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はじめに 

 政府は 2019 年 4 月よりいよいよ外国人労働者を正式に受け入れ、国内産業の

人手不足に対応しようという議論をすすめている。今まで表向きには「単純労働

者」の受け入れを認めていなかったことから考えると、ようやく実態に即した制

度を整える準備が始まったといえる。もちろんその内容は、家族の帯同や、募集

分野などまだまだ議論の余地が残っているし、日本側の受け入れ体制に関しても

っと考える必要がある。そもそも単なる労働力として見ているのか、「人」に来て

もらうという考えがあるのか、問い直す必要があるだろう。しかし、それでもこ

の政策は特に人手不足に悩む、地方に強く影響を及ぼす政策といえるだろう。そ

して実際にその政策に期待している人々も多く存在するのも事実であろう。 

 さて本稿は特に深刻な人口減少に直面している地方への対策として、外国籍住

民を増やすことは可能かという点をテーマにしている。そのためここで明らかに

していくことは、人口減少対策としての外国人政策は機能しているのか、本当に

必要な人材は誰か、現在どのような問題に直面し、地方は何に力を入れているの

かといったことである。これらの問いから、今後の地方において真に必要な外国

人政策、そして移民政策を考えていくことにする。また対象とするのは私の所属

する大学がある、青森県である。筆者は青森に赴任して 7 年目になるが、年追う

ごとに人口減少問題は深刻さを増すばかりであり、その対策は現状に追い付いて

いない。このような地域は青森だけでなく、首都圏を除く全国各地で見うけるこ

とができる。そのため、あくまで青森の事例から考えるが、様々な点で他の地域

と重なることは多いだろう。 
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本稿ではまず青森の現状を紹介し、次に青森県の外国人に対する政策を概観す

る。その際、枠組みとして「交流人口」「循環人口」「共生人口」「関係人口」の四

つの視点からみていくことにする。用語の定義などについては後に提示する。そ

れらの分析から、現在の青森県の置かれている状況、進むべきだと考えられる方

向、今後の政策として求められるものをまとめていくことにする。 

 

1 人口減少に悩む青森県の現状 

 

1.1 一次産業のブランド戦略 

青森県といえば「リンゴ」「ねぶた祭り」「津軽三味線」などがすぐに頭に浮か

ぶだろう。また最近では、青森県産の米「晴天の霹靂」が特 A 評価を受け、首都

圏でも話題になっている。それ以外にも「ホタテ」「山芋」なども日本一の生産量

を誇っており、海産物も豊かで日本有数の自足率の高い地域である。具体的には

全国生産率 1 位が「リング、ニンニク、ごぼう、あんず、カシス、ヒバ、ブナ、

しらうお」などがあり、2 位は、「ひらめ、イカ、ホタテ、しじみ」などがある。

食料自給率（平成 25 年度概算値）は カロリーベースで 118％であり、全国 4 位

の高水準である（青森県農林水産部 2018：2）。産業構造的にも経済活動別構成比

（青森：平成 26 年度、全国平成 27 年度）を比較すると、製造業が低く（青森

14.1％、全国 20.1％）、農林水産業のウエイトが高いことがわかる（青森 3.9％、

全国 1.1％）。そのため、リンゴや米、マグロ（大間）、ニンニク（田子）、かぶ（野

辺地）など「青森県産」というブランド化戦略が進められ、注目を集めている。

ところがそういった商品や地域文化のブランド化が進められる一方で、それらの

産業を支える次世代の担い手が決定的に不足しているのも事実である。具体的に

まず人口減少の深刻さについて確認してみよう。 

 

1.2 深刻な人口減少 

現在の青森県の人口は平成 30 年 1 月 1 日現在で、1,276,120 人である。前年度

は 1,291,206 人であるため、総合的な人口増減数は-15,086 人（-1.17％）となって

いる。このうち自然増減数は-9,494 人（-0.74％）と前値の最多数を更新し、20 年

連続で自然減が更新されている。また社会増減率も-5,592 人で（-0.43％）となっ

ており、転出者が転入者を上回っていることがわかる（青森県統計分析課 2018）。

実際 1000 人あたりの人口増減率（対前年比）は秋田の-13.0％に続き、青森は-11.3％

と全国ワースト 2 位である（総務省統計局 2018）。さらに経済産業省「青森県の

地域経済分析」の予想では、2040 年には生産年齢人口は約 46.5 万人（50％）に対

し、老年人口は 38.7 万人（41％）となっている。平成 29 年度の報告では、生産

年齢人口が 724,104 人、老年人口が 403,170 人となっており、おおよそ 20 年で生

産年齢人口は 26 万人が減少すると予想されているわけである。 

 

1.3 高齢化が進む農林水産業の担い手 

県内の農林水産業の人口にも目をむけてみよう。まず県内純生産に占める第１

次産業の割合（平成 25 年）は 4.1％、全産業の就業人口に占める第１次産業の割

合は 13.0％と、それぞれ全国平均の 0.9％、5.0％に比べ高い水準となっている（青

森県農林水産部 2018：4）。ただし 2015 年の農林業センサスによると、青森県の

「農業就業人口」は 64,746 人。うち生産年齢人口が 29,488 人、65 歳以上が 35,258

人となっている。すなわち平成 27 年時点で農業就業者の 54％がすでに老年とな

っていることがわかる。同様に、漁業就業者も高齢化が進んでいる。就業者数は 

9,879 人で、全国順位は 3 位、全国に占める割合は 5.4％となっており、自営漁業

就業者数は 6,629 人、漁業雇われ就業者数は 3,250 人である。その中で、男性で 

60 歳以上は 3,816 人となり、48.0％を占めている。 

このように現在の農林水産業の担い手と今後の人口減少を合わせて考えてみる

と、決定的に労働力不足になってくることが明確となる。深刻な人口減少に直面

しているのはおそらく青森県だけでなく、他県の多くの自治体で急務の課題とな

っているのは間違いないだろう。行政も「地域おこし協力隊」等、率先して移住

の推奨に力を入れているし、また若者が自分たちの地域から流出しないような工

夫も打ち出しつつある。だが日本全体の人口が減少している中では、根本的な解

決にならないのは周知のことである。そのため青森県でも各産業の人材不足対策

として海外に労働力を求める動きも徐々に進められつつある。特に技能実習制度

を中心とした実質的な単純労働者の導入が進められており、今後その流れはさら

に活発化すると考えられる。またサービス業としての福祉分野への外国籍者の導

入も検討されているほか、農業（果樹園などの）分野へのテコ入れが進められて
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いる。そこで具体的にどのような対策が取られているのか、具体的に検討してい

くことにする。ただしその前に、労働力という視点から将来を考えるにあたり、

ICT の導入による、労働力不足の解消という点も検討しておく。 

 

