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巻 頭 の ご 挨 拶   

関西グループリーダー 大石 哲夫  

 

平成３１年２月も後半に入りましたが、今年も厳しい寒さが続き、異常気象を感じさせ

る昨今であります。 

今回のコストの窓の小特集のテーマは「改正入管法」に決まりました。このテーマは、

本年１月度の例会で、数多くのテーマの中から、出席者の多数決で決定しました。 

 改正入管法は、主として外国人労働者の受け入れに関する基本を定めるものであります

が、我々日本人の今後の働き方にも、大きく影響するものであります。会員の皆様の幅広

いご意見を戴けるものと期待しております。 
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小特特集集：：  改改正正入入管管法法  

入管法改定 

荒木 清士  

 

入管法が改定され、本年 4 月から実施される事となった。現行の「技能実習制度」その

ものもうまく機能していない中での拙速改定である。 

労働力不足に悩む我が国は、技能実習生と留学生という裏ルートを使って、年間 20 万人

ペースで外国人労働者を増やしてきた。2018 年 10 月の時点で、外国人は、1,463,000 人

である。(中国人..389,000 人、ベトナム人..317,000 人、フイリッピン人..164,000 人等） 

国会でも問題となった、技能実習生の失踪者は、2017 年の時点で、総数：7,089 人中

ベトナム人.. 3,751 人、中国人.. 1,594 人で、ベトナム人で刑法犯検挙された者は、398 人

という状態である。又、2018 年度の不法就労者で強制送還された者は、9,134 人にも上る。 

 改定案では、ともかく外国人の受け入れを拡大し、14 業種の外国人労働者 (技能実習

生）に資格を取得させる事で、在留期間を延ばす事を目的としている。 

政府としては、 

＊改定のメリットとして： 

1. 労働人口減少を補填できる。 

（少子高齢化による労働人口減少対策） 

2. 地方での人材不足を補える。 

都市部の人口増に対し、地方での高齢化が進み、介護分野での人手不足が深刻である。 

3. 人手不足による倒産の増加を防げる。 

特に、建設業、サービス業、製造業に於いて。 

 等を挙げているが、 

＊実際に予想されるデメリットとしては、： 

1. 雇用環境の悪化につながる。 

雇用体制の不備（低賃金、長時間労働等）によるストの発生。 

2. 日本人の雇用機会を奪う。 

3. 国内の治安の悪化。 

4. 社会保障費の増大。 

特に、国民皆保険制度（国保）が逼迫し破綻する恐れがある。 

又、外国人生活保護者の増加も見込まれる。   

＊欧州の現状： 

移民が増えた結果、言語の壁と、最安値でこき使われる劣悪な労働環境により、 

仕事を放棄し、生活保護に流れる移民が増え、社会保障費の増大を招いている。 

例： スウｴ―デン..社会保障費が爆発的に増大し、国民の年金支給年齢が引上げられた。 

(61 歳から 64 歳へ)  
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ノールウｴー..失業保険や生活保護の半分以上を移民が占めている。 

治安も悪化、犯罪率も UP した事から移民排斥、右翼政治の台頭を招いている。 

 

 

改正入管法 

奈良橋 辰郎  

 

