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この 5、６年、私は移民正義論を研究してい

る。移民正義論は、国境を越えてきた人たちを

どうやって受け入れるべきかを問うものであ

る。望ましい「受け入れ」のあり方を考えるに

は、２つの「ゲート」を区別する必要がある。1

つ目のゲートが入管であり、そのあと日本社会

がどうやって周りの人たちと生活していくのか

という 2つ目のゲートがある。2つ目のゲートの

問題を描き出すための手がかりの一つが、移民

の社会的包摂・排除の議論である。２つ目のゲ

ートをどのように、どこまで開いていくべきか

を明らかにし、あわせて入管政策についても考

える、という議論が必要だ。 

この報告では、諸外国と日本の移民政策を簡

単にまとめた上で、望ましい受け入れのあり方

を考えていきたい。まずはスウェーデン、その

前提として EUについても少し触れたい。その

後、シンガポールそして日本について見る後半

では、移民正義論について議論状況を大雑把に

整理し、移民の社会敵背所への関心から私なり

の見方を示したい。最後に国境の正当化という

話にも踏み込み、そこから翻って地方自治の役

割を考えたい。 

 

1. 移民をめぐる諸外国の状況 

〇EU全体 

EU 域内は移動の自由が保障されている（シェン

ゲン協定）。ところが 2015 年シリア難民危機が起

こり、国境で検問がなされ、難民が足止めされる

ようになった。 

EU 全体の移民政策において、家族呼び寄せを権

利として捉えていることは重要である。しかしそ

れが、受け入れ社会の人口構成に大きな変化をも

たらす場合がある。 

〇スウェーデン 
スウェーデンは、高負担、高福祉として知られ

る。相対的貧困率でいっても日本やアメリカと比

べるとかなり低い。包括的福祉の政策があり、社

会サービス法に基づいて、住宅、教育、男女参画

など幅広い政策がとられている。包括的福祉の担

い手はコミューン（市町村）であり、住民負担に

対してどのくらいのサービスがなされているか、

見やすいという側面がある。 
移民について、スウェーデンでは、2017 年で外

国生まれが総人口の 18％に達している。その内訳

としては、労働目的の移民より、難民とその家族

の割合が大きい。スウェーデンでは、難民条約上

の定義よりも広く、非人道的処罰や紛争、災害か

らの避難も要件として認めてきている。さらに、

移民への市民権付与も相対的に積極的であり、政

府からの居住許可があってかつ 5年間居住してい

れば市民権の申請が可能となる。難民については

さらに 1 年短縮されて 4年で申請資格が与えられ

る。難民の出身国には、フィンランド、イラク、

イラン、旧ユーゴなど、国内で紛争があった国が

 
 
 
 
 

 

当研究所における定例研究会として、5月 29日に横濱達也静大教授の報告が行われました。これ

は、その報告内容を要約したものです。 
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多い。 
また多文化共生の政策が行われ、永住権を持つ

市民には地方選挙の投票権、被選挙権を与えるし、

移民や難民に対して、スウェーデン語の講習を無

料で提供するとともに、母国語による市民情報の

提供も行っている。なお、移民第二世代以降の母

国語能力は、家族とのコミュニケーションにとっ

て欠かせず、移民受け入れを考える場合に重要で

ある。 
しかし、このような移民の社会統合政策がどこ

までうまくいっているかについては、留保が必要

である。移民へのスウェーデン語講習に関しては、

修了率が 60％程度で、十分に高いとはいえないか

もしれない。また、移民とメインストリームの住

民とのあいだには、雇用、教育、生活環境等にお

ける小さくない格差がある。親の学歴に応じて、

移民第二世代の社会的な地位は相対的に低くな

る傾向がある。就労する業種も、運輸業、ホテル

などの従業員などに偏りやすい。所得については、

平均して、男性だと 5 万クローナ、女性であれば

8 万クローナの賃金格差がある。移民が大都市の

周辺の団地に集住する傾向も目立つ。2010 年代に

数度起こった移民集住地域での暴動については、

以上のような社会経済的条件を踏まえる必要が

あるだろう。 
さらに、スウェーデンでの「排外主義」の動き

も見ておくべきである。最近の総選挙で、いわゆ

る「右翼」政党（スウェーデン民主党）が第三党

となった。「排外主義」ときくと、偏狭な自国・自

国民中心主義を思い起こす方もいるかもしれな

いが、スウェーデン民主党の主張は、同化主義と

呼ぶべきものである。「スウェーデンはスウェー

デン人の国であり、移民・難民は、スウェーデン

で生活したいのであれば、スウェーデン語を話し、

スウェーデン社会の価値観にしたがって生活す

べきだ」というような主張である。これが、移民・

難民の社会統合のあり方として間違っていると

は必ずしも言えない。言語能力を十分に備えるに

は時間がかかるのであり、それまでの生活を多文

化主義的政策で支援すべきだというのはわから

なくはないが、文化の違いそのものに価値を認め

るべきという考え方には、私は懐疑的である。 
いずれにしても、スウェーデンのように、相対的

に移民や難民に「優しい」国であっても、こうい

う状況であることをどう考えるべきか、また日本

がそこからどのような教訓を得るべきか、真摯な

検討が必要である。 

 

