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はじめに 

 

近年、外国人技能実習生（以下、「技能実習生」）に関して、経済学、経営学、

法学などさまざまな分野で研究が進み、社会学の領域でも研究成果が蓄積される

ようになった。社会学的な研究では、まず、日本の労働市場における技能実習生

の位置づけや彼・彼女らの労働現場に焦点を当てた論考がある（惠羅 2018、堀

口編 2017、上林 2015 など）。このほか、技能実習生に対する人権侵害や劣悪

な労働環境を批判する研究（宮島・鈴木 2014、鈴木 2011 など）など、外国人

技能実習制度（以下、「本制度」）が孕むさまざまな課題を論じたものも見受けら

れる。けれども、技能実習生と地域社会の関係に焦点を当てた先行研究は乏しい。

両者の接点がきわめて限定的で、現状把握が困難であることにも、その一因があ

るだろう。 

 こうした中で、アジア系の技能実習生や留学生などを研究した浅野ら（浅野編 

2007）の指摘は示唆に富んでいる。浅野らは技能実習生らを、人権侵害の「被害

者」としてではなく、自らの意志で「『生命―生活』の発展的再生産」を模索する

存在として位置づけ、彼・彼女らを「単なる被害の客体としてではなく、自ら意

欲し、行為し、発達する主体として捉える」（p.44）視点を打ち出した。そのうえ

で、技能実習生や留学生を受け入れた職場の日本人に、異文化理解などの文化変

容が生じたり、接触した外国人に対する連帯意識が醸成されたりする可能性を論

じている。ただし、この研究では、そのような技能実習生らの主体性が、地域住
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民との関係形成にどのような影響を与えるのかという点について、言及していな

い。 

 以上をふまえて、本稿では、技能実習生と地域住民の関係のありように光を当

てる。まず、日本社会において技能実習生への依存が高まっている現状について

述べる。そのあと、本制度の運用、外国人労働者の雇用システム、および技能実

習生の受け入れが進む地域特性の観点から、技能実習生が認知可能な存在となり

にくい背景と、そうした現状がもたらす課題について検討する。そのうえで、ベ

トナム人技能実習生の受け入れが急速に進む岡山県美作市の事例を取り上げなが

ら、技能実習生と日本人住民が顔の見える関係を構築するための条件を考察した

い。 

 美作市では、改革派の市長が旗振り役となり、技能実習生をはじめとする外国

人、とりわけベトナム人の積極的な活用によって地域再生を図ろうと試みている。

筆者は、こうした動向に関心をもち、2016 年 10 月から今日に至るまで、現地の

ベトナム人技能実習生と彼・彼女らの就労先企業関係者、美作市役所職員、商工

会関係者、および地域住民らを対象とするフィールドワークを行ってきた。 

 そこで得たデータを分析するにあたって、本稿では、技能実習生、および彼・

彼女らと関わる日本人がどのような動機でどのような主体的選択を行っているか

という点に着目したい。技能実習生とホスト社会の人々がともに各々の問題解決

の糸口をつかみ、なおかつ、衰退が進む地域社会の再生を図るため、今後取り組

むべき課題とは何かを考察することが、本稿の目的である 1)。 

 

1 技能実習生に対する依存の高まり 

 

 グローバル化の進展とともに国際競争が激化する一方、国内の労働力不足が深

刻さを増すなかで、日本社会は経済的な成長力の低下という危機に直面している。 

これに対処するため、日本政府は、専門的な知識や能力をもつ高度人材を対象と

して、ポイント制を活用した優遇制度を 2012 年より導入し、優秀な外国人の積極

的な受け入れと永住促進を図っている。 

同時に、第一次産業において担い手の確保が一層困難となるほか、高齢化にと

もなう介護需要、2020 年の東京オリンピック開催に向けた建設需要や訪日観光需

要などが急激に高まる今日、専門的技能を持たない非熟練労働者の海外からの受

け入れが、ますます必然性を帯びるようになった。こうした現状のもと、2018 年

6 月に政府は、「建設」「農業」「宿泊」「介護」「造船」の 5 分野を対象として、2019

年 4 月より新たに「特定技能」の在留資格を創設することを表明した。つまり政

府は、これまでの方針を一変させ、「単純労働者」としての外国人に門戸を開いた

ことになる。ただし、現状では単純労働に従事する外国人の受け入れがすでに進

んで久しい。よって、政府による方針転換を契機に、今後、こうした動きが加速

するのは確実である。 

 なかでも、技能実習生の受け入れは、ここ数年、増加の一途をたどっている。

本制度を媒介として、中国や東南アジアを中心とした国々から、これまで多くの

若年労働力を導入してきた。図 1 は、技能実習生と研修生の合計人数の推移を示

したものである。これまで技能実習生は一貫して増加し続けてきた。特に 2016 年

以降は、それまで最多を占めていた中国人に代わって、ベトナム人の急増ぶりが

目立っている。 

 

では、近年、なぜ技能実習生の受け入れが進んでいるのか。1990 年代以降、主

に製造業の分野で、在留資格上の就労制約が少ない外国人労働者として、日系ブ

ラジル人の就労が急激に拡大した。その後、グローバル化にともなう国際競争の

激化により、自動車産業などの輸出量が著しく伸びた分野、および農業や縫製業

など、存続の危機が切迫した分野で、外国人就業者の割合が高まるとともに、外
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国人労働市場の変化が生じる。すなわち、周辺的で不安定な労働分野では、企業

が自由に雇用を調整できる存在として日系ブラジル人のような外国人の間接雇用

が進んだ。一方、一定の技能を要し、産業の基幹部分を支える労働力を安定的に

確保する必要性があるものの、十分な労働条件を提示できない産業では、拘束的

な在留資格である技能実習生が導入されるようになった（津崎 2018：32-5）。こ

のように、外国人労働市場における産業別の「住み分け」が進みつつあるなか、

企業が一定期間安定的に調達できる労働力として、技能実習生の活用が進んでい

るのである。 

また、経済界からの強い要望により、本制度ではこれまで数回の改正が重ねら

れ、技能実習生の受け入れ可能な職種を、当初の 17 職種から 77 職種 139 作業

（2017 年 12 月 6 日時点）へと拡大してきた。加えて、実習期間についてもたび

たび見直しがなされ、現在では、最長で 5 年間の延長を認める措置が講じられて

いる。いわゆる「3K」の労働現場を中心に、担い手不足に悩む産業を支える存在

として、今や技能実習生の労働市場は、今日における日本の労働集約型産業にと

って不可欠であると言っても過言ではない。 

しかし、このような状況であるにもかかわらず、技能実習生は地域社会におい

て可視化されない存在である。技能実習生がどこでどのように働いているのか、

どのような生活を営んでいるのか、そもそもなぜ彼・彼女らが来日することにな

ったのかなど、同じ職場に技能実習生が就労しているという場合を除けば、ホス

ト社会のほとんどの人々にとっては、その実態を知る機会すら皆無に等しいだろ

う。それだけ、技能実習生と地域住民の接点はきわめて少ないのである。 

以下、なぜ技能実習生が地域社会において認知されにくい存在となるのかにつ

いて、いくつかの観点から検討しよう。 

 

2 認知されにくい存在としての技能実習生 

 