1.4 ICT か外国人労働者か 

 2017 年に野村総合研究所が出版した『誰が日本の労働力を支えるのか？』（2017、

東洋経済新聞社）では今後の ICT 化の進展にともない、現在の人的労働力を ICT

によって代替することが可能な確率「職業別代替可能確率の推計」が提示されて

いる。すなわち日本の人口が減少していく中で、今後の労働力は海外からの人材

か、ロボット化や ICT 化によって代替するしか選択肢はない。逆に言えば、ロボ

ット化・ICT 化を進めても、どうしても人手が必要な産業がある。それを精査し

て集中的に補っていくことが必要だといえる。 

 さて今後の青森の産業を占う意味でも、先の本より農林漁業分野の代替可能性

率を見ていきたい。というのも青森の産業の中心はやはり農林水産業だからであ

る。本の巻末資料では、産業のロボット・ICT 代替率は以下のように示されてい

る。稲作 82.6％、果樹栽培 52.9％、ハウス野菜栽培者 75.3％、畑作農業者 71.4％、

酪農 92.8％、林業作業者 11.5％、沿岸漁業者 26.6％、水産養殖作業者 60.4％。こ

の数字を信じるならば、農業および、水産養殖はなんとか人口減少に耐えうる可

能性がある。すなわち大規模な機械導入によって生産性の減少を回避するわけで

ある。逆に、沿岸漁業、林業は機械による代替可能性が低いことがわかる。また

果樹栽培の関しては機械化と人員確保の両面を視野に入れていかなくてはならな

い。もちろん、そもそもそういった大規模な機械化をするための予算はどこから

来るのかといった根本的な問題があるので、これはあくまで可能性であろう。今

後 ICT 化・ロボット化はどの程度のペースで進んでいくのか、まだまだ模索状態

だといえる。 

では青森県の現状はどうか。先にも述べたが青森の第一次産業の割合は、全国

的に高い割合になっており、担い手が高齢化していることも指摘されていた。こ

のような ICT 技術の導入に関して、例えば平井はドイツの事例を紹介している。

ドイツでは労働力不足より、リンゴの収穫に関して機械化が進められている。こ

のような機械化は報告書でも指摘があったが、そのまま日本の生産様式に適応で

きるものではないものの、今後の可能性を感じさせるものである（平井 2016）2)。 

現状では ICT 化、ロボット化を積極的に導入しても、少なくとも 20 年以内に

現在の 65 歳以上の第一次産業従事者の担い手の代わりになるのは難しいと考え

られる。すぐにスタートしようとしても機械化に伴うコストの問題や、導入に際

しての実証実験など様々な課題がある。そしてもし第一次産業の人材が現状のま

ま推移、すなわち人手が足りなくなってくると、機械化の前に産業そのものが崩

壊していく危険性がある。では青森県では人手不足に対する外国籍者の動員はど

こまですすんでいるのか。海外からの人材という視点をみていこう。 

 

2 青森県における人口減少対策の現状  

 

2.1 人口減少対策の視点：「交流人口」「循環人口」「共生人口」「関係人口」 

人口減少対策としては三つの領域からの分析することができる。まず観光など

を通じた「交流人口」が指摘できる。観光などで訪れる人が多ければ、一時的で

あれ人口が増加したのと同じ経済効果がもたらされる。例えば、祭りや旅行など

の目的で多くの人に訪問してもらうことで、地域は活気が出るし、また生活も潤

うといえる。さらに地元の特産物や、製品などもお土産として買ってもらい、地

域を宣伝することができる。そのため地方の自治体はまずこの「交流人口」をと

りあえず増加させるための方策を練っている。その方策としては、例えば観光名

所の外部への PRや、海外からの観光客向けに多言語サービスなどを行っている。

地域のブランド化戦略といえるだろう。ただしこの戦略はあくまでゲストの増加

を目的とするものであり、それがイコール人口減少対策に結びつくわけではない。

そもそもホスト社会の人口が減少しているなかでは、いずれ地元の産業が衰退し、

人を迎えることもできなくなる。そのためいかに地域で働く人に来てもらうか、

増やすかが鍵になっている。 

地元の労働力の増加を考えるならば、一時的にでも働いてもらえる「循環人口」

の増加が地域を救う鍵となる。人はそもそも移動する動物であり、仕事を求めて

移住が繰り返されることは多い。しかしながら流出より流入が増えれば、それは

人口が増えたのと同じ効果を持つだろう。人口が増えればその分、消費も増え、

経済が循環し街も活気づく。ただし日本全体の人口が減っている中では、やはり
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いる。すなわち日本の人口が減少していく中で、今後の労働力は海外からの人材

か、ロボット化や ICT 化によって代替するしか選択肢はない。逆に言えば、ロボ

ット化・ICT 化を進めても、どうしても人手が必要な産業がある。それを精査し

て集中的に補っていくことが必要だといえる。 

 さて今後の青森の産業を占う意味でも、先の本より農林漁業分野の代替可能性

率を見ていきたい。というのも青森の産業の中心はやはり農林水産業だからであ

る。本の巻末資料では、産業のロボット・ICT 代替率は以下のように示されてい

る。稲作 82.6％、果樹栽培 52.9％、ハウス野菜栽培者 75.3％、畑作農業者 71.4％、

酪農 92.8％、林業作業者 11.5％、沿岸漁業者 26.6％、水産養殖作業者 60.4％。こ

の数字を信じるならば、農業および、水産養殖はなんとか人口減少に耐えうる可

能性がある。すなわち大規模な機械導入によって生産性の減少を回避するわけで

ある。逆に、沿岸漁業、林業は機械による代替可能性が低いことがわかる。また

果樹栽培の関しては機械化と人員確保の両面を視野に入れていかなくてはならな

い。もちろん、そもそもそういった大規模な機械化をするための予算はどこから

来るのかといった根本的な問題があるので、これはあくまで可能性であろう。今

後 ICT 化・ロボット化はどの程度のペースで進んでいくのか、まだまだ模索状態

だといえる。 

では青森県の現状はどうか。先にも述べたが青森の第一次産業の割合は、全国

的に高い割合になっており、担い手が高齢化していることも指摘されていた。こ

のような ICT 技術の導入に関して、例えば平井はドイツの事例を紹介している。

ドイツでは労働力不足より、リンゴの収穫に関して機械化が進められている。こ

のような機械化は報告書でも指摘があったが、そのまま日本の生産様式に適応で

きるものではないものの、今後の可能性を感じさせるものである（平井 2016）2)。 

現状では ICT 化、ロボット化を積極的に導入しても、少なくとも 20 年以内に

現在の 65 歳以上の第一次産業従事者の担い手の代わりになるのは難しいと考え

られる。すぐにスタートしようとしても機械化に伴うコストの問題や、導入に際

しての実証実験など様々な課題がある。そしてもし第一次産業の人材が現状のま

ま推移、すなわち人手が足りなくなってくると、機械化の前に産業そのものが崩

壊していく危険性がある。では青森県では人手不足に対する外国籍者の動員はど

こまですすんでいるのか。海外からの人材という視点をみていこう。 

 

2 青森県における人口減少対策の現状  

 

2.1 人口減少対策の視点：「交流人口」「循環人口」「共生人口」「関係人口」 

人口減少対策としては三つの領域からの分析することができる。まず観光など

を通じた「交流人口」が指摘できる。観光などで訪れる人が多ければ、一時的で

あれ人口が増加したのと同じ経済効果がもたらされる。例えば、祭りや旅行など

の目的で多くの人に訪問してもらうことで、地域は活気が出るし、また生活も潤

うといえる。さらに地元の特産物や、製品などもお土産として買ってもらい、地

域を宣伝することができる。そのため地方の自治体はまずこの「交流人口」をと

りあえず増加させるための方策を練っている。その方策としては、例えば観光名

所の外部への PRや、海外からの観光客向けに多言語サービスなどを行っている。

地域のブランド化戦略といえるだろう。ただしこの戦略はあくまでゲストの増加

を目的とするものであり、それがイコール人口減少対策に結びつくわけではない。

そもそもホスト社会の人口が減少しているなかでは、いずれ地元の産業が衰退し、

人を迎えることもできなくなる。そのためいかに地域で働く人に来てもらうか、

増やすかが鍵になっている。 

地元の労働力の増加を考えるならば、一時的にでも働いてもらえる「循環人口」

の増加が地域を救う鍵となる。人はそもそも移動する動物であり、仕事を求めて

移住が繰り返されることは多い。しかしながら流出より流入が増えれば、それは

人口が増えたのと同じ効果を持つだろう。人口が増えればその分、消費も増え、

経済が循環し街も活気づく。ただし日本全体の人口が減っている中では、やはり
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海外からの労働力の導入が重要になってくる。その意味で、技能実習制度は「労