先般の国会で改正入管法の法案が可決した。12 月 8 日版日本経済新聞によると、要は「深

刻な人手不足に対応するため、2 つの在留資格を新設し外国人労働者の受け入れを拡大す

る。従来、認めてこなかった単純労働分野への受け入れに道を開き、日本の外国人労働者

政策の転換となる。」とある。深刻な人手不足の根本的原因である日本の少子高齢化にも触

れず、あまりにも拙速であったように考える。更に問題として、①日本人自身が少子高齢

化の実情を理解していないまま決まったことや、②この改正案の論点で労働力がなぜ必要

かよりこの改正案の結果どうなるかが主であったこと（むしろ今後はＡＩ等技術革新によ

り、多くの仕事が減ってくる筈なのだが・・）、③そして法を改正する為のデーターが不足

していると思われることである。因みに 2017 年現在、日本の外国人労働者数は 127 万人

で総労働力に占める割合は 2％だそうである。これを諸外国と比較する為、ネットで「外

国人労働者比率」「国際比較」で調べても 14 年前～19 年前の資料しか出てこない。 

翻って、日本の労働状況を見てみると 工事の作業者では「20 連勤」で月に 4～5 日の

休みが取れれば良い方、それも企業やスーパーが休業中の夜中などに働くので、24 時間労

働が常態化している一方、給与水準は低く、残業代は不明朗、寸志程度のボーナスも有っ

たり無かったりである。労働基準監督署も決して中小企業には手を出さない。また、先日

こんなことがあった。小生、退職後にアルバイトをしようと思い、人材派遣会社の登録会

に行ったところ、スマホを使いながら派遣会社のサーバーとやり取りをする。説明はスピ

ードが速く、普段パソコン中心の小生はとてもついていけない。今の若い人はスマホや

iPad が主なツールで、パソコンが不得手なせいでしょうか。最後に登録内容を担当者にス

マホから送信して面談だが、こういったことをそつなくこなす若い人達が最終面談では年

収を聞かれて「二人家庭で母と合わせても年収 200 万はありません。」とぼそぼそ話をして

いるのが聞こえた。 

結局、こんな状態で外国人労働者を受入れ、日本人労働者と競争させるのが良いとは決

して思えない。まずその前に人手不足ならすることがあると考える。更なる自動化・無人

化や日本郵政の土曜日配達廃止は当然として、例えばスーパーやファーストフード店では

週 1 日休業の義務付け、建設業工期基準の見直し、まずこういった対策を実施し、少子高

齢化の痛みを日本全体が少しでも受け止めた上での入管法の改正が必要だったと考える。 

どうも今後の展望が開けない今、2 月 4 日付け日経新聞論説では危惧していたが、「普通の

日本人を第一に考える今の既成政党にはないヨーロッパ型極右政党の台頭」を期待しても

おかしくはないと考えている。 
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改正入管法について 

大石 哲夫  

 

昨年 12 月 8 日、第 197 回国会（臨時会）に於いて、改正入管法が成立した。この改正

法は、外国人の在留資格などを創設するものであり、産業上の分野に属する外国人の在留

資格を定めたものである。政府の発表によれば、この改正法は 8 項目に分かれており、更

に各項目について細部項目が記入されている。 

朝日新聞の最近のネットワークによる社説によれば、この改正法は多くの課題を残した

まま成立したものであり、政府として各企業からのパブリックコメントを求めている状況

である。 

このような状況の中で、各企業に於いて議論されているのは、第１項目の特定技能１号

についてであり、今後も日本で予想される少子高齢化による人手不足をおぎなう、外人労

働者の受け入れに関する事である。今回のコストの窓の皆さんの議論もこれに集約されて

おり、妥当であると考える。 

次の段階で適用を予測されるのは、第１項目の特定技能 2 号であり、熟練した技能を要

する業務外国人の受け入れに関する在留資格に関する事である。私の経験から、エンジニ

ア業務にかかわる業種が関係が深いと思う。 

日本のエンジニアリング業にとって、海外建設、特に、中国、インド、東南アジア地域

への工場建設、技術輸出が増加すると思われる。この際に関係する国の法律、習慣、技術

レベルを良く知った現地人を事前に受け入れ、共同作業をすることが必要になると思う。

第１項目の特定技能２号について考えておくことが必要であると思う。 

その他の項目については、前述の通り、政府の方針が明確でなく、明確になった時点で

対応することでよいと思っている。 

 

 

改正入国管理法 

野口 一彦  

 