〇シンガポール 
次に、シンガポールの外国人受け入れ政策につ

いて見ておきたい。まず国籍については、出生地

主義と血統主義の混合で、両親がシンガポール市

民で法律婚、かつ滞在期間の条件を満たし、さら

にシンガポールで出生しないと、その子が自動的

にシンガポール国籍を有することにはならない。

かなり厳しい条件であることが見てとれるだろ

う。また、外国人の国籍取得については、永住権

を有して 2 年以上経過し、シンガポール人に雇用

されているか婚姻していること、言語能力（英語、

マレー語、タミル語、マンダリン（北京語）の知

識）などを備えなくてはならない。ちなみに、こ

れらのシンガポールの公用語は、シンガポールの

多人種主義下での人口構成をある程度反映した

ものである。ある意味では文化の違いを尊重して

いるともいえるが、他方シンガポールの人種カテ

ゴリーにおいては「混血」は認められておらず、

「華人」「マレー人」「インド人」「その他」のどれ

かに必ず分類されることになる。 
労働目的の移民について、彼らの就労ビザは学
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歴と所得で階層化されている。 
上から順に申請資格を簡単に示すと、まずエン

プロイメント・パスは、専門職や管理職を念頭に

おいた資格で、大卒かつ月収で 3,900 シンガポー

ルドル（日本円で 30 万円程度）。S パスは、ミド

ルクラス労働者をターゲットにした資格で、大卒

か専門学校卒、月収で 2,400 シ

ンガポールドル（18 万円強）。最

後にワークパーミットは、所得

制限や学歴制限はないが対象国

と就労できる業種に制限があ

る。このワークパーミットは、

2018 年入管法改正で導入され

た「特定技能 1 号」と、近い性

格を有していると思われる。 
ワークパーミットには家事労

働者向けのものもあり、こちら

も対象国が限定されている。シ

ンガポールが家事労働者を多く

受け入れている一つの理由とし

て考えられるのは、優秀な人材

（とくに女性）が家事に束縛さ

れずに勤務できる環境を整えることで、「国力」増

強そしてシンガポールの生き残りに貢献しても

らうというものである。国内の団地のそこかしこ

にあるホーカーセンター（フードコート）も、「家

事労働からの解放」の一環ともいえる。 
ワークパーミットにおいては、家族帯同が許さ

れない。また雇用先が身元を保証をすることが条

件である。移民労働者への住居提供や賃金払いな

どは使用者の義務で、それに違反すれば罰を科さ

れることになるが、実際には、賃金未払いや労災

の不当な不認定があっても、救済されない者が少

ないとは言いがたいところがある。国と使用者、

移民労働者三者による調停機関も設けられてい

るが、言語の壁の問題もあり、十分な救済を与え

るものとはなっていない。 
現在、シンガポール全体の人口約 560 万人のう

ち100万人程度がワークパーミット労働者である。

彼らの労働力でシンガポールが支えられている

というのは厳然たる事実である。新型コロナウィ

ルスのクラスターが、ワークパーミットの労働者

寮で相次いで発生しているなか、シンガポール政

府は彼らの医療や生活を保障する対応を行って

いる。それは、移民労働力抜きにシンガポールを

成り立たせることは不可能だという認識を反映

したものなのかもしれない。 

 
2. 日本の状況 

日本の外国人受け入れ政策は、出入国管理及

び難民認定法（以下、入管法）に基づいてい

る。同法は、インドシナ難民の激増の下、難民

政策を転換した際に制定されたものである。

1989 年入管法改正により、定住者資格による日

系人受け入れが始まったが、単純労働者の在留

資格は設けられなかった。その一方で、1993 年

より技能実習制度が始まり、その下で、技能実

習生を劣悪な環境で単純労働させる事例が少な

からず発生している。技能実習制度が実質的に

単純労働力確保のためのサイドドアあるいはバ

ックドアになっているという指摘も多い。 

なお、入管法では、不法入国だけでなく不法

在留も罪となっていることには注意が必要であ

る。アメリカなどでは、中長期に在留しつづけ

た不法移民を、時効のロジックで合法化する

（恩赦を与える）ことをめぐって議論がなされ

ているが、その前提として不法在留罪が存在し
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ないことが重要である。日本では、同様のロジ