働力」という点はでは、重要な制度であったといえる。もちろん「高度人材」の

受け入れは望ましいことであるが、それらの人は基本的には都市型の生活を送っ

ている。地方の人手不足に対応するには、やはり単純労働に従事してくれる人を

受け入れていくしかないだろう。そのため何年かごとのローテーションであれ、

循環して働いてくれる人々がほしい。これが「循環人口」であり、たとえ任期が

切れて帰国したとしても、同数かそれ以上の人が働きに来てくれれば、人口が増

加したと同じ結果になる。今回の制度改正で最も注目を集めている「特定技能 1

号（滞在期間 5 年の単純労働者）」の受け入れがこれであり、まさしく今後の循環

人口の主翼となるであろう。 

 さて現行の技能実習制度は帰国が前提であり、彼（女）らが日本で働いている

間は、生活者というより、軍隊に入隊した人たちが一定期間外部から隔離され、

訓練を受けているような状態を思い起こさせる。そのため除隊した後に家族のも

とに帰り、入隊前と同じ生活に戻るだけの繰り返しである。その点を変更するの

が「特定技能 2 号」の案であり、家族の呼び寄せ、永住を前提とした制度の導入

である。もしこの制度が成立すれば、循環人口から「共生人口」への橋渡しが可

能になるだろう。すなわち日本に永住、そして将来的な国民になってもらうとい

う意味での「共生人口」の増加である。現行の制度においては、この「共生人口」

の増加のための手立てはなにもなかった。その意味では本当の意味で、地方の人

口減少対策として機能する可能性はある。ただし「特定技能 1 号」状態の 5 年が

やはり外部と遮断された生活であれば、その反動として開放された瞬間に地元離

れが進むことが考えられる。仕事さえ見つかれば、結局、都市部に移住する人も

増えるだろう。そう考えると地方の「共生人口」を増加させるためには、最初の

5 年間でいかに地元への愛着が増すかという点が大きい。住みやすい、暮らしや

すい、安全、仕事もあり、子どもを育てるにも安心であれば、必然的に移住者は

増えるであろう。5 年間働かせるのではなく、5 年の間に地域を好きになってもら

うことこそが、その後の特定技能 2 号による滞在者の増加につながるし、地域の

安定にもつながる。このような「共生人口」の視点が今後ますます重要になって

くる。 

さて、+αとしての「関係人口」という点も昨今注目を集めている。これは地域

に住んでいないものの、その地域と深い関係を持ち続けている人々の存在である。

観光においても、仕事においても、例えば都市と地域を往復する人は存在する。

こうした「関係人口」は、そのまま外部へのネットワークとして機能し、人の交

流を増加させる役割を持つであろう。また先の特定技能で帰国した人が新しく起

業し、出身国と働いていた地域を結ぶ人材になる可能性もある。こうした「関係

人口」は表面上（数値上）人口増加には結びつかないものの、増加のための社会

的インフラとして機能するであろう。 

さて、この 3 つの人口減少対策+1 を分析の枠組みとして、青森県の現状を分析

していくことにする。 

 

2.2 「交流人口」：観光と商品のブランド化を図る青森  

 まず青森といえば「ねぶた祭り」が有名である。毎年 8 月 2 日～7 日に青森市

で開催され、おおよそ 280～290 万人が来訪する。青森市の人口が約 28 万人程度

なので、おおよそ 10 倍に膨れ上がるといえる。ねぶた祭には当然、海外からの客

も訪問し、青森市の観光の目玉としてなくてはならないものになっている。ちな

みに 2016 年の調査では、ホテルの値段は平均で約 2.5 倍に跳ね上がるが、それで

も宿の予約がとれないという問題が明らかになった（佐々木 2015）。同様に県内

各地では大きなお祭りがある。例えば弘前市で同じ時期に行われる、「ねぷた祭

り」、八戸市の「三社大祭」、その他五所川原市では「立ち佞武多」、黒石市でも「ね

ぷた」が行われる。表 1 を参照してもらうとわかるが、青森県の主要都市、青森、

弘前、八戸、五所川原で毎年 100 万人以上の人出となっている（青森県 2016）。

このような県内各所での祭りは青森県の GDP を約 1％増加させるとの指摘もあ

り、祭り依存型経済といっても過言ではないだろう（宮田・小松 2017：292）。 

また近年では年間を通じてこのようなイベントによる集客に力を入れているの

が特徴である。秋には紅葉、冬場にはスキー客の誘致を積極的におこなっている。

特に近年ではインバウンドの強化が図られおり、2017 年 1 月から天津と青森を結

ぶチャーター便が週 4 往復するようになった。冬場、雪に閉ざされる青森では、

その時期に多くの観光客を呼び込むことができれば安定した収入になるだろう。

また風光明媚で独自の文化を残す青森は、豪華客船の就航スポットとしても定評

があり、外国人観光客数が年々増加している。例えば 2014 年 20 隻、2015 年 21
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海外からの労働力の導入が重要になってくる。その意味で、技能実習制度は「労

働力」という点はでは、重要な制度であったといえる。もちろん「高度人材」の

受け入れは望ましいことであるが、それらの人は基本的には都市型の生活を送っ

ている。地方の人手不足に対応するには、やはり単純労働に従事してくれる人を

受け入れていくしかないだろう。そのため何年かごとのローテーションであれ、

循環して働いてくれる人々がほしい。これが「循環人口」であり、たとえ任期が

切れて帰国したとしても、同数かそれ以上の人が働きに来てくれれば、人口が増

加したと同じ結果になる。今回の制度改正で最も注目を集めている「特定技能 1

号（滞在期間 5 年の単純労働者）」の受け入れがこれであり、まさしく今後の循環

人口の主翼となるであろう。 

 さて現行の技能実習制度は帰国が前提であり、彼（女）らが日本で働いている

間は、生活者というより、軍隊に入隊した人たちが一定期間外部から隔離され、

訓練を受けているような状態を思い起こさせる。そのため除隊した後に家族のも

とに帰り、入隊前と同じ生活に戻るだけの繰り返しである。その点を変更するの

が「特定技能 2 号」の案であり、家族の呼び寄せ、永住を前提とした制度の導入

である。もしこの制度が成立すれば、循環人口から「共生人口」への橋渡しが可

能になるだろう。すなわち日本に永住、そして将来的な国民になってもらうとい

う意味での「共生人口」の増加である。現行の制度においては、この「共生人口」

の増加のための手立てはなにもなかった。その意味では本当の意味で、地方の人

口減少対策として機能する可能性はある。ただし「特定技能 1 号」状態の 5 年が

やはり外部と遮断された生活であれば、その反動として開放された瞬間に地元離

れが進むことが考えられる。仕事さえ見つかれば、結局、都市部に移住する人も

増えるだろう。そう考えると地方の「共生人口」を増加させるためには、最初の

5 年間でいかに地元への愛着が増すかという点が大きい。住みやすい、暮らしや

すい、安全、仕事もあり、子どもを育てるにも安心であれば、必然的に移住者は

増えるであろう。5 年間働かせるのではなく、5 年の間に地域を好きになってもら

うことこそが、その後の特定技能 2 号による滞在者の増加につながるし、地域の

安定にもつながる。このような「共生人口」の視点が今後ますます重要になって

くる。 

さて、+αとしての「関係人口」という点も昨今注目を集めている。これは地域

に住んでいないものの、その地域と深い関係を持ち続けている人々の存在である。

観光においても、仕事においても、例えば都市と地域を往復する人は存在する。

こうした「関係人口」は、そのまま外部へのネットワークとして機能し、人の交

流を増加させる役割を持つであろう。また先の特定技能で帰国した人が新しく起

業し、出身国と働いていた地域を結ぶ人材になる可能性もある。こうした「関係

人口」は表面上（数値上）人口増加には結びつかないものの、増加のための社会

的インフラとして機能するであろう。 

さて、この 3 つの人口減少対策+1 を分析の枠組みとして、青森県の現状を分析

していくことにする。 

 