昨年暮れ、入国管理法が改正された。少子高齢化で日本での労働力低下の為である。 

現在、日本で働いている外国人労働者は 130 万人であり、今後は、改正法で新在留資格

者が増えるので、外国人労働者はさらに増えることになる。 

欧州では、移民に対して、法律で自国民と同じ給与を与え、同じ保険などの待遇である

が、アジアでは永住権や在留期間などに相当な条件を付けている。シンガポール、台湾、

韓国、などである。 

現在・近未来での日本の人手不足の著しい特定業種は輸送業・郵便業、サービス業、医

療福祉、宿泊業・飲食サービス業、建設業、次に製造業ときている。 
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内容は、大きく分けて技能実習生（最長５年）と実習生以外で、共に最初は「特定技能

一号（最長５年、家族帯同は不可、介護・外食・建設など 14 業種で受け入れ）」となり、

これらの人が「技能試験」を受け合格すると「特定技能二号（永住可能、配偶者と子供の

帯同可能）」となる。 

吟味期間が相当に短かったが、政府与党が、この夏の参院選を見据えた諸経済団体に押

し切られた格好である。 

今まで日本の歴史で経験の無い、相当に異なる文化の人達が急激に増えることになる。

受け入れる日本人側の心の準備（日本の歴史を通じた日本人のアイデンティティの確立や

異民族との付き合い方など）や入国してくる外国人の子孫（本人達は覚悟して来るが、そ

の子孫達は違う）の「取り扱い・付き合い」まで、きちんと討議する必要に迫られている

とみている。 

現在、京都で土地売買を含め、習慣や文化の違いで生活様式までに、もめ事が多いと見

聞している。商法などの民法や各都市の各条例の見直しは必至であるとみている。日本人

自体がしっかりと自立していないと、現在の京都の騒動が日本全国に広まるのは目に見え

ている。欧米人は植民地支配、アジア人は植民地支配された経験を持っている。日本人に

はそれがないのである。心すべき。 

 

 

出入国管理法改正について思うこと 

岡本 政義  

 

昨年 12 月 8 日に成立した出入国管理法改正は、深刻な人手不足に対応するため、2 つの

在留資格を新設し、外国人労働者の受け入れを拡大し、従来認めてこなかった単純労働分

野への受け入れに道を開き、日本の外国人労働者政策の転換となるものであり、従来、留

学生、技能実習生、に頼ってきた事態からの脱却として評価する。 

これは、外国人の本格的な受け入れの姿勢を政府が示したものであり、単一民族的な色

彩の強かった日本が多様な文化を持った人たちと共にこれからの日本を支えるという方向

に舵をきったものと理解している。 

それにしても、このような重大な政策転換が衆参両院で常に強行採決に終始する事態は

困ったことである。今後、長期的な展望のもとあらゆる観点から議論され、来日外国人労

働者が、来日前よりももっと「親日的」になってくれるような制度作りを目指して欲しい

ものである。 

この改正は、単なる経済的な側面の変化だけでなく閉塞感を打破し、日本が持続可能な

未来に向けて新たなステップを踏み出し、日本の歴史に新たなページが開かれた出来事で

あると考えている。 
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改正入管法 

佐藤 克朗  

 