ックでは合法化しにくい。 

2018 年入管法改正で、ようやく単純労働者へ

の在留資格を真正面から設けることになった。

前述のとおり、「特定技能 1 号」は、シンガポー

ルのワークパーミットと重なる性格を有してい

る。しかし、「特定技能 1号」で就労するなか

で、熟練した技能を有する者に、「特定技能 2

号」の下、家族呼び寄せや永住権申請の余地を

認めたところが、シンガポールとは異なるとこ

ろである。 

外国人の労働力への期待ということでは、留

学生受け入れについても触れておかなくてはな

らない。2009 年に 30 万人計画が出された際は、

留学生は高度技能労働者の候補と目論まれてい

たが、現在の実状は、留学生の半分が語学学校

や専門学校に通う学生である。彼らの階層流動

性は、日本語能力や職業能力等の要因により、

高くない。 

日本政府としては、いまなお日本に移民政策

はないという前提である。中長期に在留する外

国人労働者に市民権や永住権取得への道を開く

という考え方はとられていない。そのなかで、

外国人労働者とその家族へ日本語や日本社会に

ついての知識を教えたり、地域社会でのトラブ

ルに対処したり、といった取り組みは、主に地

方自治体、なかでも国際交流協会などの外郭団

体により行われてきた。 

2018 年入管法改正の際、政府は外国人材の相

談業務を担うワンストップ相談センターを全国

に 100 箇所設けることを打ち出した。これが、

外国人が日本社会で安定した生活を営むために

くぐる必要のある「二つ目のゲート」に対応す

るものになるかどうか、注視したい。 

 

3. 移民正義論の議論の状況を確認する 

以上をふまえつつ、移民の望ましい受け入れに関

する議論を簡単に見ていきたい。まず、ジョセフ・

カレンズらの説く開放国境論は、移動の自由が、

それにより各人のライフプランの実現がなされ

ることも含めて、普遍的人権だと考える。開放国

境論にとって肝心なのは、地球上のすべての人間

が普遍的人権の享有主体として平等に扱われる

べきであって、同じ国民だから、外国人だからと

いう理由で差別的に扱われてはならない、という

ところにある。それゆえ、開放国境論は移民の際

限ない受け入れを求めるものではない。移動の自

由のみでなく、自由権・社会権を、国の内外問わ

ず平等に保障するという観点から、移民規制を正

当化しなくてはならないということである。 
それに対して、オックスフォード大学のデイビッ

ド・ミラーらは、リベラル・ナショナリズムによ

り、各国が国民の望む移民規制を行ってよいと説

き、カレンズらに反論する。その主たる理由は、

国民が自らの国のあり方を自分で決められる政

治的自律がきわめて重要であり、この政治的自律

のなかには、外国人のうち誰を同じ社会のメンバ

ーとするかを決定することも含まれるからであ

る。 
開放国境論とリベラル・ナショナリズム、どちら

が正しいか。あるいはどちらも正しくないのか。

それを考えていくうえで重要なのは、「二つ目の

ゲート」の問題である。開放国境論は筋は通って

いるかもしれないが、実際に雇用が不安定で収入

も低く、居住環境も劣悪、子どもにも十分な教育

を与えることはできない移民に対して、どのよう

に対処するか、そしてその負担を誰が負うべきか

について、十分な議論がなされていない印象であ

る。移動の自由を行使してやってきた者の自己責

任というのでは通らない。「一つ目のゲート」を越

えるために移動の自由を言うのは結構な話だが、

「二つ目のゲート」をくぐれるようにするために、

何をするべきなのかを考えるには、開放国境論だ

けでは足りないと思われる。前述のとおり、スウ

ェーデンでも、移民暴動に参加した者たちは、「二

つ目のゲート」はくぐれずにいて、ある特定地域

に集住したり、就労や収入、教育等において不利

な条件にあったりという、「隔離」の状態に置かれ

ていたという指摘もある。 
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4. 移民の「社会的排除」とその望ましい解決策 

