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１ 特集のねらい 

 

人口減少時代の日本において、「外国人」と地域社会との「出会いなおし」が起

きている。周知のとおり、近年、日本における外国人の居住は都市部・農村部を

問わず量的・質的に拡大している。特に農村部においては、1980 年代後半に各地

で見られた「嫁不足」対策としての結婚移民の新規来日は減少し、彼（女）らの

高齢化が徐々に進む一方、外国人技能実習生が暮らす自治体が全国の８割におよ

ぶ。かつての「農村花嫁」は日本の家庭を支える女性たちだったが、現在は技能

実習生が集団として日本の中小企業を支える存在になっている。同時に、自治体

の人口増加策として戦略的に外国人の定住を促す自治体も現れた。すなわち、「外

国人」が家庭の問題から企業、さらには自治体の問題へと、位置づけおよび価値

づけの再編が行われている。こうした状況下で「外国人住民と地域社会」を再考

したいという主旨で本特集を企画した。 

とはいえ、外国人の定住を人口問題と結びつけて議論することに違和感を覚え

る読者もおられると思う。都市社会学および地域社会学の分野では、外国人や外

国にルーツを持つという、いわば異質性を持つ人びとが、いかに日本の地域社会

に溶け込むか、それに向けていかに自治体・町内会等の地域組織・市民が「変わ

れるか」、そして新来者である外国人が日本語を習得して生活文化を身に着け、よ

りよい地域社会の一員となれるかという、両者の歩み寄りと共同性の形成を「多

文化共生」と呼び、規範的なありかたとされてきた。しかし、その舞台が都市か

地方かによって「外国人」の立ち現れ方が異なることも指摘したい。すなわち、
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都市においては都市化に伴う異質性の増大の一端としての外国人住民の増加およ

び多文化化だが、地方（特に過疎地）においては「農村花嫁」ならば一家の再生

産を担う救世主、技能実習生ならば地場産業の担い手と、そこに 1 人が来ること

の重みが違う。1990 年代に南米出身の日系人が公営住宅等で集住地区を形成した

工業都市では、外国人住民と日本人住民の接触が少なく「顔が見えない定住化」

（梶田ほか 2005）が進行したことが指摘されたが、人口が少ない地方や過疎地

においては「顔が見える定住化」が実現する可能性が十分にある。 

このような問題意識から、本特集では、①外国人の受け入れをめぐる地方行政

の働き、②地方における外国人増加のインパクト、③今後の地方における「多文

化共生」の望ましい姿は何か、の３点を共通した問題意識として持つ 4 人の研究

者から寄稿いただいた。以下に、前提条件として、日本の移民受け入れ政策と「人

口問題」との関係を確認した上で、4 本の論文から得られる知見を整理しておき

たい。 

  

２ 日本の移民受け入れ政策と「人口問題」 

 

 2017 年末現在、在日外国人数は 256 万 1848 人（在留外国人統計）と、京都府

の人口より多い。戦前からの朝鮮半島出身者、そして 1980 年代の難民、中国帰国

者および結婚移民の定住を経て、1990 年代以降に在日外国人数は急増した。1990

年代はいわば「日本人」の血族・姻族の優先雇用政策であり、南米や東南アジア

出身の日系人が定住資格を得て北関東や東海地方等の工場で働き家族を呼び寄せ

た。それが変わり始めるのが 2008 年からの経済連携協定による看護師・介護福祉

候補者の受け入れである。日本との縁がなくとも能力主義的に人材を受け入れて

定住・永住させる制度はその後、2012 年からの高度人材のポイント制の導入に引

き継がれる。一方、期限付の滞在で働き学ぶ技能実習生や留学生が、農林水産業

や製造業、コンビニエンスストア等の幅広い分野で日本の生産と消費を支えてい

る。本稿執筆中、2018 年の臨時国会では、在留資格「特定技能 1 号・2 号」の創

設による特定業種での受け入れ拡大が議論されている。特定技能 1 号は現行の技

能実習制度（5 年）の修了生が在留資格変更し最大 5 年、単身のまま働ける在留

資格である。その後、熟練度が高いと認められ 2 号に変更すると家族帯同と将来

 