2.2 「交流人口」：観光と商品のブランド化を図る青森  

 まず青森といえば「ねぶた祭り」が有名である。毎年 8 月 2 日～7 日に青森市

で開催され、おおよそ 280～290 万人が来訪する。青森市の人口が約 28 万人程度

なので、おおよそ 10 倍に膨れ上がるといえる。ねぶた祭には当然、海外からの客

も訪問し、青森市の観光の目玉としてなくてはならないものになっている。ちな

みに 2016 年の調査では、ホテルの値段は平均で約 2.5 倍に跳ね上がるが、それで

も宿の予約がとれないという問題が明らかになった（佐々木 2015）。同様に県内

各地では大きなお祭りがある。例えば弘前市で同じ時期に行われる、「ねぷた祭

り」、八戸市の「三社大祭」、その他五所川原市では「立ち佞武多」、黒石市でも「ね

ぷた」が行われる。表 1 を参照してもらうとわかるが、青森県の主要都市、青森、

弘前、八戸、五所川原で毎年 100 万人以上の人出となっている（青森県 2016）。

このような県内各所での祭りは青森県の GDP を約 1％増加させるとの指摘もあ

り、祭り依存型経済といっても過言ではないだろう（宮田・小松 2017：292）。 

また近年では年間を通じてこのようなイベントによる集客に力を入れているの

が特徴である。秋には紅葉、冬場にはスキー客の誘致を積極的におこなっている。

特に近年ではインバウンドの強化が図られおり、2017 年 1 月から天津と青森を結

ぶチャーター便が週 4 往復するようになった。冬場、雪に閉ざされる青森では、

その時期に多くの観光客を呼び込むことができれば安定した収入になるだろう。

また風光明媚で独自の文化を残す青森は、豪華客船の就航スポットとしても定評

があり、外国人観光客数が年々増加している。例えば 2014 年 20 隻、2015 年 21
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隻、2016 年 21 隻、2017 年 22 隻の寄港実績があり、2018 年は 25 隻の寄港予定と

なっている。青森港の整備により、大型客船が就航できるようになり、2018 年の

乗客定員数は 25 隻で、計 34,829 人となっている 3)。 

 このような「交流人口」の増加対策は短期的な経済効果が高く、また効果が分

かりやすいということで積極的に取り組まれている。その取り組みは確かに結果

に結びついており、東北六県の中でも外国人宿泊者数が 2017 年に 1 位となって

いる。2010 年には 5 万 9100 人であったのが、2017 年には 23 万 9150 人で、おお

よそ 4 倍の数値となった。注目すべきはこの背景の一つに、「輸出リンゴの高い認

知度」「リンゴ効果」があるとの指摘である 4)。すなわち地域の産業が海外の観光

客の誘客につながるという視点である。このことはますます地元産業の活性化、

人手不足の解消を考えなくてはならないことにつながっている。 

 

 
出典：青森県観光国際戦略局 2017『平成 28 年 青森県観光入込客統計』13 頁 

 

2.3「循環人口」：技能実習生に頼る農林水産業 

「循環人口」の中で、まず技能実習生の傾向をみていこう。青森県では他県に

比べるとその規模は圧倒的に少ないものの、徐々に技能実習生が増加している 5)。

技能実習生の数は表 2 のように、ここ 5～6 年で倍増していることがまず指摘で

きる。現在の技能実習生の中核をなすベトナム人は 2013 年が 133 人（在留資格別

の統計不明）であったのが、2017 年には技能実習生だけで 937 人（留学生は 82

人、その他を含め総計 1,093 人）に増加している。また中国人は 2013 年に技能実

（単位：千人）

行事名・イベント名 開催期間 平成26年 平成27年度 平成28年度 対前年比％

青森ねぶた祭り 青森市、８月2日～7日 2,590 2,690 2,760 102.6
弘前さくらまつり 弘前市、４月16日～５月5日 2,300 2,260 2,360 104.4
弘前ねぷたまつり 弘前市、８月1日～7日 1,300 1,660 1,700 102.4
八戸三社大祭 八戸市、７月31日～８月4日 1,143 1,128 1,178 104.4

五所川原立佞武多 五所川原市、８月4日～8日 1,040 1,060 1,110 104.7
八戸七夕まつり 八戸市、７月15日～18日 450 390 400 102.6

弘前城菊と紅葉まつり 弘前市、10月21日～11月13 436 452 388 74.8
五所川原花火大会 五所川原市　8月3日 300 280 280 100.0
金木桜まつり 五所川原市、4月29日～5月5日 340 297 258 86.9
八戸えんぶり 八戸市、２月17日～20日 157 249 233 93.6

弘前城雪灯籠まつり 弘前市、２月11日～14日 200 220 230 104.5
十和田市秋まつり 十和田市　9月9日 295 215 230 107.0

表1　主要行催事・イベントの観光入込客数

習生は 651 人であったのが 2016 年は 461 人、2017 年は 473 人（留学生 140 人、

その他を含め総計 1,217 人）と減少もしくは横ばい傾向にある 6)。そのため技能

実習生の中心がベトナム人に移行していることがわかる。 

 

表 2 青森県の技能実習生数の推移 （単位：人） 

年 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

人数 779 786 864 995 1,271 1,650 

 出典：在留外国人統計（法務省）より筆者作成 

 

 では、どの産業分野で技能実習生が雇用されているのか。青森ではすでに指摘

したようにリンゴの生産数が全国 1 位であり、海外でも高い評価を受けている。

しかしながら同時に、第一次産業の労働者の高齢化が進み、人手不足が叫ばれて

いる。ただし技能実習生では団体監理型をとっているため、個人農家が多い青森

県では制度の運用が難しいという現実があった。そのため 2017 年に農業分野に

関する技能実習制度の規制緩和を求め、青森県と黒石市が政府に要望を出した。

それが同年 12 月 26 日の閣議で決定され、実習生は繁忙期にはリンゴの収穫およ

び出荷作業の実習、そして農閑期の冬場には農協の施設で野菜の選別作業などに

従事できるようになり、通年を通じて労働力を確保することができるようになっ

た。この前例となったのが、弘前市の相馬村農協が 2016 年からリンゴの収穫にベ

トナム人実習生を採用したことであり、当時地元紙などにも大きく取り上げられ

注目を集めた。今後はます

ます農業分野の人手不足解

消のために、海外から労働

力が動員されることになる

だろう。 

その他、水産加工食品な

どの工場や、縫製工場、造船

工場で技能実習生が働いて

いる。2015 年に筆者が調査で八戸市の北日本造船に訪れた際には、84 名の技能実

習生が在籍していた。彼（女）らの国籍は中国とベトナムであった。また青森中
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隻、2016 年 21 隻、2017 年 22 隻の寄港実績があり、2018 年は 25 隻の寄港予定と

なっている。青森港の整備により、大型客船が就航できるようになり、2018 年の

乗客定員数は 25 隻で、計 34,829 人となっている 3)。 

 このような「交流人口」の増加対策は短期的な経済効果が高く、また効果が分
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客の誘客につながるという視点である。このことはますます地元産業の活性化、

人手不足の解消を考えなくてはならないことにつながっている。 

 

 
出典：青森県観光国際戦略局 2017『平成 28 年 青森県観光入込客統計』13 頁 

 

2.3「循環人口」：技能実習生に頼る農林水産業 
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小企業経友会は溶接、農業、水産加工、食品関係など約 903 社から成り立ってお