この隔離をいかに克服するか。それを考えるう

えで、社会的排除の概念が有用である。それに対

応する方法をどうすればいいか、社会的包摂に必

要なのは言語教育であるし、住んでいる地区で住

民と良好な関係が構築できるようにする、例えば

ゴミ出しルールが守れないとか、夜いきなりサン

バが鳴り出すとかがないようにする。公共サービ

スを利用する上でのハードルを下げる、子どもの

教育について理解できるようになる、子どもの社

会的包摂が必要と思われる。 
移民の二つ目のゲートを越えるために社会的

排除を克服し、包摂をしていかなければいけない

となるとコストはだれが負担するか。移民に負わ

せることはできるし、それは言語能力のハードル

を上げればいい。デンマークやオランダは入国の

申請書を自分で書かなければ受け付けられない。

それはあまりもひどいと言うらならば、そのコス

トを受け入れ国の負担なしにはできないならば、

あまりたくさんの移民を受け入れはできないの

ではないか。 
では社会的排除とは、生きていくために必要な

衣食住のレベルと相対的な貧困を突破するくら

いの安定的な物質的な条件、プラスアルファで人

間がまともな社会的な暮らしをしていくことが

必要。社会的排除はフランスあたりから出てきて、

労働経済学で言われていたこと、いったん首切ら

れた人はなかなか再就職できない。首を切られる

というのは単純に給料が入らなくなるというこ

とではなくて、福利厚生がなくなり雇用と結びつ

いている人間関係全般を奪われる。ただお金がな

いということよりもっと厳しい状況に追い込ま

れて、なかなか再就職ができない。だからお金だ

け与えてもしようがなく、人間関係などをきちん

と整える必要がある。社会的排除を克服して初め

てまともな生活できる。日本においてもそうであ

る。池上重弘さん、静岡文芸大先生が磐田で行っ

た調査で示されている。 
 

5. 国境の正当性と地方自治の役割 

私は関係的平等主義が必要と考える。ネイティ

ブの人から移民が対等な平等な関係、そして民

主社会の一員として平等に扱われる関係性が保

障されることが必要。そのことが保障される統

治のあり方を考えていく。 
そもそも国境線がなぜあっていいのか、ライナ

ー・バオベックはステークホルダー・シティズ

ンシップという考え方を展開している。要はあ

る人たちだけを領域内に囲ってその人たちに生

活水準を保障するのはなぜいいのか？それはそ

の地域住民がステークホルダーだからであり、

生きるか死ぬかがその地域にいる人によって握

られている、生活の善し悪しが左右される。ス

テークホルダーである人が同じ国民として扱わ

れるべきだというのが、ライナー・バオベック

が言っていること。 
ステークホルダーになるというのは、同じメン

バーとして政治的な統治を共に行っていく主体

として尊重される、民主的平等を重視しなけれ

ばいけない。ただ利益関係があるだけではステ

ークホルダーにはならない。 
結論めいたことを言えば、移民の問題考える上

で公的な支援の窓口は地方自治体。しかし移民

の言語、学力、居住、個々の問題は地方がつく

るのは難しい。全体の方針や制度的枠組みを国

がつくらなければいけないのではないか。それ

が行われていないのは大きな問題。その点で言

うと、ワンストップの相談センターを 100 か所

つくるというのはどの程度か具体的には明らか

でないが、方向としてはそちらに行かなければ

ならないと考える。 
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６ 
 

どう支援するか、まずは言語、これがないと階

層流動性が大きくならないとすると言語教育を

きちんとする。親とのコミュニケーションが取

れるような母国語教育も重要だが、一にも二に

も言葉を覚えてほしい。それが日本社会に同化

させるということ。 
もう一つ言うと移民の安全保障化。国防という

話ではなく、社会の大事なものはアイデンティ

ティが脅かされるというのは安全保障問題とえ

る。ただ移民を排除するのではなく、同じ社会

の一員として平等な生活水準で生きていけるよ

うにするためには、日本社会の一員として言語

能力やその社会の認識を持たなければなくて、

それで同化されていくことはしょうがないこ

と。右翼政党にそのまま乗るつもりはないが、

彼らが隔離された状態に追い込まれてしまうよ

うなことは放置してはいけないという意味にお

いて、社会的安全保障は重要と考える。 
社会的包摂の第一の条件は国家ではなく地域な

ので、普段からおしゃべりができる、お祭りが

できる、学校の行事に参加できるそういうもの

が最初の社会的包摂となる。ひいては社会的安

全保障の第一歩。安全保障はテロリズムや感染

症など様々あるが、レベルは違うが相互に衝突

する可能性がある移民を単に社会的に包摂する

というだけで移民政策は語れない。様々なレベ

ルの安全保障をだれかどのレベルで行うか見定

めていく必要がある。
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静岡県の「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】 

（令和元年 10 月末現在） 

 

Ⅰ 趣旨 

   外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の

安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、すべての事業主に対して、 

外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、 

厚生労働大臣（ハローワーク）へ届け出ることを義務付けており、ハローワーク 

は当該届出に基づいて、事業主に対する外国人労働者の雇用管理改善や再就職支 

援などの指導・助言等を行っている。 

   なお、届出対象となるのは、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、今回、公表した数値は令和元年

10 月末時点の静岡県における届出状況を集計したものである。 

 

 