今回の改正で一番のポイントは、これまで認められていなかった単純労働者の受け入れ

と思われる。 

前回のテ－マで取り上げた、日本の労働力問題で、AI の迅速な技術革新、女性の労働力

などでまだ先の話と思っていたが、昨年 11 月には、与党に維新が協力、瞬く間に、衆院を

通過、この臨時国会中に何としても、成立をと意気込む与党は、12 月 8 日未明に 2019 年

4 月実施と言う速さで成立した。 

受け入れる外国人の技能試験、日本語習得手段などの具体的中身は何も決まっていない

状況の中で、受け入れの半分は、現在居る技能実習生から、その実習生が直面している問

題点はほったらかして、こんなにも早く成立された背景に何があるのか、気になったのは

野党と大多数の国民だけだろうか。 

一つは定例会で有った、昨年の 3％の賃上げの政府方針に協力した経団連へ、借りを返

した。納得できる理由、確かに経済界は、オリンピック、万博を控え、労働者不足に拍車

が掛かっている。 

養護、農林、漁業関連もどちらかと言えば、外国人受け入れのニ－ズが高い、今年行わ

れる参院選を有利にと言う思惑、これも急いだ理由と思うが、今一つ気になったのは、移

民問題で悩まされているヨ－ロッパ、メキシコとの国境に壁で悩んでいるトランプ大統領、

これらを考えれば、日本はまだ単純労働者の受け入れさえも拒んで、憲法改定問題と同じ

ような、世界からの圧力はなかったのか？と思われてならない。 

何れにしても、これからの 5 年間に 35 万人強の単純労働者が入り込む。 

現在の日本人の単純労働者の賃金の凍結或はダウンに繋がらないか、パ－トで生計を助

けている人達の働く場所が無くならないか、AI の急速な進歩による、レジの無人化など、

後期高齢者の仲間入りした自分には関係ないが、こんな事が気になった今回のテーマだっ

た。 

 

 

外国人受け入れ拡大 

増田 寿男  

 

4 月に改正入管法が施行となり、在留資格に特定技能が追加され、外国人労働者の受け

入れが拡大する。私は、日本社会が人口減少に向かい、経済が委縮するリスクがあるので、

この程度のゆっくりした外国人受け入れ拡大に賛成である。 

日本は国として、移民の出し手ではなく、移民の受け手になれるのが幸いである。多く
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の国で雇用が不足しているが、労働者が不足する経済状況をありがたいと考える。 

私たちの身の回りに、外国人と外国語が増えている。観光地に外国人旅行者があふれ、

大企業の役員や社員に外国人が入り、サービス業にも外国人が目に見えて増えている。  

先日、日本に滞在する南米からの日系人を、テレビ番組が訪問調査していた。バブル期

の人手不足で入管法を改正し、日系 2 世 3 世をデカセギとして迎えた。リーマンショック

後の不況で 3 分の１は帰国したが、3 分の２が残り、うち半分はいずれ帰国したい、残り

半分は日本に骨を埋めるとのこと。日本に長期滞在する理由は、異口同音に、日本が安全

とのこと、日本の強みを安全と感じた。また、2 世 3 世は、母国の言論や生活習慣を持ち

込みつつ、日本社会と共存している。貴重な発見である。 

今回のテーマについて、私の経験から考える。会社から、ドイツの会社に研修留学した。

まず 2 か月は、田舎の寄宿制ドイツ語学校で生活と文化に慣れ、外国人向けドイツ語の修

了証書を授与された。これを持てば、自治体や企業の滞在許可や労働許可が与えられると

いう値打ち物である。そして、派遣先の会社で研修生活を送る。会社が立地する Duisburg

は、欧州随一の内陸港を持ちルール工業地帯の玄関口であり、東部からの戦後帰還者、製

造業や運輸業の従業員、サービス業に就くガストアルバイターなど、多くの外国人が居住

していた。ちなみに、日本人の住民登録は私一人だが、韓国からは数百人の看護婦が入っ

ていた。この町には、定時制のドイツ語教室や、フランス語中心の外国人サロンなど、外

国人に友好的な施設が準備されていた。ドイツの外国人政策は、概して友好的であり、同

化を主とし多文化共生を従とするものと見受けられた。 

日本の移民政策について、徐々に外国人受け入れを拡大するのがよい。現在は労働者数

の 2％と人口比の 1.5%と少ないが、これから増えてそれぞれ 3%と 5%の規模になってから、

今後を計画するのがよい。なお、大勢の外国人が入るので、多文化共生の実現は難しいと

覚悟し、同化の推進については、文化的な無理強いは禁物である。 

日本語教育について、権威ある実用的な組織と教科書を開発すべきである。また、日本

語そのものも、漢字は当用漢字に制限し、カタカナは廃止したほうが良いだろう。 

外国人の受け入れは、労働力としてではなく、人間として扱うべきである。企業に雇用

許可を与えるのではなく、資格のある来日者に労働許可を与えるのが良い。一般労働者と

して受け入れるのであれば、健康保険や厚生年金などの社会保障について、彼らに納得の

ゆくように、人間的な発想の制度に改善すべきである。 

 