2.1 制度運用上の影響 

本制度は、開発途上国に対する技能や知識の移転を目的として 1993 年に創設

された。本来の趣旨はそうした国際貢献にあるものの、前述のとおり、近年は国

内における労働力人口の確保という観点に立った議論が展開されている。 

技能実習生の受け入れには、2 つの方式がある。企業が単独で海外の現地法人

や合弁企業などの職員を受け入れるという「企業単独型」と、商工会や協同組合

などの団体（監理団体）が海外の送り出し機関と提携して技能実習生を受け入れ、

その後、傘下の企業など（実習実施者）で技能実習を実施するという「団体監理

型」である。ほとんどの中小企業は、受け入れを開始する時点で海外とのつなが

りを持たないうえ、受け入れにともなうさまざまなコストをすべて自前で負担す

ることが困難であるため、団体監理型方式を活用することになる。2016 年末の統

計では、前者のパターンが 3.6％、後者のパターンが 96.4％（技能実習での在留者

数ベース）を占めていた（国際研修協力機構 2018）。よって、技能実習生の大半

は、出身国の送り出し機関および日本の監理団体を経由し、実習実施者の企業で

就労していることがわかる。 

監理団体の役割は、技能実習の適正な実施および技能実習生の保護にある。具

体的には、技能実習生に対して日本語や日本での生活に関する一般知識を指導す

るほか、実習実施者が認定された技能実習計画に従って適切な実習を行っている

かを監査したり、技能実習生や実習実施者からのさまざまな相談に対して、技能

実習生の母国語や日本語で対応したりする。 

一方、実習実施者の企業は、実際に研修生を受け入れ、技能実習指導員による

指導のもとで実習を行うことに加えて、生活指導員を配置し、技能実習生の生活

管理にも細かく配慮することが求められる。また、技能実習生に対する待遇とし

て、報酬の支払いと適切な住宅の確保が義務づけられている。さらに、監理団体

へ支払う賦課金や監理費のほか、技能実習生が入国前に受ける事前研修費用や渡

航費用なども負担しなければならない。 

このように、技能実習生は、監理団体と実習実施者による指導のもとで、技能

実習を行っているわけであるが、見方を変えると、この両者によって二重に「管

理（監理）」される存在でもあり、本制度上の規定によって、彼・彼女らの就労や

生活にはさまざまな制約が設けられていることがわかる。たとえば、就労先企業

の倒産など特別な事情がない限り、原則として技能実習生が実習実施者を変更す

ることができず、実習を勝手に中断してはならない。さらに、実習実施者の常勤

職員総数に応じて、技能実習生の受け入れが可能な上限数が定められており、零

細企業であればそれだけ人数が少なくなる。そのため、たとえ実習実施者の技能
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りを持たないうえ、受け入れにともなうさまざまなコストをすべて自前で負担す

ることが困難であるため、団体監理型方式を活用することになる。2016 年末の統

計では、前者のパターンが 3.6％、後者のパターンが 96.4％（技能実習での在留者

数ベース）を占めていた（国際研修協力機構 2018）。よって、技能実習生の大半
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監理団体の役割は、技能実習の適正な実施および技能実習生の保護にある。具
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理（監理）」される存在でもあり、本制度上の規定によって、彼・彼女らの就労や

生活にはさまざまな制約が設けられていることがわかる。たとえば、就労先企業

の倒産など特別な事情がない限り、原則として技能実習生が実習実施者を変更す

ることができず、実習を勝手に中断してはならない。さらに、実習実施者の常勤

職員総数に応じて、技能実習生の受け入れが可能な上限数が定められており、零
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実習生に対する賃金不払いや暴力などの不正行為が生じても、連帯して抗議運動

を展開するような実践は難しい 2）。孤立した結果、耐えかねた技能実習生が失踪

するという例も後を絶たない。 

こうした現状により、監理団体および実習実施者がともに抱える課題のひとつ

は、「技能実習生の失踪をいかに防止するか」である。ある企業の技能実習生受け

入れ担当者は、失踪を促す情報交換を懸念して、技能実習生が他の企業で就労す

る同胞と接触することを「好ましく思わない」と語った。さらに、技能実習生ど

うしの交流によって、「恋愛をめぐるトラブルが発生する可能性もある」と、その

理由を説明した。そのため、この企業では、近隣の場合はともかく、技能実習生

が遠方へ外出する際は、外出届を提出するよう求めている 3）。 

また、地域社会におけるトラブル回避も大きな課題である。上記とは別の企業

の担当者は、技能実習生が近隣住民の庭先にある果物を無断でもぎ取って持ち帰

ったり、食用として田畑のカエルを捕まえたりすることに頭を抱えていた。これ

らは、彼・彼女らの母国においてごく一般的な行動様式であっても、当然ながら

日本では、近隣住民とのトラブルの源泉となってしまう。 

これらの担当者が語るように、「日本での滞在期間は仕事に専念し、不要なトラ

ブルを生じさせることなく帰国してほしい」という思いは、多くの監理団体や実

習実施者によって共有されたものである。こうした意識によって、技能実習生の

生活に対するさまざまな制約が生まれ、それが彼・彼女らの失踪を促すという、

いわばイタチごっこの関係が生じている。さらに、技能実習生に対する制約は、

地域住民との接触機会を減少させ、彼・彼女らを地域社会において可視化できな

い存在にしているのである。 

 

2.2 技能実習生の雇用システムがもたらす影響 

 本制度上の制約に加えて、技能実習生は、外国人労働市場において技能実習生

という地位－役割にあるが故に、地域社会において「顔の見えない」存在となり

やすいという事情がある。ここでは、日系ブラジル人の移住過程と日本での就労

生活を取り上げた梶田孝道らの論考（2005）を援用しながら、外国人労働者の雇

用システムが彼・彼女らの就労と生活、および日本人社会との関係を規定するメ

カニズムについて言及しよう。 

 梶田らは、移住を促進するネットワークとその機能に着目し、血縁や地縁など

パーソナルな人間関係を基盤とする「相互扶助型移住システム」と、専門的な斡

旋組織の仲介による「市場媒介型移住システム」の 2 つのシステムが、移民コミ

ュニティの形成にいかなる相違を生み出すかを検討した。前者のシステムは移住

者間の互酬的関係のうえに成り立ち、移民コミュニティ内の連帯および共有材と

しての社会制度の生成を促す。一方、日系ブラジル人のデカセギの大半を支配す

る後者のシステムは、市場交換原理を土台としているため、社会的資本が蓄積さ

れにくく、移民コミュニティ内での継続的な関係形成が妨げられる。その結果、

コミュニティの規範を遵守させる制度や成員相互の信頼関係が乏しい状態となる。

さらに、そうした「解体コミュニティ」は、ホスト社会において「顔の見えない」

存在となりやすい。ひいては、日系ブラジル人が行政サービスの対象から漏れ落

ちやすくなるほか、地域住民の日系ブラジル人に対する偏見が醸成され、地域住

民による排除行為が誘引されるといった社会的帰結をもたらす（梶田ほか 2005）。 

 梶田らによる上記の議論を、技能実習生の移住過程に照らし合わせてみたい。

すでに述べたように、ほとんどの技能実習生は団体監理型方式によって雇用され

ており、出身国の送り出し機関にパスポートの取得手続きや日本語研修の費用な

どを支払った後、日本の監理団体の媒介によって実際の労働現場である企業に就

労する。技能実習生の場合、この「市場媒介型移住システム」によって、「解体コ

ミュニティ」はおろか、コミュニティの基盤となるネットワークの形成ですら困

難となりがちである。 

まず、技能実習生は、日本での滞在が最長でも 5 年間に限定されており、期間

延長も認められていないので、技能実習生が相互に安定した関係を築くことは難

しい。また、家族同伴の来日や、家族の長期滞在を目的とした呼び寄せも禁じら

れているため、日系ブラジル人の子弟が通うような学校などの制度も発達せず、

連帯の契機はきわめて少ない。そもそも、技能実習生として日本に滞在する限り、

起業家として制度形成に必要な資源を提供することも、それによってコミュニテ

ィを編成することも望めない。加えて、前述のとおり、監理団体や実習実施者の

なかには、技能実習生どうしの接触を可能な限り阻止したいという考えの持ち主

もいる。つまり、技能実習生の場合は、移住者のコミュニティ形成を促す条件が

ことごとく欠けているのである。 
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こうして、技能実習生は、日系ブラジル人の場合よりもさらにホスト社会の人々

から「顔の見えない」存在となる。たとえば、日系ブラジル人は、子どもが日本

の学校へ通えば、日本語指導などのサポートの必要性が生じるので、それが外国

人住民の直面する課題として顕在化しやすい。しかし、技能実習生の場合は、そ

うした子どもをめぐる教育問題が発生しないために、その存在が社会で認識され

る機会は著しく少ないのである。 

このように、社会から認知されがたい存在となることの問題について、稲月正

らは、社会の「正当なるメンバー」と見なされにくい外国人が、権利や福祉サー

ビスを保障する関係や制度の枠から締め出されても、マジョリティがそれを当然

視しがちであるばかりか、当人らもそうした認識を内面化する傾向にあることを

指摘している。さらに、そうした社会的排除は隠されやすく、その結果、外国人

の労働や生活における問題がさらに深刻化すると論じた（稲月ほか 2014：17-8）。 

よって、個々の技能実習生は、移民コミュニティという緩衝材のないまま、各々

が直接職場の日本人と対面することになり、たとえ彼・彼女らに対する不法行為

が生じても、対策がなされないまま放置されることになりやすいのである。 

 