Ⅱ 届出状況のまとめ 

 １ 外国人労働者を雇用している事業所及び外国人労働者の状況 

 （１）令和元年 10 月末現在、外国人労働者を雇用している事業所数は、7,697 か所、

外国人労働者数は 64,547 人であり、平成 30 年 10 月末現在の 6,869 か所、57,353

人に比べ、828 か所（12.1％）、7,194 人（12.5％）の増加となった。 

なお、外国人を雇用している事業所数及び外国人労働者数ともに平成 19 年に 

届出が義務化されて以降、過去最高の数値を更新した。【別表２、参考表】 

全国では、外国人労働者を雇用している事業所数は 242,608 か所、外国人労働 

者数は 1,658,804 人であり、静岡県は、事業所数では東京都・愛知県・大阪府・ 

神奈川県・埼玉県・千葉県・福岡県に次いで８番目に多く、外国人労働者数では 

東京都・愛知県・大阪府・神奈川県・埼玉県に次いで６番目に多い。 

 

外国人労働者数が増加した要因としては、政府が推進している高度外国人材や 

留学生の受入れが進んでいること、雇用情勢の改善が着実に進み、「永住者」や 

「日本人の配偶者」等の身分に基づく在留資格の方々の就労が進んでいること、 

技能実習制度の活用により技能実習生の受入れが進んでいること等が背景にあ 

ると考えられる。【図１】 

 

 

 

【別添２】 
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 2 
 

 

 

    外国人 
 

（２）このうち、労働者派遣・請負事業を行っている事業所は 1,288 か所、当該事

業所で就労する外国人労働者は 26,720 人であり、それぞれ事業所全体の 

 

 （２）また、このうち、労働者派遣・請負事業を行っている事業所数は 1,335 か所、

当該事業所で就労する外国人労働者数は 28,547 人であり、それぞれ事業所数全

体の 17.3％、外国人労働者数全体の 44.2％を占めている。（割合については、事

業所及び外国人労働者ともに全国で２番目に高い。） 

なお、これらについては、平成 30 年 10 月末現在の 1,288 か所、26,720 人に 

比べ、47 か所（3.6％）、1,827 人（6.8％）の増加となっている。 

【別表２、参考表】 

 

 

 ２ 外国人労働者の属性 

 （１）国籍別にみるとブラジルが最も多く 19,844 人であり、外国人労働者数全体の

30.7％を占める。次いで、フィリピンが 12,311 人（同 19.1％）、ベトナムが 9,667

人（同 15.0％）の順となっている。 

    特に、ベトナムについては、前年同期比で 2,595 人（36.7％）と大きく増加

し、また、インドネシアについては同 607 人（24.3％）、ネパールについては同

267 人（23.2％）の増となっている。【図２、別表１、参考表】 

 

31,453 
34,618 

38,802 39,522 36,743 37,626 37,992 
40,376 

46,574 
51,832 

57,353 

64,547 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

身分に基づく在留資格

資格外活動

技能実習

特定活動

専門的・技術的分野の在留資格

総数

37,630
【+6.8%】

4,630
【+13.6%】

15,308
【+27.7%】

769
【-18.3%】

6,209
【+21.7%】

（人）

（年）

図１ 在留資格別外国人労働者数の推移 

出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（令和元年 10 月末現在） 
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、外国料理の調理師等が該当する。 
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：在留資格「特定活動」は、「専門的・技術的分野の在留資格」に含む。 
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（２）在留資格別にみると、「身分に基づく在留資格１」が外国人労働者数全体の 58.3％

を占め、次いで、「技能実習」23.7%、「専門的・技術的分野の在留資格２」9.6%、「資

格外活動（留学）」を含む「資格外活動」7.2%となっている。なお、静岡県は、外

国人労働者数全体のうち「身分に基づく在留資格」外国人の占める割合が、全国で

最も高い。 

「技能実習」は 15,308 人と前年同期比で 3,319 人(27.7%)増加し、「専門的・技 

術的分野の在留資格」は 6,209 人と前年同期比で 1,106 人（21.7%）、「資格外活動」 

は 4,630 人と前年同期比で 556 人（13.6%）増加している。【図３、別表１、参考表】 

   なお、「専門的・技術的分野の在留資格」のうち、平成 31 年４月に創設された 

在留資格「特定技能」の外国人労働者数は 13 人となっている。【別表７】 

 

              

 

 

 

 

 

