
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○改正入管法成立へ ２０１８年１１月

2018-11-02 日経新聞
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○改正入管法成立へ ２０１８年１２月

2018-12-08 朝日新聞
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○改正入管法成立へ ２０１８年１２月８日

2018-12-08 朝日新聞夕刊



502018-12-11 日経新聞
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○「特定技能」制度とは

2018-12-11 日経新聞
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○「特定技能」制度とは

2019-04-01 日経新聞
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○「特定技能」の１４業種 2019-04-01 日経新聞
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○「特定技能」制度の問題点

2018-12-4 朝日新聞
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○「特定技能」
運用ルール

2019-03-15 日経新聞夕刊



56

○「特定技能」 健康保険制度を限定へ

2019-02-15 朝日新聞夕刊
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○特定技能 試験始まる 2019-04-02 日経新聞
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○特定技能 試験始まる

2019-04-02日経新聞
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○特定技能 試験始まる

2019-04-15 日経新聞夕刊
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○特定技能 試験始まる

2019-04-15 日経新聞夕刊
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○特定技能 試験始まる

2019-04-26  朝日新聞
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○介護での外国人労働者

2019-03-12 日経新聞
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○特定技能 試験始まる

2019-03-30  朝日新聞



64

○特定技能 第１号

2019-06-08  朝日新聞
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○特定技能労働者 獲得へ先手

2019-06-04  日経新聞



66

○「特定技能」へ人材ビジネス

2019-06-08  朝日新聞
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○
送
り
出
し
国
は

2019-04-14 
朝日新聞

ｃ

ｃ

ｃ

ｃ
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○人手不足と外国人労働者

2019-04-17 日経新聞
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○建設業界 不正防止 外国人労働者

2019-03-30 日経新聞
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2018-11-27  朝日新聞
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○自治体・地域と外国人労働者

2019-04-01  朝日新聞
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○自治体・地域と外国人労働者

2018-012-08 日経新聞
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○自治体・地域と外国人労働者

2018-012-08 日経新聞
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○自治体・地域と外国人労働者

2019-04-01  朝日新聞
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○自治体・地域と外国人労働者 2019-03-21  日経新聞
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○自治体・地域と外国人労働者 2019-05-04  朝日新聞

ｃ
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○本音の外国人労働者受入
原発へ：一番危険なところへ

2019-04-18 朝日新聞

ｃ
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○ドイツでの外国人労働者の受け入れ

2018-12-20 日経新聞

ｃ
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○ドイツでの外国人労働者の受け入れ 介護

2019-04-21  朝日新聞

ｃ
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○戦後のガストアルバイターとその後

・第二次大戦後、西ドイツで労働力不足で、
１９６０年代トルコから、多くの労働者を導入した

・一時的な措置であったが、トルコからの労働者は
帰国せず、そのまま定住するとことなった

・その結果、現在ドイツには、多くのトルコ人が住ん
でいる

○ドイツでの外国人労働者の歴史
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・ハワイ、アメリカ本土：カリフォルニア州
※ ： 和歌山・御坊に、アメリカ村

・南米：ブラジル・アルゼンチン等：
※石川達三『蒼氓』１９３５年：
戦後も：
その後、日系人の労働者として来日

・戦時中：満州へ： 満蒙開拓団
※朝鮮半島から日本へ 労働者：徴用工

○日本からの戦前の海外移民
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・イランから多くの外国人労働者
○戦後：外国人労働者の受け入れ



83

日系ブラジル人など南米から
製造業への導入と その後、不況で帰国

○戦後：外国人労働者の受け入れ
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日経産業新聞編『ぼくと会社と“にっぽん再生”』より

日系人労働者

特に
電機産業と自動車製造
に日系人が、
請負労働者として
働いている

写真：
ソニーＥＭＣＳ工場
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日系人急増が地域社会にも影響：
美濃加茂市：
ソニーＥＭＣＳ美濃加茂テック
「日系人は日本人より身軽。
何カ月か別の町へ行き
また戻ってくる、
という働き方をいやがらない」
わずか数年で人口の一割弱を
外国人が占める「国際都市」
になった。
「多くの小中学校で、
日系人の子供たちが、
言葉もわからないまま
授業を受けている」

日系人労働者

日経産業新聞編『ぼくと会社と“にっぽん再生”』より
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・移民の国アメリカ：
各国・各地域から、様々な人種が来る

・ドイツ移民：
※ブレーメンの音楽隊
ブレーマーハーフェンの港から
アメリカに移民する人々が童話の素材

○アメリカの移民問題
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◇移民
・旧移民：

アイリッシュ：アイルランド人、ドイツ人、
カナダ出身

・黒人：アフリカから奴隷：中南米から

・新移民：
ポーランド人、リトアニア人、
スロバキア人、ハンガリー人

○アメリカの移民問題
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◇移民

・アジア系が多くなる

・南米系も 南米からの移民排除：トランプの登場

◇移民社会とは：
新しい移民が
底辺労働者として常にもぐりこんで、
先行移民はそれで上昇していく

○アメリカの移民問題
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・「労働力」は、
恋愛もするし、結婚も、出産もする。
人間は製品ではない（新聞記事より）。

・仕事をする人は、人間としてそこで生活をする
仕事だけをする人は、誰もいない

・働くだけの人はいない

・生活をするために働く ？
・働くために生活する ？

○外国人労働者（外国人労働力）とは何か？
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○日本人とは、誰か

2019-06-03 朝日新聞

・三千年前（？）に、
縄文人の島に
弥生人がやってきた

「移民」
・やがて、様々なヒトが
混血して
「ニホンジン」
と呼ばれる人たちが
すむ島になっていった

・ヒトのＤＮＡ
９９．９％は同じ
０．１％が違うだけ

２０歳サニブラウン
９秒９７の日本新 男子１００Ｍ
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本日はここまでです
ありがとうございました