2.3 地域特性による影響 

 次に、技能実習生の受け入れが著しく進んでいる地域特性に目を向けたい。表

1 は、2012 年と 2017 年における技能実習生と研修生の合計人数の推移を見たも

ので、この 5 年間の増減率の高い 20 の都道府県を示している。オリンピック需要

や災害復興需要との関連が予想される都府県が上位を占めるほか、青森、長崎、

高知など、中山間地域を多く抱え、生産年齢人口割合の低下の著しい県がそれら

に続いている。  

こうした過疎地域では、都市部と比べて、外国人の集住によるエスニック・コ

ミュニティが醸成されにくく、外国人の自助的なネットワークが形成されること

もまれである。近年では、SNS の普及によって、技能実習生がエスニックなつな

がりを持つことも容易になった。けれども、公共交通機関が乏しい中山間地域に

おいて、技能実習生が日常的に活用しうる移動手段は自転車に限られる場合がほ

とんどであり、互いに顔の見える関係を構築することは至難の業である。 

また、外国人住民の支援や問題解決に取り組む NPO などの市民活動も、相対的

に乏しい。外国人は、多くの場合、圧倒的多数のマジョリティである日本人（日

本人社会）と、個人もしくは小集団で向き合うか、ほとんど認知されないまま、

生活することになる（徳田ほか 2016）。 

 

 

2.4 就労先企業の孤立化 

 以上、技能実習生が地域社会において認知されがたい存在となる要因について

検討した。とりわけ中山間地域では、非正規雇用を含む日本人従業員の確保がき

わめて困難であるため、技能実習生に対する需要が高いものの、彼・彼女らは散

在して生活しており、自由な移動もままならないがゆえに、交流の機会が乏しく、

ネットワーク形成が進まない。そのため、技能実習生の社会関係は、同じ職場の

同胞や日本人従業員に限定されることとなる。そして、日常的な買い物や外出の

際の移動が困難である場合は、日本人従業員による送迎に依存せざるを得ない。

中山間地域で就労する技能実習生のこうした生活を、就労先企業による「囲い込

み」と捉えることもできるだろう。 

しかしながら、企業は技能実習生の生活を「管理（監理）」する立場である一方、

これらの関係者の中には、そのように技能実習生を「囲い込む」のではなく、日

本滞在中に多くの経験をして、良い思い出とともに帰国して欲しいと考える人も

少なくない。これまで筆者が訪問した企業の採用担当者らによると、送り出し国

で実施する採用面接の際、合否の決め手となるのは、「自社の一員として、他の従

2012年 2017年 増減数 増減率 2012年 2017年 増減数 増減率
1 沖縄 168 1,342 1,174 698.8% 11 ⿅児島 1,747 3,740 1,993 114.1%
2 宮城 758 3,294 2,536 334.6% 12 ⼤阪 5,083 10,797 5,714 112.4%
3 東京 2,093 7,554 5,461 260.9% 13 ⻘森 781 1,653 872 111.7%
4 神奈川 2,657 8,389 5,732 215.7% 14 ⻑崎 1,349 2,854 1,505 111.6%
5 福岡 3,172 9,216 6,044 190.5% 15 ⼭梨 759 1,548 789 104.0%
6 福島 1,060 3,073 2,013 189.9% 16 ⾼知 681 1,358 677 99.4%
7 熊本 2,366 5,705 3,339 141.1% 17 北海道 4,341 8,633 4,292 98.9%
8 埼⽟ 5,464 12,694 7,230 132.3% 18 群⾺ 3,770 7,491 3,721 98.7%
9 千葉 5,908 13,399 7,491 126.8% 19 ⼤分 1,555 3,045 1,490 95.8%
10 京都 1,352 3,053 1,701 125.8% 20 岩⼿ 1,310 2,557 1,247 95.2%
出典：法務省『在留外国⼈統計』各年版より作成

表1 都道府県別にみた技能実習⽣（1号・2号）および研修⽣の⼈数の推移
（⼈）
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こうして、技能実習生は、日系ブラジル人の場合よりもさらにホスト社会の人々

から「顔の見えない」存在となる。たとえば、日系ブラジル人は、子どもが日本

の学校へ通えば、日本語指導などのサポートの必要性が生じるので、それが外国

人住民の直面する課題として顕在化しやすい。しかし、技能実習生の場合は、そ

うした子どもをめぐる教育問題が発生しないために、その存在が社会で認識され

る機会は著しく少ないのである。 

このように、社会から認知されがたい存在となることの問題について、稲月正

らは、社会の「正当なるメンバー」と見なされにくい外国人が、権利や福祉サー

ビスを保障する関係や制度の枠から締め出されても、マジョリティがそれを当然

視しがちであるばかりか、当人らもそうした認識を内面化する傾向にあることを

指摘している。さらに、そうした社会的排除は隠されやすく、その結果、外国人

の労働や生活における問題がさらに深刻化すると論じた（稲月ほか 2014：17-8）。 

よって、個々の技能実習生は、移民コミュニティという緩衝材のないまま、各々

が直接職場の日本人と対面することになり、たとえ彼・彼女らに対する不法行為

が生じても、対策がなされないまま放置されることになりやすいのである。 

 

2.3 地域特性による影響 

 次に、技能実習生の受け入れが著しく進んでいる地域特性に目を向けたい。表

1 は、2012 年と 2017 年における技能実習生と研修生の合計人数の推移を見たも

ので、この 5 年間の増減率の高い 20 の都道府県を示している。オリンピック需要

や災害復興需要との関連が予想される都府県が上位を占めるほか、青森、長崎、

高知など、中山間地域を多く抱え、生産年齢人口割合の低下の著しい県がそれら

に続いている。  

こうした過疎地域では、都市部と比べて、外国人の集住によるエスニック・コ

ミュニティが醸成されにくく、外国人の自助的なネットワークが形成されること

もまれである。近年では、SNS の普及によって、技能実習生がエスニックなつな

がりを持つことも容易になった。けれども、公共交通機関が乏しい中山間地域に

おいて、技能実習生が日常的に活用しうる移動手段は自転車に限られる場合がほ

とんどであり、互いに顔の見える関係を構築することは至難の業である。 

また、外国人住民の支援や問題解決に取り組む NPO などの市民活動も、相対的

に乏しい。外国人は、多くの場合、圧倒的多数のマジョリティである日本人（日

本人社会）と、個人もしくは小集団で向き合うか、ほとんど認知されないまま、

生活することになる（徳田ほか 2016）。 

 

 

2.4 就労先企業の孤立化 

 以上、技能実習生が地域社会において認知されがたい存在となる要因について

検討した。とりわけ中山間地域では、非正規雇用を含む日本人従業員の確保がき

わめて困難であるため、技能実習生に対する需要が高いものの、彼・彼女らは散

在して生活しており、自由な移動もままならないがゆえに、交流の機会が乏しく、

ネットワーク形成が進まない。そのため、技能実習生の社会関係は、同じ職場の

同胞や日本人従業員に限定されることとなる。そして、日常的な買い物や外出の

際の移動が困難である場合は、日本人従業員による送迎に依存せざるを得ない。

中山間地域で就労する技能実習生のこうした生活を、就労先企業による「囲い込

み」と捉えることもできるだろう。 

しかしながら、企業は技能実習生の生活を「管理（監理）」する立場である一方、

これらの関係者の中には、そのように技能実習生を「囲い込む」のではなく、日

本滞在中に多くの経験をして、良い思い出とともに帰国して欲しいと考える人も

少なくない。これまで筆者が訪問した企業の採用担当者らによると、送り出し国

で実施する採用面接の際、合否の決め手となるのは、「自社の一員として、他の従

2012年 2017年 増減数 増減率 2012年 2017年 増減数 増減率
1 沖縄 168 1,342 1,174 698.8% 11 ⿅児島 1,747 3,740 1,993 114.1%
2 宮城 758 3,294 2,536 334.6% 12 ⼤阪 5,083 10,797 5,714 112.4%
3 東京 2,093 7,554 5,461 260.9% 13 ⻘森 781 1,653 872 111.7%
4 神奈川 2,657 8,389 5,732 215.7% 14 ⻑崎 1,349 2,854 1,505 111.6%
5 福岡 3,172 9,216 6,044 190.5% 15 ⼭梨 759 1,548 789 104.0%
6 福島 1,060 3,073 2,013 189.9% 16 ⾼知 681 1,358 677 99.4%
7 熊本 2,366 5,705 3,339 141.1% 17 北海道 4,341 8,633 4,292 98.9%
8 埼⽟ 5,464 12,694 7,230 132.3% 18 群⾺ 3,770 7,491 3,721 98.7%
9 千葉 5,908 13,399 7,491 126.8% 19 ⼤分 1,555 3,045 1,490 95.8%
10 京都 1,352 3,053 1,701 125.8% 20 岩⼿ 1,310 2,557 1,247 95.2%
出典：法務省『在留外国⼈統計』各年版より作成