り、そのうち 20 社程度が技能実習生を受け入れている。そこでもやはり中国人、

ベトナム人が中心であり、今後はベトナム人が中心になっていくことを示唆して

いた 7)。 

技能実習生以外では、経済連携協定（EPA）により、むつ市にある特別養護老人

ホームに 2016 年現在で 4 名の外国人介護福祉士候補者が在籍している。国籍は

インドネシアとベトナムである。この老人ホームはこれまで 8 名の受け入れを行

い、介護福祉士の国家試験に合格させている。特にこの老人ホームでは、受け入

れにあたり、ここで働くことが「キャリアパス」になることを明確に伝え、あく

まで「人材」養成を中心に行っている。そのため、来日する人々も介護福祉士の

資格を目標として働いている。その結果、候補者、入居者、職員ともに満足度が

高くなっていると報告されている（田中 2017：27-39）。 

近年では日本語学校に通う外国人留学生が増加しており、彼（女）たちが例え

ばコンビニの店員などサービス業などの人員不足を補完している。青森県ではま

だこのような日本語学校に通う留学生は少なく、首都圏ほどには働いている留学

生はみかけない。ただし大学によっては積極的に留学生を受け入れようという動

きがあり、ベトナム人留学生の増加がみられる。青森県における大学進学率は約

4 割で全国でも低い。また県内に残る若者も少なく、人口の社会減も問題視され

ている。このようなことから、今後、学生数確保のために積極的に日本語学校や

大学に通う留学生を受け入れることはじゅうぶん考えられる。もっとも最近は「留

学」が単純労働の隠れ蓑になっているとの指摘がある。そのため、制度の変更と

共に留学の目的や、来日する学生の選定も変化していく可能性はあるだろう。 

その他、青森ならではの特殊な事例として、三沢市に米軍基地があり、その人

口が市を支えているという現状がある。三沢市には米空軍が駐屯しており、その

軍属は約 8,000 人といわれている。三沢市は 2017 年現在で外国人登録者数が 410

人、人口は 39,847 人である。軍属をあわせると約 20％が外国籍者ということにな

る。三沢市では毎年ジャパンデー、アメリカンデー、航空祭などのイベントが行

われており、交流人口を支えるのも米軍基地との関係によっている。 

ただしこのような循環人口は技能実習生に関しては企業、留学生は教育機関に

よって支えられており、行政が積極的に受け入れを展開しているわけではない。

行政はどのように循環人口を増やすか、またどのように外国籍者を受け入れるか

という対策は考えていない。先に述べたように、交流人口の増加のための活動が

中心といえる。青森市に県の国際交流協会があるが、まさしく「国際交流」的な

事業が多く、生活者としての外国人へのサービスは日本語学校の紹介程度にとど

まっている。もちろんそこで働いている人の数も少なく、大きく転換することは

現場においては不可能なことはよくわかる。それは協会の問題というより、やは

り県や市が全体として「人」を受け入れるとういう方針を打ち出していないこと

に起因するといえる。そのため、10 年先を見越した、住民受け入れのため自治体

としての施策を早急に考える必要があるといえるだろう。 

 

2.4「共生人口」：永住者もしくは長期滞在者としての外国人住民 

 「循環人口」を定住化へ結びつけるような方策がな

いため、結果として永住者の数は増加しているわけ

ではない。永年住んでいた在日コリアンも日本国籍

者と同様、高齢化を迎えている。「交流人口」の増加

が「循環人口」、そして「共生人口」の増加へと結び

ついていくことが理想といえるが、現状は厳しい。 

そんな中でも珍しい事例であるが、ネパール人が

増加し、永住権の取得を希望している人が多い。たい

ていの場合は、最初から青森に来るのではなく、知り

合いのつてで来日。そ

の後、例えば東京や大阪、名古屋等の大都市で出店

し、個人的なネットワークを通じて青森で店を構え

ることになったパターンが多い。青森県八戸市は

2015 年の調査時に 20 店舗、青森市は 2017 年に 4

店舗、インド・ネパール系のカレー店がある。青森

の生活は静かで治安がいいという点が魅力だとい

う人が多い。また将来的には母国に戻って働きたい

という人が多かった。家族や子供が本国に居住して

いるためだという。逆に家族で移住しているケース
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ベトナム人が中心であり、今後はベトナム人が中心になっていくことを示唆して
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技能実習生以外では、経済連携協定（EPA）により、むつ市にある特別養護老人
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もあり、その場合は子どもの教育が最大の問題となる。この点は他の永住者と同

様の問題といえるだろう。青森市内のカレー店で働くネパール人の聞き取りでは、

子どもをネパールに残して夫婦で働いている方の話をきけた。もちろん子どもと

一緒に生活するのがもっともよいが、将来の問題、言語の問題などを考えて、本

国の両親に預けているという。年に一度程度、本国に帰るか、子どもを呼んでい

るという。店主自身は将来的には永住権を取得したいと考えており、地方都市の

住みやすさ、そして近年同胞が増えてきたのがその理由だと語った。現在（2018

年）検討されている、特定技能 1 号の在留資格は家族の呼び寄せを禁止している。

そのこと自体は当然議論の余地はあるが、それ以上に家族を呼び寄せた時の、現

実的な問題を早急に考える必要があるだろう。すなわち、外国籍の子どもの教育

問題といった受け入れ体制である。家族を呼びたくないような地域であれば、結

局、優秀な人材であってもいつか帰国して関係が切れてしまう。青森に限らず、

地方都市は東京などに比べ、物価が安く、自然環境が良く、食材なども豊富で、

住居は安いといった利点がある。その意味で、もう少し人口が増え、活気が出て

くればもっと暮らしやすくなるのは間違いないだろう。このような利点をアピー

ルし、自治体として受け入れる方策を早急に考える必要があるだろう。 

その他、ネパール人ほど目立ってはいないが、県内にはフィリピン人の永住者

も居住している。彼女たちの話から、現在までの青森での共生の現状が明らかに

なる。確なデータはないが、出会った方の話を聞く限り、多くは女性で離婚して

いる方々が多いようである。また子どもも 20 歳近くとなっており、県内の大学で

フィリピン系の学生に出会うことも少なくない。彼（女）らの多くは、他の学生

と同じように日本語を話し、自らがマルチ・エスニックであることを自ら言わな

ければ、わからない状態にある。いわれれば若干顔立ちが違うかと感じる程度で

ある。その意味ではかなり同化が進んでいることがわかる。そういった背景を強

みとして、ミスユニバースの青森県代表になった学生もおり、今後の活躍も期待

されている。現在までのところ、人数的に多くないこともあり、特別な施策、教

育の工夫などを行っている話はきかない。おそらく、まだ個々の教員や保護者が

努力し対応できる範囲なのだと思われる。 

最大数の永住者である在日コリアンに関しては、完全に街に溶け込んでおり、

今ではあまり話題にのぼらない。長年青森に在住している方に聞くと、たまに青

森駅の近くに多く住んでいたといったことを聞くことはあるが、ほとんどわから

ない。 

 永住者の人口が少ないため、直接出会って話す機会も少ないが、特徴としては

善くも悪くも溶け込んでいる、目立たないという感じがある。ここから外国籍者

が埋没しているのか、共生がうまくいっているのか判断は難しい。ただ青森県は

昔から様々な背景を持った人が住んできた地域である。縄文文化からはじまりア

イヌ民族やマタギが生活していた。戦時中には朝鮮出身者が軍事工場で働き、ハ

ンセン病療養所もある。先に指摘した三沢基地も含め様々な出自を持った人が入

り混じって生きてきた土地柄があるのかもしれない。 

 

2.5 「関係人口」：貿易、文化の輸出を通じて展開する 

 さて、「交流人口」「循環人

口」「共生人口」といった、直

接的な人口増加に反映する

ような枠組みとは違うが、青

森県内の注目すべき取り組

みとして、加工食品の輸出や、

文化の伝承などに関わる「関

係人口」の事例を紹介したい。 

青森は冒頭にも述べたが、第一次産業が盛んであり、全国から注目される食材

が多い。「大間のまぐろ」「田子のニンニク」「リンゴ」などはその代表的な例であ

る。こうしたすでに有名な食材以外にも多くの農作物、畜産品、水産品などがあ

るため、新しい食材を求めて青森に来訪する関係者、そしてその食材を売り込む

人々などが存在する。その中で特

にユニークなのがグローバルフィ

ールドという会社の取り組みであ

る。この会社では青森県産のシャ

モロックを、ハラル食材として専

門に加工している。ハラル食材と

は周知のように、イスラムの戒律
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もあり、その場合は子どもの教育が最大の問題となる。この点は他の永住者と同