的な永住権申請が可能となる、とされている。技能実習と高度人材との間の、ミ

ドルスキルの外国人に定住・永住の道を開く制度である。 

 従来の日本の移民政策は、基本的に日本社会が必要とする人（「嫁」、労働者、

専門技術者）を受け入れ、その中で更新・延長可能な在留資格を持つ人（結婚移

民、日系人、技能移民等）が「結果的に」定住者となってきた。2006 年に総務省

が「地域における多文化共生推進プラン」を策定し、地方自治体において①コミ

ュニケーション支援、②生活支援、③多文化共生の地域づくり、④多文化共生の

推進体制整備を進めるよう指導した。換言すれば、1990 年代からすでに外国人の

定住は始まっていたものの、生活者としての彼（女）らの存在が自治体の政策課

題として浮上したのはそれから 10 年以上経ってからということになる。 

この逆の発想が「人口問題」にはある。すなわち、ある国で人口が減少するな

らば、他国から人を移住させればよいという考え方が、「補充移民（replacement 

migration）」の議論である（United Nations Population Division, 2001）。実際、オー

ストラリアとカナダでは特定の過疎地域への移住希望者には在留資格審査上の優

先枠がある（石川 2018；大野 2015）。上記の国連報告書が公表された 2001 年

は日本がまだ人口増加期だったためか、こうした「ドライ」な考え方は一般世論

では「日本に馴染まない」とされてきた。しかし 2010 年代になり、その必要性を

指摘する自治体の首長および研究者が出てきた（浅山 2012；石川 2014）。 

元・東京入国管理局長の坂中英徳氏が移民受け入れによる過疎地の再興を提唱

し、（坂中 2011、2012）ほぼ同時期、公益財団法人・日本国際交流センター執行

理事の毛受敏浩氏も著書『人口激減』（2011）のなかで「人口対策として移民受け

入れを推進すべき」と書いた。そこに 2014 年 5 月、『中央公論』誌上で発表され

た「増田レポート」において、近い将来に消滅可能性が高い都市が名指しされた

ことから、各自治体が人口増加策へとギアを入れた（高畑 2015）。その後、人口

地理学者で帝京大学教授の石川義孝氏は、在留資格「地方創生 1 号・2 号」を創

設して過疎地への外国人移住者に在留資格を与えるよう提唱している（石川 

2018）。 

一般的に、自治体の人口対策では、まず自然増のための婚活支援と子育て支援、

次に社会増を狙った首都圏からの移住促進に取り組むことが多い。そして、行き

つくところが外国人の定住促進であった。かつて 1980 年代後半は「嫁不足」で外
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国人女性を特定の「家庭」が受け入れたわけだが、2010 年代は、自治体が「ヒト

不足」で男女を問わず外国人を「まち」で受け入れるトレンドが出てきた。早々

に人口対策としての外国人の定住促進を打ち出した広島県安芸高田市と岡山県総

社市（浅山 2012）のほか、島根県出雲市は「外国人住民のうち 5 年以上定住す

る人の比率を 2021 年に 3 割以上に引き上げる」と数値目標を出した（『日本経済

新聞』2016 年 3 月 8 日）。また、地方創生を目指して技能実習生の受け入れと支

援を行っている岡山県美作市については本特集の二階堂論文が詳しい。 

 

３ 特集論文からの知見 

 

 本特集は、徳田論文（地方在住外国人の増加と地域社会の対応についての考察

―ローカルガバナンス論の視点から）、佐々木論文（人口減少地域における外国人

政策―青森県を事例として）、武田論文（地方・農村の国際結婚家族）、二階堂論

文（外国人技能実習生と地域社会の「顔の見える関係」の構築―岡山県美作市に

おける地域再生の試み）の 4 編で構成されている。 

 徳田論文は、外国人をめぐる自治体の施策の比較研究である。2012 年以降、そ

れまで外国人が比較的少なかった県で外国人人口の伸びがみられるが、これら地

域では「地域社会の多文化対応への政策実行力やノウハウの蓄積が少ないことか

ら、同じ増加率でも地域へのインパクトは全く違う」と、地方での多文化対応の

困難さを徳田は指摘する。事例の京都府京丹後市と島根県雲南市は、いずれも平

成の大合併でできた小規模自治体で、近年はベトナム人技能実習生の伸びが顕著

である。多文化対応のノウハウと担い手の不足、外交的要素を含む「国際交流」

から住民施策としての「多文化共生」へ発想を転換することの難しさ、外国人が

広域に分散居住することによる交流や支援活動の非効率さが指摘されるが、一方、

小さな町なので「顔が見える関係」が構築されやすいという肯定的側面も挙げら

れる。 

 続く佐々木論文は、人口減少率が全国２位の青森県を事例に、地方での多文化

対応の課題を指摘したものである。住民基本台帳に登録された人口に加え、観光

等で国内外から青森県を訪れる「交流人口」、技能実習生や留学生など在留期間が

限定される「循環人口」、在留期間の延長・更新が可能な結婚移民や技能移民等の

 