表1 都道府県別にみた技能実習⽣（1号・2号）および研修⽣の⼈数の推移
（⼈）
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業員と連帯しながら与えられた職務をうまく遂行できるとともに、仕事を通じて

自己を成長させようと考える人物か否か」であるという。そして、採用が決まっ

た技能実習生候補者については、彼・彼女らの実家を訪ねて行き、家族とあいさ

つを交わすという話をたびたび聞いた。そうした担当者の場合、「3 年間（もしく

は 5 年間）も預かるのだから、技能実習生が人間としても成長できるよう、いろ

いろな勉強をさせたい」と述べることが多かった。技能実習生の母国における家

族との面会は、「家族から預かった若者に日本で豊かな経験をさせよう」という親

心を生み出すひとつの契機となるようである。 

そのための実践として、現場で働く日本人従業員には、日本人に対するよりも

さらに懇切丁寧に、かつ具体的に、作業の手順や機械の名称などを技能実習生に

根気よく説明することが求められる。こうした過程において、技能実習生と日本

人従業員の間に協働意識が芽生えやすい。また、ある企業では、職場の和気あい

あいとした雰囲気作りが企業全体の生産性の向上にもつながるという経営方針の

もと、花見や小旅行など、職場以外でも技能実習生と日本人従業員が親睦を深め

る機会を作ろうと努めていた。さらに、いくつかの企業では、技能実習生と日本

人従業員のコミュニケーションを活性化させるため、両者の間で日記の交換を試

みていた。日常生活についてつづった何気ない文章から、互いにどのような主観

的感情を抱いているのかを、うかがい知ることができる。 

そして、交換日記を通じて高い日本語能力を習得したベトナム人技能実習生は、

帰国後、その語学力と日本での就労経験の実績を活かすことによって、相対的に

給与の高い日系企業に採用される可能性を手にしていた。同時に、企業が人件費

削減と販路拡大を目的とした海外進出を近々見込んでいる場合、日本語能力と日

本の企業文化を身につけた技能実習生は、現地で即戦力として活用しうる貴重な

存在となっていた。企業による日本語学習の機会提供は、生き残りをかけた企業

戦略としても有効であることが見て取れる（二階堂 2016：98-99）。 

つまり、家族主義的なコミュニティとしての性格を有した職場において、イン

フォーマルなつきあいにもとづく濃密で信頼に満ちた絆を形成することが、企業

活動にとって有益であると認識されている場合、技能実習生は単なる若年労働力

ではなく、企業や日本人従業員と利害を共有した、「企業共同体」（稲上 1981）

の担い手として位置づけられる可能性がある。その過程において、「技能実習生に

豊かな経験をさせよう」という親心も、より強さを増すだろう。 

けれども、そうした意識を持つ場合であっても、どのような対応が技能実習生

のニーズに合うのか、また、自社にとってどのような対応が可能なのかわからな

いという悩みを抱える担当者は多い。加えて、前でふれたように、技能実習生と

地域住民のトラブルを回避するとともに、住民との交流を促すための方策もなか

なか見当たらない。さらに、ほとんどの中小零細企業にとって、技能実習生のた

めの十分な取り組みを単独で実践するには、あまりにも負担が大きすぎる。そし

て、技能実習生を受け入れている企業の横のつながりがない場合は、他社の実践

に関する情報を入手することもできず、手探りでさまざまな取り組みを試みるか、

もしくは結果として無為無策に甘んじることとなる。 

このように、技能実習生が就労する企業の中には、技能実習生の成長を促す取

り組みを意図しながら、それを実行できないでいるところがある。多くの場合、

こうした技能実習生の「育成」は各々の企業の努力に委ねられており、企業は孤

立無援の状態に置かれているというのが現状である。 

ここまでの考察をまとめると、技能実習生と地域社会をめぐる今日の課題とし

て、技能実習生と地域住民が顔の見える関係を築くことが、きわめて難しい状況

にあることにとどまらない。技能実習生を受け入れている企業が、技能実習生に

とって望ましい生活環境の整備や、技能実習生と地域住民の顔の見える関係の構

築を図ろうとしても、それらにともなうさまざまなコスト負担が過重であり、打

つ手がないまま、困難に陥っているようすが浮かび上がってくる。 

こうした現状のなか、岡山県美作市は、行政主導による技能実習生の受け入れ

を精力的に推進している自治体として大変珍しく、当該市による受け入れ体制の

整備に向けた施策は注目に値する。そこで次節では、美作市が講じる技能実習生

受け入れ政策が、技能実習生と地域社会の関係にいかなる影響を与えているのか

について記述したい。 

 

3 岡山県美作市の地方創生政策と技能実習生の活用 

 

 美作市は、岡山県の北東部に位置しており、人口 27,845 人（2018 年 10 月末現

在）を抱える、県内で最も人口規模の小さい市である。改革派の萩原誠司氏は、

－ 72 －



業員と連帯しながら与えられた職務をうまく遂行できるとともに、仕事を通じて

自己を成長させようと考える人物か否か」であるという。そして、採用が決まっ

た技能実習生候補者については、彼・彼女らの実家を訪ねて行き、家族とあいさ

つを交わすという話をたびたび聞いた。そうした担当者の場合、「3 年間（もしく

は 5 年間）も預かるのだから、技能実習生が人間としても成長できるよう、いろ

いろな勉強をさせたい」と述べることが多かった。技能実習生の母国における家

族との面会は、「家族から預かった若者に日本で豊かな経験をさせよう」という親

心を生み出すひとつの契機となるようである。 

そのための実践として、現場で働く日本人従業員には、日本人に対するよりも

さらに懇切丁寧に、かつ具体的に、作業の手順や機械の名称などを技能実習生に

根気よく説明することが求められる。こうした過程において、技能実習生と日本

人従業員の間に協働意識が芽生えやすい。また、ある企業では、職場の和気あい

あいとした雰囲気作りが企業全体の生産性の向上にもつながるという経営方針の

もと、花見や小旅行など、職場以外でも技能実習生と日本人従業員が親睦を深め

る機会を作ろうと努めていた。さらに、いくつかの企業では、技能実習生と日本

人従業員のコミュニケーションを活性化させるため、両者の間で日記の交換を試

みていた。日常生活についてつづった何気ない文章から、互いにどのような主観

的感情を抱いているのかを、うかがい知ることができる。 

そして、交換日記を通じて高い日本語能力を習得したベトナム人技能実習生は、

帰国後、その語学力と日本での就労経験の実績を活かすことによって、相対的に

給与の高い日系企業に採用される可能性を手にしていた。同時に、企業が人件費

削減と販路拡大を目的とした海外進出を近々見込んでいる場合、日本語能力と日

本の企業文化を身につけた技能実習生は、現地で即戦力として活用しうる貴重な

存在となっていた。企業による日本語学習の機会提供は、生き残りをかけた企業

戦略としても有効であることが見て取れる（二階堂 2016：98-99）。 

つまり、家族主義的なコミュニティとしての性格を有した職場において、イン

フォーマルなつきあいにもとづく濃密で信頼に満ちた絆を形成することが、企業

活動にとって有益であると認識されている場合、技能実習生は単なる若年労働力

ではなく、企業や日本人従業員と利害を共有した、「企業共同体」（稲上 1981）

の担い手として位置づけられる可能性がある。その過程において、「技能実習生に

豊かな経験をさせよう」という親心も、より強さを増すだろう。 

けれども、そうした意識を持つ場合であっても、どのような対応が技能実習生

のニーズに合うのか、また、自社にとってどのような対応が可能なのかわからな

いという悩みを抱える担当者は多い。加えて、前でふれたように、技能実習生と

地域住民のトラブルを回避するとともに、住民との交流を促すための方策もなか

なか見当たらない。さらに、ほとんどの中小零細企業にとって、技能実習生のた

めの十分な取り組みを単独で実践するには、あまりにも負担が大きすぎる。そし

て、技能実習生を受け入れている企業の横のつながりがない場合は、他社の実践

に関する情報を入手することもできず、手探りでさまざまな取り組みを試みるか、

もしくは結果として無為無策に甘んじることとなる。 

このように、技能実習生が就労する企業の中には、技能実習生の成長を促す取

り組みを意図しながら、それを実行できないでいるところがある。多くの場合、

こうした技能実習生の「育成」は各々の企業の努力に委ねられており、企業は孤

立無援の状態に置かれているというのが現状である。 

ここまでの考察をまとめると、技能実習生と地域社会をめぐる今日の課題とし

て、技能実習生と地域住民が顔の見える関係を築くことが、きわめて難しい状況

にあることにとどまらない。技能実習生を受け入れている企業が、技能実習生に

とって望ましい生活環境の整備や、技能実習生と地域住民の顔の見える関係の構

築を図ろうとしても、それらにともなうさまざまなコスト負担が過重であり、打

つ手がないまま、困難に陥っているようすが浮かび上がってくる。 

こうした現状のなか、岡山県美作市は、行政主導による技能実習生の受け入れ

を精力的に推進している自治体として大変珍しく、当該市による受け入れ体制の

整備に向けた施策は注目に値する。そこで次節では、美作市が講じる技能実習生

受け入れ政策が、技能実習生と地域社会の関係にいかなる影響を与えているのか

について記述したい。 

 