様の問題といえるだろう。青森市内のカレー店で働くネパール人の聞き取りでは、

子どもをネパールに残して夫婦で働いている方の話をきけた。もちろん子どもと

一緒に生活するのがもっともよいが、将来の問題、言語の問題などを考えて、本

国の両親に預けているという。年に一度程度、本国に帰るか、子どもを呼んでい

るという。店主自身は将来的には永住権を取得したいと考えており、地方都市の

住みやすさ、そして近年同胞が増えてきたのがその理由だと語った。現在（2018

年）検討されている、特定技能 1 号の在留資格は家族の呼び寄せを禁止している。

そのこと自体は当然議論の余地はあるが、それ以上に家族を呼び寄せた時の、現

実的な問題を早急に考える必要があるだろう。すなわち、外国籍の子どもの教育

問題といった受け入れ体制である。家族を呼びたくないような地域であれば、結

局、優秀な人材であってもいつか帰国して関係が切れてしまう。青森に限らず、

地方都市は東京などに比べ、物価が安く、自然環境が良く、食材なども豊富で、

住居は安いといった利点がある。その意味で、もう少し人口が増え、活気が出て

くればもっと暮らしやすくなるのは間違いないだろう。このような利点をアピー

ルし、自治体として受け入れる方策を早急に考える必要があるだろう。 

その他、ネパール人ほど目立ってはいないが、県内にはフィリピン人の永住者

も居住している。彼女たちの話から、現在までの青森での共生の現状が明らかに

なる。確なデータはないが、出会った方の話を聞く限り、多くは女性で離婚して

いる方々が多いようである。また子どもも 20 歳近くとなっており、県内の大学で

フィリピン系の学生に出会うことも少なくない。彼（女）らの多くは、他の学生

と同じように日本語を話し、自らがマルチ・エスニックであることを自ら言わな

ければ、わからない状態にある。いわれれば若干顔立ちが違うかと感じる程度で

ある。その意味ではかなり同化が進んでいることがわかる。そういった背景を強

みとして、ミスユニバースの青森県代表になった学生もおり、今後の活躍も期待

されている。現在までのところ、人数的に多くないこともあり、特別な施策、教

育の工夫などを行っている話はきかない。おそらく、まだ個々の教員や保護者が

努力し対応できる範囲なのだと思われる。 

最大数の永住者である在日コリアンに関しては、完全に街に溶け込んでおり、

今ではあまり話題にのぼらない。長年青森に在住している方に聞くと、たまに青

森駅の近くに多く住んでいたといったことを聞くことはあるが、ほとんどわから

ない。 

 永住者の人口が少ないため、直接出会って話す機会も少ないが、特徴としては

善くも悪くも溶け込んでいる、目立たないという感じがある。ここから外国籍者

が埋没しているのか、共生がうまくいっているのか判断は難しい。ただ青森県は

昔から様々な背景を持った人が住んできた地域である。縄文文化からはじまりア

イヌ民族やマタギが生活していた。戦時中には朝鮮出身者が軍事工場で働き、ハ

ンセン病療養所もある。先に指摘した三沢基地も含め様々な出自を持った人が入

り混じって生きてきた土地柄があるのかもしれない。 

 

2.5 「関係人口」：貿易、文化の輸出を通じて展開する 

 さて、「交流人口」「循環人

口」「共生人口」といった、直

接的な人口増加に反映する

ような枠組みとは違うが、青

森県内の注目すべき取り組

みとして、加工食品の輸出や、

文化の伝承などに関わる「関

係人口」の事例を紹介したい。 

青森は冒頭にも述べたが、第一次産業が盛んであり、全国から注目される食材

が多い。「大間のまぐろ」「田子のニンニク」「リンゴ」などはその代表的な例であ

る。こうしたすでに有名な食材以外にも多くの農作物、畜産品、水産品などがあ

るため、新しい食材を求めて青森に来訪する関係者、そしてその食材を売り込む

人々などが存在する。その中で特

にユニークなのがグローバルフィ

ールドという会社の取り組みであ

る。この会社では青森県産のシャ

モロックを、ハラル食材として専

門に加工している。ハラル食材と

は周知のように、イスラムの戒律
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にのっとったやり方で処理された食物である。例えば、この工場では採卵からふ

化、育雛、飼育、食肉処理、販売にいたるまで、すべて戒律にそったやり方で管

理している。イスラムの戒律で禁じられている食材としての豚は、なにも食べる

ことだけではない。つまり、近年の鶏に与えられる飼料には豚が使われている（ポ

ーク・ミール）ので、当然それは与えない。また近くに養豚場があっても、もち

ろんだめである。さらに鶏を加工する場合、機械で殺すのではなく、メッカの方

角にむき、イスラムの食材加工プロ（資格を持ったイスラム教徒）が、正式なや

り方にのっとって処理する。同じ加工工場で豚を加工することなどもちろんあり

えない。こうした処理がしっかり行われているかもイスラムの専門機関が調査を

行い、ライセンスを発行するという徹底ぶりである。さらに加工したものを出荷

する場合にも、ハラル食材を専門に扱ってくれる運送業者に依頼して出荷を行う。

こうして出荷された食材は日本だけでなく、全世界に「高級食材」として輸出さ

れる。特に中東のドバイで高く評価されていると担当者は語っていた 8)。注目す

べきは、ここまで徹底された食品はまさしく「究極の」健康食材であるため、単

にハラル食材としてだけでなく、健康志向の強い富裕層に人気があるという。 

 こうした六次産業化を通じた世界とのやりとりは、他の加工品でも工夫次第で

展開が可能であるし、第一次産業が強く、ブランド化された農林畜産物が数多く

発見できる青森では非常に強みがある。昨今では青森の物産店がベトナムで開催

され、好評を博している。さらにそこからリンゴを宣伝するために、ベトナムで

全国放送するための番組も制作されている 9)。こうした海外との食材を通じたや

りとりによって、国内のみならず国際的な関係人口の増加が期待されるし、もっ

と積極的におこなっていくべきであろう。 

 

3 青森県の現状と課題 

 

3.1 交流人口を増やすためには 

 最後に青森県の現状から、人口減少対策としての外国人・移民政策について所

見を述べておく。まず青森県の場合、交流人口に力を入れており、その結果、経

済効果は確かに上がっていると思われる。しかしながらそれが、定住、永住へつ

ながるしくみはまだないため、結局、短期的な対策で終わっている。インバウン

ドに力を入れていることはいいが、地元で働く人が減少すれば客をもてなすこと

もできず、「売り」となるものも生産できなくなる。そのため宣伝と同時に、ホス

ト側の人材を育成することは急務の課題といえる。 

 対策として現在は、若者に残ってもらうための仕組みや、日本国内からの移住

促進などにつとめている。しかし地域おこし協力隊など一部の成果はみられるも

のの、根本的な対策になっていないのは周知のことである。そこで海外からの人

材の受け入れも視野に入れるべきであるが、地元自治体、行政にはその発想が根

本的にない。すでに見てきたように、技能実習生の受け入れは企業や組合が中心

であり、自治体の関与はない。もちろんこれは制度上の受け入れ機関の問題でも

あるが、県全体で取り組むべき課題だといえるだろう。なぜなら、海外からやっ

てくる人々は単なる労働者ではなく、一定期間滞在する住民なのである。現在、

外国人を住民として受け入れる意識は欠如しており、そもそも多くの人がどこに

外国人が住んでいるかも不明である。昔から指摘される「顔のみえない定住化」

は、残念ながら現在も改善どころか、再生産され続けているといえる。このほか、

自治体として大学への留学生、日本語学校への学生への対応が遅れている。いま

のうちから行政と教育機関が連携しておかないと、また単純労働の隠れ蓑として

留学生が使われることになるだろう。地方発の産官学の連携の必要性を強く感じ

る。 

 