「共生人口」、そして加工食品の輸出などで青森県と海外をつなぐ「関係人口」と

いう視点が提示される。青森県ではリンゴ栽培等、農業の働き手として技能実習

生が欠かせないという現実がある一方、定住外国人や留学生への支援は少ないと

いう。視点を変えると、今後、在留資格「特定技能 2 号」が導入されれば、循環

人口（技能実習生）が共生人口（定住者）へ転換される。従って、今回の入管法

改正は、人口減少地域においては定住人口および地場産業の担い手を増やす好機

なのである。「地域を大切に、ともに生きていく人が必要。そこに国籍や民族性は

最終的には問題にならない」という佐々木の指摘が的を射ている。現在の循環人

口が、制度的に可能となれば共生人口となり、将来もそこに住んで仕事をしたい

という気持ちを持てるよう支援する必要があるのではないか。 

 家族の変容から地方の多文化化をとらえたのが武田論文である。武田は「国際

結婚と多文化共生社会のありかたの議論との繋ぎが必要」という問題意識を持ち、

多文化共生施策の射程に国際結婚の日本人夫を含めることを提唱する。また、徳

野貞雄の世帯連合論を国際結婚家庭に応用し、世帯の三層構造の外に外国人妻の

世帯があるとしている。日本で暮らす子どもたちが妻方親族のいとこたちと交流

するなど、妻方親族がトランスナショナルな親族ネットワークおよび世帯連合と

して機能しつつあるとの指摘である。同じ場所に住む人たちが「顔が見える関係」

にあるのが地方・農村の強みであり、コミュニティが小さいがゆえに、ひとりひ

とりを代替不可能な存在として認識することができるという指摘は、徳田論文の

知見にも通じる。 

 二階堂論文では、その労働および生活構造から地元住民と「顔が見える関係」

が構築されづらい技能実習生を扱っている。市場媒介型の移住システムで業者の

仲介により来日し、失踪防止のため業者（監理団体）が行動を厳しく管理し、他

社所属の技能実習生との交流を制限されるなど、彼（女）らはコミュニティ形成

を促す条件がことごとく欠けている。ここで鍵になるのが行政の多文化政策であ

る。岡山県美作市では、ベトナム人技能実習生をはじめとする外国人材の育成と

活用を地域再生への新たな活路として明確に位置付け、日越交流団体を作り、秋

祭りでは所属先を超えて技能実習生たちが交流する機会を作っている。上記の

佐々木論文で「循環人口から共生人口へ」と描いたシナリオに向けて、美作市で

は準備が進んでいる。 
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４ むすび 

 

外国人を「他者」の問題としてとらえる時代は過ぎた。2016 年に厚生労働省は

「ニッポン一億総活躍プラン」を策定し、「地域共生社会」の実現が盛り込まれた。

翌 2017 年からは「我が事・まるごと」地域共生社会実現本部が「『地域共生社会』

の実現に向けて」を決定し、医療、教育、児童相談、高齢者等と並んで「多文化

共生」が地域で取り組むべき課題として挙げられている（厚生労働省 2018）。今

や、地域で暮らす人びとが持つ「多様性」のひとつが「多文化」という位置づけ

なのである。 

上記 4 論文に共通するのは、人口減少が深刻な自治体は多数存在するが、その

問題を結婚移民や技能実習生と関連付けて認識するか否かは自治体（首長）によ

るということだ。外国人の定住支援に注力しているのは、合併を経験した西日本

の自治体が多いようである。多文化施策の担い手不足、広域の移動に伴う活動の

非効率性等、共通する課題は非常に多い。小さなまちの強みとして挙げられた「顔

が見える関係」の構築への仕組みづくりを幅広く共有することが今後の課題であ

ろう。いわば、「新来者を既存の地域社会へ包摂し共同性を作りだす」という、地

域社会学の普遍的課題である。 

 人口が減少していく先進国の住民が「便利」な生活を維持するには、外国人労

働者を増やすしかない。これまでの在日コリアン、結婚移民、日系人、技能実習

生など、さまざまな在留資格をもって地域で暮らし貢献してきた人たち、その周

りにいる家族や支援者の知恵を集めなおし、そこに行政が「地域共生社会」をビ

ジョンとして多文化施策に取り組むプロセスに研究者も参画することが求められ

ている。 
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