3 岡山県美作市の地方創生政策と技能実習生の活用 

 

 美作市は、岡山県の北東部に位置しており、人口 27,845 人（2018 年 10 月末現

在）を抱える、県内で最も人口規模の小さい市である。改革派の萩原誠司氏は、
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「地域再生のためにはベトナムとの関係強化が不可欠である」という見解を明示

して、2014 年 3 月より市長に就任している。本市では、以前から中国人を中心と

する技能実習生の受け入れが進んできた。しかし、萩原市長の就任以降、彼の強

力なリーダーシップのもと、地方創生政策の一環として、ベトナム人技能実習生

の活用が組み込まれ、これまで実効性に富んだ施策が展開されてきた（二階堂 

2019a）。そのため、現在、美作市における外国人は、ベトナム人が最も多くなっ

ている（図 2）。 

 

美作市が策定した「美作市まち・ひと・しごと創生総合戦略 2017 年度 改訂版」

（美作市 2017）を見ると、重要政策のひとつとして「地域産業の活性化と観光

振興の充実」がうたわれており、そこに「外国人技能実習生等の受入れ（ベトナ

ム等交流事業）」にともなう施策が明記されている。具体的には、みまさか商工会

等との連携によるベトナム人技能実習生受け入れの推進、ベトナム中部にある国

立ダナン大学との相互協力協定締結、ダナン大学卒業生の嘱託職員としての採用、

公民協働組織である美作日越友好協会による交流活動の促進などがある。特に、

技能実習生に関しては、監理団体であるみまさか商工会を受け入れ拠点として、

美作市内のみならず、隣接する勝央町や西粟倉村、さらには、兵庫県宍粟市、佐

用町、上郡町、鳥取県智頭町などの企業による受け入れの要望にも細かく対応し

ていく方針を打ち出している。そして、2018 年 11 月現在で約 200 人の技能実習

生を、今後 2020 年度までに 500 人へ拡大させるという数値目標を掲げている。こ

のほか、ダナン大学大学院の日本校設置や、2018 年 4 月に開校した美作市スポー

ツ医療看護専門学校との連携によって、エンジニア、看護師、介護福祉士など外

国人高度人材の育成に取り組む姿勢を表明している。 

また、美作市は、技能実習生の受け入れをより本格化させるため、ダナン大学

に協力を要請し、帰国した技能実習生を対象としたアンケートを実施している。

その結果、市の担当職員に衝撃を与えたのは、来日前と比べて、「日本に対する印

象が悪くなった」と回答した人が少なからずいたことである。貯金を第一の（あ

るいは唯一の）目的として、ひたすら節約に励む共同生活は決して楽しいものと

はいえず、元技能実習生の日本に対する印象を悪化させていた。さらに、そうし

たネガティブなイメージは、SNS などを通じて、ベトナムの若者の間に浸透する

恐れがあったのである。 

このような懸念を払拭するため、市の嘱託職員として採用されたダナン大学の

卒業生は、技能実習生や彼・彼女らが就労する企業からの相談窓口となり、内容

に応じて適宜関係部署につなぐ役割を担うほか、ベトナム語への通訳・翻訳やベ

トナム国内への情報発信などもこなす。また、現在、市内で外国人を対象とした

日本語講座は開催されていないが、今後、設置することを検討している。これら

の対応から、美作市が技能実習生のニーズを真摯に探り、生活環境の整備に取り

組んでいるようすがうかがえる。 

以上のように、美作市では、ベトナム人技能実習生の活用や外国人材の育成を

地域再生への新たな活路として明確に位置づけ、長期的な展望にもとづく総合的

な受け入れ体制を構築しようと試みている。こうした政策の展開によって、市内

の企業における労働力不足の解消はもちろん、技能実習生受け入れ事業にともな

う新たな雇用の創出、介護・看護に携わる人材の確保、さらに、これらを基盤と

する転入者の増大など、さまざまな地域課題の解決を図ることがその目的である。 

 この政策を講じるうえで、商工会、地元企業、市民団体など、さまざまなステ

ークホルダーとの有機的な連帯を進めることが欠かせない。市長の強い意向を受

けて、ベトナム人技能実習生の受け入れ事業に着手したみまさか商工会は、監理

団体として受け入れた技能実習生はもちろん、他の監理団体の媒介によって、市

内の企業で就労することになった技能実習生に対しても、就労や生活の支援を行

う。 

 さらに、公民協働組織である美作日越友好協会の活動は、ステークホルダーの
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「地域再生のためにはベトナムとの関係強化が不可欠である」という見解を明示

して、2014 年 3 月より市長に就任している。本市では、以前から中国人を中心と

する技能実習生の受け入れが進んできた。しかし、萩原市長の就任以降、彼の強

力なリーダーシップのもと、地方創生政策の一環として、ベトナム人技能実習生

の活用が組み込まれ、これまで実効性に富んだ施策が展開されてきた（二階堂 

2019a）。そのため、現在、美作市における外国人は、ベトナム人が最も多くなっ

ている（図 2）。 

 

美作市が策定した「美作市まち・ひと・しごと創生総合戦略 2017 年度 改訂版」

（美作市 2017）を見ると、重要政策のひとつとして「地域産業の活性化と観光

振興の充実」がうたわれており、そこに「外国人技能実習生等の受入れ（ベトナ

ム等交流事業）」にともなう施策が明記されている。具体的には、みまさか商工会

等との連携によるベトナム人技能実習生受け入れの推進、ベトナム中部にある国
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技能実習生に関しては、監理団体であるみまさか商工会を受け入れ拠点として、
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用町、上郡町、鳥取県智頭町などの企業による受け入れの要望にも細かく対応し

ていく方針を打ち出している。そして、2018 年 11 月現在で約 200 人の技能実習

生を、今後 2020 年度までに 500 人へ拡大させるという数値目標を掲げている。こ

のほか、ダナン大学大学院の日本校設置や、2018 年 4 月に開校した美作市スポー

ツ医療看護専門学校との連携によって、エンジニア、看護師、介護福祉士など外

国人高度人材の育成に取り組む姿勢を表明している。 

また、美作市は、技能実習生の受け入れをより本格化させるため、ダナン大学

に協力を要請し、帰国した技能実習生を対象としたアンケートを実施している。

その結果、市の担当職員に衝撃を与えたのは、来日前と比べて、「日本に対する印

象が悪くなった」と回答した人が少なからずいたことである。貯金を第一の（あ

るいは唯一の）目的として、ひたすら節約に励む共同生活は決して楽しいものと

はいえず、元技能実習生の日本に対する印象を悪化させていた。さらに、そうし

たネガティブなイメージは、SNS などを通じて、ベトナムの若者の間に浸透する

恐れがあったのである。 

このような懸念を払拭するため、市の嘱託職員として採用されたダナン大学の

卒業生は、技能実習生や彼・彼女らが就労する企業からの相談窓口となり、内容

に応じて適宜関係部署につなぐ役割を担うほか、ベトナム語への通訳・翻訳やベ

トナム国内への情報発信などもこなす。また、現在、市内で外国人を対象とした

日本語講座は開催されていないが、今後、設置することを検討している。これら

の対応から、美作市が技能実習生のニーズを真摯に探り、生活環境の整備に取り

組んでいるようすがうかがえる。 

以上のように、美作市では、ベトナム人技能実習生の活用や外国人材の育成を

地域再生への新たな活路として明確に位置づけ、長期的な展望にもとづく総合的

な受け入れ体制を構築しようと試みている。こうした政策の展開によって、市内

の企業における労働力不足の解消はもちろん、技能実習生受け入れ事業にともな

う新たな雇用の創出、介護・看護に携わる人材の確保、さらに、これらを基盤と

する転入者の増大など、さまざまな地域課題の解決を図ることがその目的である。 

 この政策を講じるうえで、商工会、地元企業、市民団体など、さまざまなステ

ークホルダーとの有機的な連帯を進めることが欠かせない。市長の強い意向を受

けて、ベトナム人技能実習生の受け入れ事業に着手したみまさか商工会は、監理

団体として受け入れた技能実習生はもちろん、他の監理団体の媒介によって、市

内の企業で就労することになった技能実習生に対しても、就労や生活の支援を行

う。 

 さらに、公民協働組織である美作日越友好協会の活動は、ステークホルダーの
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連帯を促す象徴的な取り組みであろう。その例として、ベトナム人嘱託職員が講