中国
（香港等を含む）

7,727 人
12.0%

韓国
688人
1.1% 

フィリピン
12,311人

19.1% 

ベトナム
9,667人
15.0% 

ネパール
1,418人 2.2% 

インドネシア
3,108人

4.8% 

ブラジル
19,844人

30.7% 

ペルー
2,795人

4.3% 

Ｇ７/８
＋オーストラリア
＋ニュージーランド

1,197 人
1.9%

その他
5,792人

9.0% 

外国人労働者数
64,547人

図２ 国籍別外国人労働者数の割合 

※円グラフの項目の順番は、 

別表１の項目（国籍）の順番に対応 

１ 「身分に基づく在留資格」には、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」が 
該当する。 

２ 「専門的・技術的分野の在留資格」には、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職１号・２号」、 
「経営、管理」、「法律・会計業務」、「医療」、研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内 
転勤」、「興行」、「介護」、「技能」、「特定技能」が該当する。 
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 （３）国籍別・在留資格別にみると、ブラジルでは「身分に基づく在留資格」の割 

合が 99.5%を占めており、内訳をみると、「永住者」がブラジル全体の 48.2%、 

「定住者」が 39.0%となっている。 

 ペルー、フィリピン及び韓国では「身分に基づく在留資格」がそれぞれ 99.8%、 

76.7%、57.8%を占めている。 

インドネシア及びベトナムでは「技能実習」がそれぞれ 69.0%、64.0%を占め 

ている。 

中国では「技能実習」が 43.4%、「身分に基づく在留資格」が 26.2%、「専門 

的・技術的分野の在留資格」が 18.9%、「資格外活動」が 10.8%となっている。 

ネパールでは「資格外活動（留学）」が 38.6%、次いで「専門的・技術的分野

の在留資格」が 36.0%となっている。 

Ｇ７／８等では「専門的・技術的分野の在留資格」が 67.3%を占めている。 

【別表１】 

 

               

 

 

 

専門的・技術的分野の
在留資格

6,209人
9.6% 特定活動

769人
1.2% 

技能実習
15,308人

23.7% 

資格外活動
4,630人

7.2% 

身分に基づく在留資格
37,630人

58.3% 

不明
1人

0.0% 

外国人労働者数
64,547人

図３ 在留資格別外国人労働者の割合 

３ G7/8 等は、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ロシア、オーストラリア、 
ニュージーランドを表す。 

 

※円グラフの項目の順番は、 

別表１の項目（在留資格）の順番

に対応 

12



 5 
 

３ 産業別・事業所規模別にみた外国人雇用事業所の特性 

（１）産業別の割合でみると、「製造業」が 34.3%、「卸売業・小売業」が 14.0%、「宿

泊業、飲食サービス業」が 12.8%の順となっている。 

   「建設業」は前年同期比で 186 か所（35.1%）の増加、「卸売業・小売業」は同

151 か所（16.3%）の増加、「宿泊業・飲食サービス業」は同 138 か所（16.3%）の

増加であり、大きな増加率となっている。 

【図４、別表２、参考表】 

 

 

 
 

 
 

 

（２）事業所規模別の割合をみると、「30 人未満」規模の事業所が最も多く、事業所数

全体の 59.8%を占めている。 

   事業所数はどの規模においても増加しており、特に、「30 人未満」規模の事業所

では前年同期比で 14.9%増と、最も大きな増加率となっている。（規模不明事業所

の増減比を除く。）【図５、別表５、参考表】 

 

 

 

 

 

建設業
716か所

9.3%

製造業
2,641か所

34.3%

情報通信業
86か所

1.1%

卸売業・小売業
1,078か所

14.0%

宿泊業、飲食サービス
業

985か所
12.8%

教育、学習支援業
229か所

3.0%

医療、福祉
347か所

4.5%

サービス（他に分類さ
れないもの）

725か所
9.4%

その他
890か所

11.6%

全事業所数
7,697事業所

図４ 産業別外国人雇用事業所の割合 

※円グラフの項目の順番は、 

別表２の項目（産業）の順番に対応 
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４ 産業別・事業所規模別にみた外国人労働者の就労実態 

（１）産業別の割合をみると、「製造業」が 43.4%を占め、次いで「サービス業(他

に分類されないもの)」27.4%、「卸売業、小売業」が 6.3%、「宿泊業、飲食サー

ビス業」が 5.7%となっている。【図６－１、別表２】 

   また、労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働

者数の状況を産業別にみると、「製造業」では同産業の外国人労働者数全体の

30.5%にあたる 8,550 人、労働者派遣業を含む「サービス（他に分類されないも

の）」では、同 91.6%にあたる 16,185 人となっている。【図６－２、別表２】 

   「製造業」の中でも、「輸送用機械器具製造業」と「電気機械器具製造業」に

おいては、労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労

働者数の割合が高く、それぞれ 41.5%（4,569 人）、40.9%（1,101 人）となって

いる。【別表２】 

 

 

 

 

 

30人未満
4,602か所

59.8%

30～99人
1,723か所

22.4% 

100～499人
922か所

12.0% 

500人以上
239か所

3.1% 

不明
211か所

2.7%

全事業所数
7,697事業所

図５ 事業所規模別外国人雇用事業所の割合 

※円グラフの項目の順番は、 

別表５の項目（事業所規模）の順番に

対応 
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（２）在留資格別・産業別にみると、「専門的・技術的分野の在留資格」では「製造