3.2 直近の課題 

 次に循環人口の視点から考えると、まさしく現在叫ばれている人手不足解消の

ために海外からの人材に期待をしているところだといえる。本稿でも見てきたよ

うに、農業分野に限らずすべての分野において人手が足りておらず、現行の技能

実習制度に頼らざるを得なくなっている。新しい制度のもとで農業分野への特定

技能 1 号が適用されれば、当然それに頼ることになるのは間違いないだろう。し

かしながら、すでに指摘があるように何人受け入れるのか、彼（女）らの人権を

しっかりと保障できるのか、単なる労働力ではなく人として交流できるのかとい

った点は青森でも問われることになる。幸いにして、青森では重大な人権侵害と

いった話は聞こえてこないし、役職員との交流が記事になっている程度である。

もちろん問題がないわけではなく、せっかく来てもらったものの、帰国してしま
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にのっとったやり方で処理された食物である。例えば、この工場では採卵からふ

化、育雛、飼育、食肉処理、販売にいたるまで、すべて戒律にそったやり方で管

理している。イスラムの戒律で禁じられている食材としての豚は、なにも食べる

ことだけではない。つまり、近年の鶏に与えられる飼料には豚が使われている（ポ

ーク・ミール）ので、当然それは与えない。また近くに養豚場があっても、もち

ろんだめである。さらに鶏を加工する場合、機械で殺すのではなく、メッカの方

角にむき、イスラムの食材加工プロ（資格を持ったイスラム教徒）が、正式なや

り方にのっとって処理する。同じ加工工場で豚を加工することなどもちろんあり

えない。こうした処理がしっかり行われているかもイスラムの専門機関が調査を

行い、ライセンスを発行するという徹底ぶりである。さらに加工したものを出荷

する場合にも、ハラル食材を専門に扱ってくれる運送業者に依頼して出荷を行う。

こうして出荷された食材は日本だけでなく、全世界に「高級食材」として輸出さ

れる。特に中東のドバイで高く評価されていると担当者は語っていた 8)。注目す

べきは、ここまで徹底された食品はまさしく「究極の」健康食材であるため、単

にハラル食材としてだけでなく、健康志向の強い富裕層に人気があるという。 

 こうした六次産業化を通じた世界とのやりとりは、他の加工品でも工夫次第で

展開が可能であるし、第一次産業が強く、ブランド化された農林畜産物が数多く

発見できる青森では非常に強みがある。昨今では青森の物産店がベトナムで開催

され、好評を博している。さらにそこからリンゴを宣伝するために、ベトナムで

全国放送するための番組も制作されている 9)。こうした海外との食材を通じたや

りとりによって、国内のみならず国際的な関係人口の増加が期待されるし、もっ

と積極的におこなっていくべきであろう。 

 

3 青森県の現状と課題 

 

3.1 交流人口を増やすためには 

 最後に青森県の現状から、人口減少対策としての外国人・移民政策について所

見を述べておく。まず青森県の場合、交流人口に力を入れており、その結果、経

済効果は確かに上がっていると思われる。しかしながらそれが、定住、永住へつ

ながるしくみはまだないため、結局、短期的な対策で終わっている。インバウン

ドに力を入れていることはいいが、地元で働く人が減少すれば客をもてなすこと

もできず、「売り」となるものも生産できなくなる。そのため宣伝と同時に、ホス

ト側の人材を育成することは急務の課題といえる。 

 対策として現在は、若者に残ってもらうための仕組みや、日本国内からの移住

促進などにつとめている。しかし地域おこし協力隊など一部の成果はみられるも

のの、根本的な対策になっていないのは周知のことである。そこで海外からの人

材の受け入れも視野に入れるべきであるが、地元自治体、行政にはその発想が根

本的にない。すでに見てきたように、技能実習生の受け入れは企業や組合が中心

であり、自治体の関与はない。もちろんこれは制度上の受け入れ機関の問題でも

あるが、県全体で取り組むべき課題だといえるだろう。なぜなら、海外からやっ

てくる人々は単なる労働者ではなく、一定期間滞在する住民なのである。現在、

外国人を住民として受け入れる意識は欠如しており、そもそも多くの人がどこに

外国人が住んでいるかも不明である。昔から指摘される「顔のみえない定住化」

は、残念ながら現在も改善どころか、再生産され続けているといえる。このほか、

自治体として大学への留学生、日本語学校への学生への対応が遅れている。いま

のうちから行政と教育機関が連携しておかないと、また単純労働の隠れ蓑として

留学生が使われることになるだろう。地方発の産官学の連携の必要性を強く感じ

る。 

 

3.2 直近の課題 

 次に循環人口の視点から考えると、まさしく現在叫ばれている人手不足解消の

ために海外からの人材に期待をしているところだといえる。本稿でも見てきたよ

うに、農業分野に限らずすべての分野において人手が足りておらず、現行の技能

実習制度に頼らざるを得なくなっている。新しい制度のもとで農業分野への特定

技能 1 号が適用されれば、当然それに頼ることになるのは間違いないだろう。し

かしながら、すでに指摘があるように何人受け入れるのか、彼（女）らの人権を

しっかりと保障できるのか、単なる労働力ではなく人として交流できるのかとい

った点は青森でも問われることになる。幸いにして、青森では重大な人権侵害と

いった話は聞こえてこないし、役職員との交流が記事になっている程度である。

もちろん問題がないわけではなく、せっかく来てもらったものの、帰国してしま
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ったといった報告もある。現在まで受け入れが成功している事例をまとめ、他の

地域と情報を共有していくことが必要になってくる。今後はこのような情報をつ

ねに収集しておく機能を持った、行政の専門窓口が必要になってくるであろう。 

 