師を務めるベトナム語市民講座の主催や、技能実習生を招いて市内の名所をめぐ

るバスツアーの開催があげられる。前者のベトナム語講座は、市民にベトナムへ

の関心を高めてもらうことをねらいとして、月に 1 回、美作市民センターで開か

れている。筆者もこの講座に数回参加したが、参加者は平均 30 人ほどであった。

時にはベトナム人技能実習生が就労先企業の役員とともにこれに加わり、自己紹

介をする場面にも遭遇した。また、講座の開催日には、FM 告知放送を通じて広く

市民に参加が呼びかけられるので、この放送自体が市のベトナム人受け入れ姿勢

を市民に伝える機能を持っている。こうした取り組みは、地域社会と技能実習生

の顔の見える関係の形成に向けた「地域社会へのソフトランディング政策」（毛受

編 2016）として捉えることができるだろう。 

 

4 顔の見える関係をめざして 

 

 前節で述べたように、美作市は、商工会、地元企業、住民団体のほか、ベトナ

ムの大学などとも連携を図りながら、著しく過疎化が進む地域社会の産業振興と、

その担い手となる人材の確保に向けて、総合的な技能実習生の受け入れ政策を展

開している。こうした受け入れ体制の整備により、技能実習生の生活支援や技能

実習生が就労する企業の要望への対応が可能となるほか、技能実習生と地域住民

の顔の見える関係の構築もゆっくりと進みつつある。 

 まず、技能実習生にとっては、ベトナム語と日本語での対応が可能な嘱託職員

が配置されていることにより、ベトナム語で表記された防災ハンドブックや市営

バスの時刻表など、生活に関わる情報収集が格段に容易となるほか、母国語で相

談に応じてもらえるという安心感が得られる。また、市内で行われる秋のイベン

トの「作東地域愛と長寿のふるさとまつり」に、市と美作日越友好協会が連携し

て、「美作日越交流村」を出店している。そこではベトナム人技能実習生らが、ベ

トナムのお好み焼きである「バインセオ」や揚げ春巻きの「ネムラン」を提供し

た。こうした試みは、日本人住民にベトナム人の存在を認知してもらい、ベトナ

ムの文化に対して親しみを持ってもらう機会であると同時に、技能実習生が多く

の日本人住民と接触し、社会参加を果たす機会でもある。加えて、普段、交流す

ることのない他の企業に就労する技能実習生と出会う場としても、その意義は大

きい。とりわけ、中山間地域に分散して生活する技能実習生にとっては、このよ

うなイベントへの参加の機会がなければ、日本人住民との交流はもちろん、他の

技能実習生と顔を合わせる機会もきわめて乏しい。美作では、これらのイベント

を契機として、ベトナム人のサッカーチームが結成され、地元中学校のチームと

の交流試合も経験できるようになった。 

 さらに、日本人住民との親睦を深める機会が多い場合、日本語能力の向上が期

待できる。日越の経済的文化的関係がますます緊密化する今日、日本語能力の高

さは、帰国後の再就職の際に有力な資源となる。そのため、日本語能力の習得に

高い意欲を示す技能実習生も少なからず存在する。実際、美作市での就労経験を

もつ元技能実習生のなかに、帰国後、就労先企業が創設した現地の合弁会社や技

能実習生の送り出し機関に通訳としての職を得た人がいた。技能実習生の帰国後

のキャリアアップを支援することは、帰国を目前に控えた技能実習生の失踪の抑

制につながる可能性があるだろう（二階堂 2019b）。 

 一方、行政による総合的な技能実習生受け入れ政策は、技能実習生の就労先企

業にとっても有意義である。監理団体に加えて、行政機関に技能実習生の受け入

れに関する相談窓口が用意されていることは、企業が技能実習生の受け入れに踏

み切る大きな要因となる。また、実際に受け入れた後も、そうした市のバックア

ップが企業の関係者に安心感をもたらす。これらの体制整備が、「技能実習生の受

け入れの決め手となった」と語るある企業の幹部は、「技能実習生の受け入れが、

職場を活性化させ、日本人従業員の士気を高めることにもつながった」と述べ、

当初想定していなかった成果のあったことを評価していた。このほか、技能実習

生の人間的な成長を願う企業にとって、祭りやスポーツイベントへの参加を通し

て、技能実習生が豊かな経験と知識を得る機会に恵まれることは、いうまでもな

く貴重である。また、企業は、技能実習生の存在を認識してもらい、地域住民の

理解の得ることで、存続と発展を図ることができる。よって、技能実習生と地域

住民が交流し、良好な関係を築くための場と機会は、必要不可欠であるだろう。 
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連帯を促す象徴的な取り組みであろう。その例として、ベトナム人嘱託職員が講

師を務めるベトナム語市民講座の主催や、技能実習生を招いて市内の名所をめぐ

るバスツアーの開催があげられる。前者のベトナム語講座は、市民にベトナムへ

の関心を高めてもらうことをねらいとして、月に 1 回、美作市民センターで開か

れている。筆者もこの講座に数回参加したが、参加者は平均 30 人ほどであった。

時にはベトナム人技能実習生が就労先企業の役員とともにこれに加わり、自己紹

介をする場面にも遭遇した。また、講座の開催日には、FM 告知放送を通じて広く

市民に参加が呼びかけられるので、この放送自体が市のベトナム人受け入れ姿勢

を市民に伝える機能を持っている。こうした取り組みは、地域社会と技能実習生

の顔の見える関係の形成に向けた「地域社会へのソフトランディング政策」（毛受

編 2016）として捉えることができるだろう。 

 

4 顔の見える関係をめざして 

 