業」が 42.1%を占め、次いで「教育、学習支援業」が 13.2%となっている。「技

能実習」では「製造業」が 65.7%を占めている。「資格外活動（留学）」では、「宿

泊業、飲食サービス業」が 40.0%、「卸売業、小売業」が 20.7%、「製造業」が

建設業
2,958人

4.6%

製造業
27,998人

43.4%

情報通信業
253人
0.4%

卸売業、小売業
4,038人

6.3%

宿泊業、
飲食サービス業

3,679 人
5.7%

教育、学習支援業
1,457人

2.3%

医療、福祉
940 人
1.5%

サービス業（他に分類
されないもの）

17,668 人
27.4%

その他
5,556人

8.6%

外国人労働者数
64,547人

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

建設業
製造業

情報通信業
卸売業、小売業

宿泊業、飲食サービス業
教育、学習支援業

医療、福祉
サービス業…
その他

うち労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者

図６－１ 産業別外国人労働者数 

※円グラフの項目の順番は、 

別表３の項目（産業）の順番に対

応 

図６－２ 労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している

外国人労働者の産業別状況 
外国人労働者数（人） 
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20.5%となっている。「身分に基づく在留資格」では労働者派遣業を含む「サー

ビス業（他に分類されないもの）」が 41.8%、「製造業」が 37.7%となっている。

【別表３】 

国籍別・産業別にみると、インドネシア、中国、ベトナム、ペルー、韓国で

は、「製造業」が最も高い割合を示し、それぞれ 63.2%、53.0%、51.7%、42.8%、

31.3%となっている。ブラジルとフィリピンでは、「サービス業（他に分類され

ないもの）」が最も高く、それぞれ 42.4%、42.0%である。ネパールでは「宿泊

業、飲食サービス業」が 34.8%、Ｇ7/8 等では「教育、学習支援業」が 64.2%と

最も高い割合を示している。 

労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数の

構成比を国籍別にみると、ブラジル、ペルー、イギリス、フィリピンで割合が

高く、それぞれ 68.2%、58.4%、53.2%、52,4%となっている。【別表４】 

 

 （３）事業所規模別にみると、「30 人未満事業所」で就労する者が最も多く、外国人

労働者数全体の 35.8%を占めている。 

    なお、外国人労働者数はどの規模においても増加しており、特に「30～99 人

規模事業所では前年同期比で 22.1%増加し、最も大きな増加率となっている。（規

模不明の事業所を除く。） 【図７、別表５、参考表】 

 

 

 

 

30人未満
23,082人

35.8%

30～99人
13,208人

20.5%

100～499人
20,652人

32.0%

500人以上
6,470人
10.0%

不明
1,135人

1.8%

外国人労働者数
64,547人

図７ 事業所規模別外国人労働者数 

※円グラフの項目の順番は、 

別表５の項目（事業所規模）の順番に

対応 
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大規模な財政支援を国へ求める要請行動 

湖西市長「国・県へ財政支援働きかける」

「湖西病院の再編統合は考えていない」 
新型コロナウイルス禍で、住民の

いのちと暮らしを守る自治体や自

治体病院の崩壊を防ぐため、静岡自

治労連は「医療機関及び自治体への

大規模な財政支援を国に求める要

請書」を自治労連単組のある自治体

首長へ提出し共同を広げています。 

自治体職員への人的支援や自治

体、自治体病院への財政支援が求め

られているなか、国会では第 1次補正予算が成立し、現在第 2次補正予算案が審議され

ています。しかし、地方自治体に配分される地方創生臨時交付金は、国が示した 109項

目の事業メニューに当てはめる必要があり、自治体は柔軟な申請がしづらくなっていま

す。また、医療支援のために配分される新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

は、感染患者の病床確保のための支給であり、医療機関への減収補てんは当てはまりま

せん。 

そこで要請では、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金及び新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金などを大幅に増額すること」、「新型コロナウイル

ス感染症患者を受け入れた医療機関だけでなく、すべての医療機関を対象に新型コロナ

ウイルス感染症に伴って生じた通常収益の減少分を全額補償すること」、「地域医療構想

を抜本的に見直し、公立・公的病院の再編・統合は行わないこと」など、9項目を国へ

求めていくことを訴えています。 

5月 28日にスタートした要請行動は、静岡

県市長会・町村会からはじめ、静岡自治労連の

菊池委員長、青池書記長、中村特別執行委員で

要請書を提出しました。市長会・町村会は鈴木

事務局長が要請書を受け取り、「内容は市長会

長と町村会長、各市町へ伝えていきます。私も

県立総合病院で働いていたが、コロナ以外でも

受診抑制など大変だと聞いている。静岡県は自

治体病院が多い、住民を本当に守ってくれるのは自治体病院、このままではその自治体

病院が立ち行かなくなる。守っていかなくてはならない」と、全国市長会・町村会では

すでに国へ財政支援の要望を行っており、共同して訴えていこうと確認しました。 

左から影山湖西市長、菊池、山本、中村 

左から鈴木事務局長、菊池、中村 
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5月 29日は浜松市へ要請書を提出、危機