3.3 ともに郷土のメンバーになってもらうために 

 さて最終的に必要とされていることは何か。当然、短期的な労働力ばかりを求

めていては、景気の調整弁としてしか人を見なくなり、逆にそのような国には人

は来なくなる。このことは同様な政策をとってきた他の諸国の事例を見れば明ら

かであろう。そのため、今から長期的な滞在、さらには永住、そして国民化など、

段階的な身分の移行も踏まえた制度設計が必要になってくる。その意味では、本

格的な移民国家についての議論も必要となってくるだろう。 

人口減少地域で本当に欲しいのは、もちろん労働力ではあるものの、それも含

めた産業の「担い手」。つまり一緒に働いて、地元を好きになって、生活をしてく

れる人びとである。地域住民として、時には祭に参加し、一緒に食事やお酒を酌

み交わし、地域の将来を語りあい、そして自分の地域を愛する人材である。人口

減少地域で将来を憂い、今、必死に頑張っている人の多くは、日本全体や日本人

という枠組みではなく、自分の地域をいかに活性化させるかに専心している。青

森での問題は、そうした次世代の担い手をいかに確保するかが大きな課題となっ

ているかを示している。もちろん異文化理解、多文化共生など理念的な側面、思

想の強化は必要である。しかしそれよりも、「地域を大切に共に生きていく人」が

必要であり、そこでは国籍や民族性は最終的には問題にならないと感じる。 

残念ながら現在の青森の自治体としての政策では、インバウンド中心の短期的

な効果しか考えていない。海外への物産の売り込みも行っているが、生産者自体

が労働力不足に悲鳴を上げている現状では、これも先細りになる。そして日本国

内の移動の問題、すなわち社会減対策、移住促進も大きな成果が上がっていると

はいいがたい。結局市町村レベルでの人口増加を促す発想はないに等しいといえ

るだろう。そんな中で黒石市と青森県が国に求めた、農業分野への技能実習生制

度の提案によって、制度の規制緩和が行われたことは、非常に重要な意味を持つ。

今後もこうしたかたちで、官民問わず、全体で対応していかなければ「人」の受

け入れは難しいだろう。 

おわりに：地方から考える外国籍住民の必要性 

全体をまとめると最大の問題は「働きに来てもらう」「住んでもらう」という発

想が、いまだないことである。このままの人口規模でいけば地元の産業がある程

度崩壊するのは確実である。そのため政策としてどの産業に力を入れるのか、逆

にどこを切り捨てざるを得ないのかを考える時代がやってきている。すなわち、

すでに選択の必要性に迫られているのである。今まさに人口減少地域・地方発の

新しい戦略の必要が求められているといえる。地方都市としてインフラも含めた

ICT 化、そして海外からの人材を育成しつつ、地域で働く人材を生み出す仕組み

が今求められているといえるだろう。まとめとして次の三点を今後の課題として

提出しておく。 

第一に青森の事例をはじめ、もっと人口減少地域の外国籍者受け入れの現状と

課題を調べる必要がある。そして自治体間で情報を共有し、地元での受け入れ方

式を考えていく必要があるう。これまでの「外国人問題」「エスニシティ研究」と

いった研究分野は、主に国籍や民族、在留資格別の視点か大きかった。しかしな

がら今後は地域の人材という視点で捉えなおす必要があるだろう。なぜなら地域

によって産業構造は違い、また受け入れの方針も変わってくるからである。受け

入れのニーズと、そこに来訪する人という相互作用の視点から捉えなおす必要が

あるだろう。 

繰り返し述べるが、人口減少地域で最も必要とされているのが、即戦力であり

つつも将来の地域の担い手になってくれる人々である。日本のそれぞれの地域に

は独自の産業や文化があり、その担い手も高齢化を迎えている。地方独自の文化

の継承者がいないことは、すなわち日本文化の多様性が失われていくことに他な

らない。そのため多くの地域の事例を集めつつ、地元の産業を継承してくれる人々

として、外国籍者を受け入れていく必要がある。 

次に二番目として、これら地方の受け入れを、スムーズにさせて、促進させる

ためにはやはり、移民政策という視点が重要になってくる。すでに国会などで指

摘があるように、2019 年から施行される制度の行き着く先は、永住者の増加、そ

して移民の増大につながる。その点を曖昧にしたまま、場当たり的に「いつでも

帰ってもらえる人材」と考えるならば、地方での受け入れの方法や考え方、人の

扱い方もかわってくるであろう。そもそも地方が多文化化すれば、それだけで集
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ったといった報告もある。現在まで受け入れが成功している事例をまとめ、他の
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客できる社会資源となる。国家自体が移民政策を推進し、新しいタイプの自治体

をつくっていけるような施策を提示していく必要があるだろう。 

最後に三番目として、上記とも関連するが社会統合モデルの理念型を考え、そ

れを地域、国民の共通認識としていくことが必要である。すなわち「短期滞在（観

光など）」→「居住」→「長期居住」→「永住」→「国民」といったように、段階

をおって身分や在留資格が変更される制度設計も必要ではないか。現在のように

あまりに在留資格が硬直化していると、逆に違法状態を創り出し、問題を見えに

くくさせることがある。もちろんどの分野にどの程度の人が必要であるかといっ

た視点も必要とは思うが、それぞれのライフステージにあわせて、どういった職

種に就くのかという視点も重要だといえる。 

本文を執筆している最中にも、日々入管法改正に関する議論がなされている。

現在どのような制度になるのかはまだ明確には定まっていない。しかし政府与党

が急いで法案を通そうとする背景には、確かに人口減少のため、人手不足に頭を

悩ませている地方の人々がいることも事実である。そのためスピード感があり、

かつ統合性のとれた政策が期待される。いずれにせよ忘れてならないのは、日本

の多様な産業、文化を担っているのはまさしく今、人口減少に悩んでいる地方だ

ということである。 

 

注 

1) 本稿は 2018 年度青森公立大学公開講座「青森の外国籍人材と地域活性化」 の内

容をもとに、2017 年に出版された『国際人流』の記事を大幅に加筆修正したもので

ある。また平成 26 年～28 年度科学研究費基盤研究 C「人口減少社会の外国人統合

政策 ～青森県における外国籍者の事例から」の成果の一部でもある。 

2) 報告書では「りんご収穫機械には収穫したりんごを載せるアームのようなベルト

コンベアが付いており、いちいちとったものをかごに入れるという作業を省くこと

ができる」。さらに「ベルトコンベアで運ばれたあと、bin と呼ばれる海外標準のコ

ンテナへの自動梱包機能が搭載されて」おり、「コンテナに詰められる際、りんご

に傷がつかないように、機械自体の姿勢や高さの自動制御が行われるだけでなく、

コンテナ自体も常時回転する工夫が凝らされている」とのことである。 

3) 青森港国際化推進協議会 HP より引用（http://www.apicaomori.jp/ cruise/call.html） 

4) 出典は『河北新報』の ON LINE NEWS 2018 年 3 月 6 日より引用。タイトルは「＜

インバウンド＞リンゴ効果 青森県が外国人宿泊者数初の東北１位」（https://www. 

kahoku.co.jp/tohokunews/ 201803/20180306_23032.html） 

5) 外国人総数は 2016 年末で 4,568 人、全国で 44 番目である。青森県の技能実習生数

（表 2）に関しては法務省の HP、トップページ > 白書・統計・研究 > 統計 > 法

務省の統計 > 【統計表一覧】 > 【在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表】、

2012 年～2017 年の毎年 12 月の「都道府県別 在留資格別 在留外国人（総数）」

より集計した。（http://www.moj.go.jp/housei/toukei/ toukei_ichiran_touroku.html） 

6)  2018 年の「法務省在留外国人統計」から引用。 

7) 2015 年 9 月 2 日、経友会の調査より（佐々木/木原 2016）。 

8) 科研報告書、佐々木（2017）および、調査実習報告書、佐々木／木原 （2016）よ

りデータを使用した。 

9) 物産店は、「Japan Aomori Food Fair」として 2016 年から毎年行われている。番組に

関しては東奥日報、18 面「ベトナムでリンゴ番組」（2018 年 10 月 15 日）より。 
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地方・農村の国際結婚家族 
 

武田里子 

 

 

 

 

 

 

1. はじめに 

 

筆者は 80 年代後半に社会的注目を集めた「ムラの国際結婚」を、皆婚社会から

結婚が個人の人生の選択肢に変わる移行期に生じた地方・農村の多様化の一側面

と捉えている。国際結婚件数は 2006 年のピーク時（44,701 件、婚姻件数の 6.1％）

に比べて半減したが、1987 年以降に国際結婚の夫婦から生まれた子どもは 60 万

人を超えた 1)。本稿では家族の多文化・多民族化が、今後の日本社会のあり方と

どのように関わっていくのかを、日本人の夫からの聞き取りデータを中心に考察

する。 

これまでの国際結婚研究の多くは移住女性からの聞き取りと統計データをもと

に、女性たちを越境させる社会的経済的要因の分析と移住後の適応過程に焦点が

当てられ、夫たちについては等閑視されてきた（伊藤・足立編 2008）。1980 年代

から 1990 年代半ばに地方・農村で国際結婚した男性の多くは 1950 年代生まれで

当時 30 代後半から 40 代後半であった。この世代を国際結婚第一世代（以下、第

一世代）と呼ぶ。この世代が物心つく 1960 年代から 70 年代にかけて日本社会は

高度経済成長に伴う劇的な社会変動を体験した。「ムラの国際結婚」現象を再考す

るには、この変動がどのように家族形成に影響を与えたのかを振り返っておく必

要があるだろう。 

布施晶子（1988）は、1970 年代に入ると「過疎地や都会の谷間における独居老

人世帯、妻・母の賃労働者化に伴う共働き世帯、離婚の増加に伴う単身、交通事

故遺族世帯の増加、さらには家庭内暴力や非行に悩む家庭の増加」（同上：154）
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