 前節で述べたように、美作市は、商工会、地元企業、住民団体のほか、ベトナ

ムの大学などとも連携を図りながら、著しく過疎化が進む地域社会の産業振興と、

その担い手となる人材の確保に向けて、総合的な技能実習生の受け入れ政策を展

開している。こうした受け入れ体制の整備により、技能実習生の生活支援や技能

実習生が就労する企業の要望への対応が可能となるほか、技能実習生と地域住民

の顔の見える関係の構築もゆっくりと進みつつある。 

 まず、技能実習生にとっては、ベトナム語と日本語での対応が可能な嘱託職員

が配置されていることにより、ベトナム語で表記された防災ハンドブックや市営

バスの時刻表など、生活に関わる情報収集が格段に容易となるほか、母国語で相

談に応じてもらえるという安心感が得られる。また、市内で行われる秋のイベン

トの「作東地域愛と長寿のふるさとまつり」に、市と美作日越友好協会が連携し

て、「美作日越交流村」を出店している。そこではベトナム人技能実習生らが、ベ

トナムのお好み焼きである「バインセオ」や揚げ春巻きの「ネムラン」を提供し

た。こうした試みは、日本人住民にベトナム人の存在を認知してもらい、ベトナ

ムの文化に対して親しみを持ってもらう機会であると同時に、技能実習生が多く

の日本人住民と接触し、社会参加を果たす機会でもある。加えて、普段、交流す

ることのない他の企業に就労する技能実習生と出会う場としても、その意義は大

きい。とりわけ、中山間地域に分散して生活する技能実習生にとっては、このよ

うなイベントへの参加の機会がなければ、日本人住民との交流はもちろん、他の

技能実習生と顔を合わせる機会もきわめて乏しい。美作では、これらのイベント

を契機として、ベトナム人のサッカーチームが結成され、地元中学校のチームと

の交流試合も経験できるようになった。 

 さらに、日本人住民との親睦を深める機会が多い場合、日本語能力の向上が期

待できる。日越の経済的文化的関係がますます緊密化する今日、日本語能力の高

さは、帰国後の再就職の際に有力な資源となる。そのため、日本語能力の習得に

高い意欲を示す技能実習生も少なからず存在する。実際、美作市での就労経験を

もつ元技能実習生のなかに、帰国後、就労先企業が創設した現地の合弁会社や技

能実習生の送り出し機関に通訳としての職を得た人がいた。技能実習生の帰国後

のキャリアアップを支援することは、帰国を目前に控えた技能実習生の失踪の抑

制につながる可能性があるだろう（二階堂 2019b）。 

 一方、行政による総合的な技能実習生受け入れ政策は、技能実習生の就労先企

業にとっても有意義である。監理団体に加えて、行政機関に技能実習生の受け入

れに関する相談窓口が用意されていることは、企業が技能実習生の受け入れに踏

み切る大きな要因となる。また、実際に受け入れた後も、そうした市のバックア

ップが企業の関係者に安心感をもたらす。これらの体制整備が、「技能実習生の受

け入れの決め手となった」と語るある企業の幹部は、「技能実習生の受け入れが、

職場を活性化させ、日本人従業員の士気を高めることにもつながった」と述べ、

当初想定していなかった成果のあったことを評価していた。このほか、技能実習

生の人間的な成長を願う企業にとって、祭りやスポーツイベントへの参加を通し

て、技能実習生が豊かな経験と知識を得る機会に恵まれることは、いうまでもな

く貴重である。また、企業は、技能実習生の存在を認識してもらい、地域住民の

理解の得ることで、存続と発展を図ることができる。よって、技能実習生と地域

住民が交流し、良好な関係を築くための場と機会は、必要不可欠であるだろう。 
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おわりに 

 

以上の考察から、技能実習生と日本人住民が顔の見える関係を構築するうえで、

行政が担う役割は大きいといえる。美作市にとって、技能実習生の受け入れは、

個別の企業における雇用対策にとどまるのではなく、自治体の産業活性化政策で

あり、かつ人口増加政策でもある。外国人材の受け入れを、自治体の地方創生政

策の一環として明確に位置づけたうえで、住民や様々な組織に対して、自治体が

めざす方向性とそのために講じるべき施策を提示し、協働を促していく姿勢が求

められる。それがひいては、技能実習生や就労先企業の孤立を防ぐ方策にもなる

だろう。 

 では、美作市がそうした政策を強力に推し進めようとする理由は何か。過疎化

の進行に歯止めがかからない今日の現状において、全国の自治体で技能実習生の

活用が加速していることはすでに述べた。美作市では、こうした状況に対して、

強い危機感を抱いている。すなわち、近い将来、技能実習生の確保さえ困難にな

るという懸念である。 

昨今、技能実習生をはじめとする外国人材の受け入れ拡大をめぐり、活発な議

論が展開されている。しかし、そこには、当の外国人がどのような意向を抱き、

どのような人生設計のもとで、何を求めて海外就労を意図するのかといった視点

が欠落している。海外での就労を通して、自身や家族の生活の質的向上を図るこ

とが望めないならば、外国人の若者をひきつけることは到底叶わなくなるだろう。

「選ばれる日本」「選ばれる自治体」となるために、外国人労働者が豊かな経験を

得るための受け入れ体制を整えることはもちろん、帰国後の再就職を見据えた取

り組み（二階堂 2019b）が、早急に求められる。 

 

付記 

本報告は、以下の研究成果の一部である。①平成 27～29 年度科学研究費補助金（基

盤研究（C））「日本語学習活動を核とした移住労働者の社会的統合―ベトナム人技能

実習生を事例に」（研究代表者：二階堂裕子）。②平成 28～30 年度科学研究費補助金

（基盤研究（C））「人口減少時代の地方都市・中山間地域の多文化化と地域振興に関

する社会学的研究」（研究代表者：徳田剛）。③平成 30～33 年度科学研究費補助金（基

盤研究（C））「外国人技能実習制度の課題と可能性―環境保全型農漁業の技能移転を

焦点とする実証研究」（研究代表者：二階堂裕子） 

 

注 

1）後述するように、本制度の運用をめぐっては多くの課題が山積している。しかし、

本稿では、そうした制度そのものが孕む問題点の追求・批判をねらいとせず、技能

実習生の増加という現実的な社会動向をにらみつつ、今後、ホスト社会が真摯に検

討すべき課題を提示したい。また、こうした議論が、ひいては本制度の問題点を新

たにあぶり出すことにもつながると考える。 

2）こうした現状を背景に、2017 年 11 月 1 日より、新たに技能実習法が制定された。

新制度では、前述したように、実習期間の延長や対象職種の拡大といった運用上の

変更点が盛り込まれた。これに加え、技能実習の適正な実施に向けて、監理団体や

技能実習実施者への行政指導がより厳格化されたほか、技能実習生の保護を目的と

して、暴行や脅迫などの人権侵害に対する罰則が設けられた。こうした新たな措置

が、はたして本制度に山積する上記の諸問題を解決し、日本の労働力不足解消の有

効策となりうるのか、その行方が注視されている。 

3）本制度全般に関する総合的な支援機関の国際研修協力機構（JITCO）が定めた「外

国人技能実習制度における講習手当、賃金及び監理費等に関するガイドライン」で

は、技能実習生の外出に関して、それを監理団体や実習実施者が禁止してはならな

いものの、「社会通念上認められる範囲内での門限の設定や休日における外出届制

は差し支えない」と規定している（国際研修協力機構 2012：9）。 

 

文献 

浅野慎一編著，2007，『増補版 日本で学ぶアジア系外国人―研修生・技能実習生・留

学生・就学生の生活と文化変容―』大学教育出版 

惠羅さとみ，2018，「建設産業構造と外国人労働者―外国人技能実習制度の拡大を事

例に―」津崎克彦編著『産業構造の変化と外国人労働者―労働現場の実態と歴史的

視点―』明石書店、48-65. 

法務省，2018，「在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表」，法務省ホームページ 

 （2018 年 10 月 20 日取得 http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html） 

－ 78 －



おわりに 

 

以上の考察から、技能実習生と日本人住民が顔の見える関係を構築するうえで、

行政が担う役割は大きいといえる。美作市にとって、技能実習生の受け入れは、

個別の企業における雇用対策にとどまるのではなく、自治体の産業活性化政策で

あり、かつ人口増加政策でもある。外国人材の受け入れを、自治体の地方創生政

策の一環として明確に位置づけたうえで、住民や様々な組織に対して、自治体が

めざす方向性とそのために講じるべき施策を提示し、協働を促していく姿勢が求

められる。それがひいては、技能実習生や就労先企業の孤立を防ぐ方策にもなる

だろう。 

 では、美作市がそうした政策を強力に推し進めようとする理由は何か。過疎化

の進行に歯止めがかからない今日の現状において、全国の自治体で技能実習生の

活用が加速していることはすでに述べた。美作市では、こうした状況に対して、

強い危機感を抱いている。すなわち、近い将来、技能実習生の確保さえ困難にな

るという懸念である。 

昨今、技能実習生をはじめとする外国人材の受け入れ拡大をめぐり、活発な議

論が展開されている。しかし、そこには、当の外国人がどのような意向を抱き、

どのような人生設計のもとで、何を求めて海外就労を意図するのかといった視点

が欠落している。海外での就労を通して、自身や家族の生活の質的向上を図るこ

とが望めないならば、外国人の若者をひきつけることは到底叶わなくなるだろう。

「選ばれる日本」「選ばれる自治体」となるために、外国人労働者が豊かな経験を

得るための受け入れ体制を整えることはもちろん、帰国後の再就職を見据えた取

り組み（二階堂 2019b）が、早急に求められる。 

 

付記 

本報告は、以下の研究成果の一部である。①平成 27～29 年度科学研究費補助金（基

盤研究（C））「日本語学習活動を核とした移住労働者の社会的統合―ベトナム人技能

実習生を事例に」（研究代表者：二階堂裕子）。②平成 28～30 年度科学研究費補助金

（基盤研究（C））「人口減少時代の地方都市・中山間地域の多文化化と地域振興に関

する社会学的研究」（研究代表者：徳田剛）。③平成 30～33 年度科学研究費補助金（基

盤研究（C））「外国人技能実習制度の課題と可能性―環境保全型農漁業の技能移転を

焦点とする実証研究」（研究代表者：二階堂裕子） 

 