管理課の小松管理監、石田課長、秘書課の大

橋専門監が対応しました。要請は静岡自治労

連の菊池、青池、中村、浜松医療センター労

組の村松書記長、佐久間病院労組の宮下委員

長、浜松市職の良知委員長で行い、村松書記

長からは浜松医療センターのコロナによる

病院の赤字経営について、宮下委員長からは

感染症対応によって職員の負担が増し、住民

の受診抑制で経営が厳しくなっている実態が訴えられました。 

小松管理監は、「要請の内容はおっしゃるとおり、この状況下で財政を一地方だけで

賄うことはできない。市としても国へ財政支援を求めていきたい」と、第 2波に備えて、

医療や感染症関連業務の体制をしっかり確保していきたいと答えました。 

6月 1日、湖西市の影山市長へ直接要請書

を手渡し、静岡自治労連の菊池、青池、中村、

湖西病院労組の山本委員長で要請内容を訴え

ました。山本委員長は、「コロナ対応で職員は

緊張しながら仕事をしている。感染患者はい

ないが、受診抑制で 4月の病院収益は昨年比

で数百万円減っている」と、病院への援助と

国に対する財政支援をお願いしました。 

影山市長は、「湖西病院の職員は、肉体的にも精神的にも厳しい環境の中で働いてい

る。ケアをしっかりしていきたい。コロナは落ち着いてきているが、第 2波、第 3波へ

向けて国や県に財政支援を働きかけている」と要請に対して理解と国へ訴えていくと答

えました。また、湖西病院が厚労省の再編統合のリストに挙げられたことに対し、「地

域医療構想についてお答えしたい。現時点では湖西病院の再編統合は考えていない。湖

西病院は地域医療の拠点として住民に求められている。厚労省にもそう言っている」と、

地域医療を守っていく強い意思を示してくれました。 

要請行動は、引き続きすすめていきます。 

 

静岡自治労連 6月 3日付 20夏季闘争ニュースより 

左から小松管理監、菊池、中村、村松、宮下、良知 
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染谷市長「水の問題は譲れない」 

リニア県民ネットで島田市長と懇談 

 
リニア新幹線を考える県⺠ネットワークはじめリニア関連の住⺠団体は、リニア中央新

幹線に関わる⽔減少問題について積極的に発⾔されている染⾕島⽥市⻑と 4 月 10 日懇談
し、意見交換をしながら一致点を確認しました。 

 
まず県⺠ネットから、「リニア新

幹線を巡る状況は静岡県、JR 東海
の間で協議をしてきた。静岡県は
2014 年以降水減少問題に取り組
み、工事で出た水を全量戻すこと
を主張しているという意味でぶれ
ていない。その背景には島田市を
はじめとした中下流域の自治体の
声が県を支えてきたからと考えま
す。染⾕市⻑が⽔問題で何を発信
しているのか具体的にお伺いした
いと思います」と問いかけました。 

 
染⾕市⻑はリニア新幹線による⼤井川の⽔量減少問題は、①河川流量の維持、②⽔質の保

全、③中下流の地下水の確保を解決することと述べました。地下水が枯れた場合の補償につ
いても、JR 東海は、「補償は期限の限度は定めない」と言うが、申請期限は 1 年と限られて

おり、認定の仕方も定かで
ない。地下水は、この水道
をはじめ、お茶などの農業
や食品、パルプなど大量の
水に頼っています。地下水
が、伏流水がしみこんでい
るものか、地下の水脈から
来ているのか解明しなけ
ればならず、今あるものは
これからも守りつづけな
ければならないと述べま
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した。 
 
さらに染⾕市⻑は、「静岡県が交渉できるのは河川管理者として許認可権限を持っている

から。県内で交渉できるのは静岡県と静岡市しかありません。私たちは地元の声を代表して
しっかりあげていきたいと思います。その意味でリニアに対しての主張は筋を通していく
必要があります。私はいろいろな思いがありますが、公式の場では市⻑として、市⺠のいの
ちとくらしに関わる水の問題は譲れないと言っていきたいと思います」と語りました。最後
に市⻑として⽔にこだわって進めていきたいと表明し懇談を終わりました。 
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