 

出入国管理法改正は移民制度への一里塚 

富阪 泰   

 

2018 年 12 月、出入国管理法の一部改正がなされた。その内容を一言でいえば、これま

でかたくなに閉ざされてきた外国人労働者の単純労働への就労が一部容認されたというこ

とである。少子高齢化が進むわが国において労働人口の減少対策は焦眉の急である。今回
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の法改正はその一環であって、かねてより産業界から強く望まれていたものである。戦後

わが国は一貫して外国人の就労に関しては特段の知識、経験、あるいは技術、技能を有し、

余人をもって代え難いという場合を除いてすべてこれを禁じてきたが、この度、その一部

が開放され就労が認められることとなった。このことは、戦後の労働政策を考えたとき、

まさにエポックメイキングといえるような出来事かもしれない。とはいえ現実はすでに技

能研修という名のもとに中小製造業の現場においては多数の外国人労働者が就労しており、

また留学生に対しては、その滞在支援ということであろう、時間の制約があるものの単純

労働への就労は容認されている。両者を合わせれば総数約 130 万人余りと聞く。街に出れ

ばいたるところにそれらしき就労者が溢れていると感じる。これらの就労者の場合、それ

ぞれに滞在期間に制約があり、期間満了後は帰国する。滞在期間が短いということもあっ

て、コミュニケーション能力や労働意欲に難があって、受け入れ側を満足させるまでには

至ってないようである。これに対し、この制度による就労者の場合、技能検定などさまざ

まな評価システムの中でしかるべき条件をクリアできれば、家族を呼び寄せ、長期滞在を

することも可能と聞く。当局は否定するであろうが、この制度が様々な形を変えて、いず

れ、日本版移民労働者受け入れ制度の中核になるであろうことは容易に予想できる。この

法改正によってわが国は、今後継続して思想、信条、風俗、習慣の大きく異なる外国の人々

を多数受け入れることとなる。その数は年々増加累積し、やがて人口の○○％という表示

になるかもしれない。しかも、それらの方々の中には、先進国では極めて普遍的な政教分

離という理念と無縁の方々も多いのである。これを迎えるわが国は、極東の片隅で神と仏

の教えを融合し、極めて特異な精神風土と文化を育んできた。その特異性は「日本の常識

は世界の非常識」と揶揄されるほどのものである。このような異文化の交流は、歴史的に

は科学、芸術、文化などあらゆる分野の発展に大きく寄与してきたとされるが、今では相

互不信からくる軋轢と暴力、破壊の連鎖がとどまることを知らないのが現実であろう。海

のかなたから押し寄せてくる唯一の神と、これをむかえる八百万の神、仏との折り合いを

つけるのは決して容易ではあるまいが、すでに賽は投げられたのである。ここは、受け入

れ側の英知と寛容の心をもって融和と共生の道を歩んでほしいものである。 

 

 

 

 

 

 

小特集のテーマを、「財政問題」、「消費税」、「アベノミクス」、「ガバナンス」、「グローバ

ル化」、「日本の労働問題」、「貿易戦争」と続けて、今回は「改正入管法」であります。 

年 2 回、小特集のテーマについて考え、原稿を作成しています。新聞や資料を読む際の、

頭の体操によいと思います。今後とも、テーマの選択について、みなさまと楽しく頭をひ

ねりたく存じます。 

 

編 集 後 記 
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