注 

1）後述するように、本制度の運用をめぐっては多くの課題が山積している。しかし、

本稿では、そうした制度そのものが孕む問題点の追求・批判をねらいとせず、技能

実習生の増加という現実的な社会動向をにらみつつ、今後、ホスト社会が真摯に検

討すべき課題を提示したい。また、こうした議論が、ひいては本制度の問題点を新

たにあぶり出すことにもつながると考える。 

2）こうした現状を背景に、2017 年 11 月 1 日より、新たに技能実習法が制定された。

新制度では、前述したように、実習期間の延長や対象職種の拡大といった運用上の

変更点が盛り込まれた。これに加え、技能実習の適正な実施に向けて、監理団体や

技能実習実施者への行政指導がより厳格化されたほか、技能実習生の保護を目的と

して、暴行や脅迫などの人権侵害に対する罰則が設けられた。こうした新たな措置

が、はたして本制度に山積する上記の諸問題を解決し、日本の労働力不足解消の有

効策となりうるのか、その行方が注視されている。 

3）本制度全般に関する総合的な支援機関の国際研修協力機構（JITCO）が定めた「外

国人技能実習制度における講習手当、賃金及び監理費等に関するガイドライン」で

は、技能実習生の外出に関して、それを監理団体や実習実施者が禁止してはならな

いものの、「社会通念上認められる範囲内での門限の設定や休日における外出届制

は差し支えない」と規定している（国際研修協力機構 2012：9）。 

 

文献 

浅野慎一編著，2007，『増補版 日本で学ぶアジア系外国人―研修生・技能実習生・留

学生・就学生の生活と文化変容―』大学教育出版 

惠羅さとみ，2018，「建設産業構造と外国人労働者―外国人技能実習制度の拡大を事

例に―」津崎克彦編著『産業構造の変化と外国人労働者―労働現場の実態と歴史的

視点―』明石書店、48-65. 

法務省，2018，「在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表」，法務省ホームページ 

 （2018 年 10 月 20 日取得 http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html） 

－ 79 －



堀口健治編，2017，『日本の労働市場開放の現況と課題―産業における外国人技能実

習生の重み―』筑波書房 

稲上毅，1981，『労使関係の社会学』東京大学出版会 

稲月正・山田澄子・柳井美枝・松本京子，2014，「外国人技能実習制度について考える

―制度改正後の状況と課題―」福岡県人権研究所『リベラシオン・人権研究ふくお

か』154: 13-118. 

梶田孝道・丹野清人・樋口直人，2005，『顔の見えない定住化』名古屋大学出版会 

上林千恵子 2015 『外国人労働者受け入れと日本社会―技能実習制度の展開とジレ

ンマ―』東京大学出版会 

国際研修協力機構，2012，「外国人技能実習制度における講習手当、賃金及び監理費

等に関するガイドライン」，国際研修協力機構ホームページ，（2018 年 10 月 20 日

取得，https://www.jitco.or.jp/system/data/guideline02.pdf#search 

 =%27%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%AE% 

 9F%E7%BF%92%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91% 

 E3%82%8B%E8%AC%9B%E7%BF%92%E6%89%8B%E5%BD%93+%E3%82%AC%E3 

 %82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%27） 

国際研修協力機構，2018，「外国人技能実習制度とは」国際研修協力機構ホームページ

（2018 年 10 月 20 日取得 https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/） 

美作市役所，2017，「美作市まち・ひと・しごと創生総合戦略 2017 年度 改訂版」美

作市役所ホームページ（2018 年 10 月 20 日取得 file:///C:/Users/YFF26/AppData/ 

 Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/9ISB4GP8/2017sougousennryakukaitei.pdf） 

毛受敏浩編，2016，『自治体がひらく日本の移民政策―人口減少時代の多文化共生へ

の挑戦―』明石書店 

宮島喬・鈴木江理子，2014，『外国人労働者受け入れを問う』岩波書店 

二階堂裕子，2016，「『非集住地域』における日本語学習支援活動を通した外国人住民

の支援と包摂―ベトナム人技能実習生の事例から―」徳田剛・二階堂裕子・魁生由

美子『外国人住民の「非集住地域」の地域特性と生活課題―結節点としてのカトリ

ック教会、日本語教室、民族学校の視点から―』創風社出版、81-102. 

―――――，2019a，「中山間地域における外国人技能実習生の受け入れ政策―岡山県

美作市の事例から―」徳田剛・二階堂裕子・魁生由美子編『地方発 外国人住民と

の地域づくり―多文化共生の現場から―』晃洋書房、35-51 

―――――，2019b 近刊，「外国人技能実習制度による国際貢献に向けた課題―ベトナ

ムにおける農業分野の技能移転の可能性―」『西日本社会学会年報』第 17 号 

鈴木江理子，2011，「経済危機下の外国人『単純労働者』たち―彼／彼女らの制約的な

就労状況、そして可能性―」明石純一編著『移民・ディアスポラ研究 1 移住労働

と世界的経済危機』明石書店、34-68. 

徳田剛・二階堂裕子・魁生由美子，2016，『外国人住民の「非集住地域」の地域特性と

生活課題―結節点としてのカトリック教会、日本語教室、民族学校の視点から―』

創風社出版 

津崎克彦，2018，「現代日本における産業構造の変化と外国人労働者」津崎克彦編著

『産業構造の変化と外国人労働者―労働現場の実態と歴史的視点―』明石書店、17-

46. 

－ 80 －



堀口健治編，2017，『日本の労働市場開放の現況と課題―産業における外国人技能実

習生の重み―』筑波書房 

稲上毅，1981，『労使関係の社会学』東京大学出版会 

稲月正・山田澄子・柳井美枝・松本京子，2014，「外国人技能実習制度について考える

―制度改正後の状況と課題―」福岡県人権研究所『リベラシオン・人権研究ふくお

か』154: 13-118. 

梶田孝道・丹野清人・樋口直人，2005，『顔の見えない定住化』名古屋大学出版会 

上林千恵子 2015 『外国人労働者受け入れと日本社会―技能実習制度の展開とジレ

ンマ―』東京大学出版会 

国際研修協力機構，2012，「外国人技能実習制度における講習手当、賃金及び監理費

等に関するガイドライン」，国際研修協力機構ホームページ，（2018 年 10 月 20 日

取得，https://www.jitco.or.jp/system/data/guideline02.pdf#search 

 =%27%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%AE% 

 9F%E7%BF%92%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91% 

 E3%82%8B%E8%AC%9B%E7%BF%92%E6%89%8B%E5%BD%93+%E3%82%AC%E3 

 %82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%27） 

国際研修協力機構，2018，「外国人技能実習制度とは」国際研修協力機構ホームページ

（2018 年 10 月 20 日取得 https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/） 

美作市役所，2017，「美作市まち・ひと・しごと創生総合戦略 2017 年度 改訂版」美

作市役所ホームページ（2018 年 10 月 20 日取得 file:///C:/Users/YFF26/AppData/ 

 Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/9ISB4GP8/2017sougousennryakukaitei.pdf） 

毛受敏浩編，2016，『自治体がひらく日本の移民政策―人口減少時代の多文化共生へ

の挑戦―』明石書店 

宮島喬・鈴木江理子，2014，『外国人労働者受け入れを問う』岩波書店 

二階堂裕子，2016，「『非集住地域』における日本語学習支援活動を通した外国人住民

の支援と包摂―ベトナム人技能実習生の事例から―」徳田剛・二階堂裕子・魁生由

美子『外国人住民の「非集住地域」の地域特性と生活課題―結節点としてのカトリ

ック教会、日本語教室、民族学校の視点から―』創風社出版、81-102. 

―――――，2019a，「中山間地域における外国人技能実習生の受け入れ政策―岡山県

美作市の事例から―」徳田剛・二階堂裕子・魁生由美子編『地方発 外国人住民と

の地域づくり―多文化共生の現場から―』晃洋書房、35-51 

―――――，2019b 近刊，「外国人技能実習制度による国際貢献に向けた課題―ベトナ

ムにおける農業分野の技能移転の可能性―」『西日本社会学会年報』第 17 号 

鈴木江理子，2011，「経済危機下の外国人『単純労働者』たち―彼／彼女らの制約的な

就労状況、そして可能性―」明石純一編著『移民・ディアスポラ研究 1 移住労働

と世界的経済危機』明石書店、34-68. 

徳田剛・二階堂裕子・魁生由美子，2016，『外国人住民の「非集住地域」の地域特性と

生活課題―結節点としてのカトリック教会、日本語教室、民族学校の視点から―』

創風社出版 

津崎克彦，2018，「現代日本における産業構造の変化と外国人労働者」津崎克彦編著

『産業構造の変化と外国人労働者―労働現場の実態と歴史的視点―』明石書店、17-

46. 

－ 81 －


