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外国人労働者のさらなる活躍に向けて1 

─東海 3県のデータとヒアリングに基づいた現状と課題の整理─ 

■要 旨■ 

 東海地域では、企業における人手不足感が強まっています。当地企業では、

人手不足への対応のひとつとして外国人労働者の活用を積極化する動きが

みられています。 

 データをみると、東海各県の外国人労働者数は、いずれも全国の中で上位に

位置しています。また、2013 年から 2017 年の 4年間における変化をみると、

景気の回復・拡大を映じて労働力人口は増加しており、女性や高齢者の労働

参加の拡大と並んで、外国人労働者の増加が寄与する形となっています。 

 当地における外国人労働者の特徴については、第 1に、全国と比較すると製

造業に従事する外国人労働者の比率が高いこと、第 2に、国籍別にみるとブ

ラジル人の比率が高いものの、ここ数年はベトナムやフィリピン等からの技

能実習生が大きく増加しており国籍の多様化が進んでいること、などが指摘

できます。 

 技能実習生をはじめ外国人労働者については、今後もさらなる受入れ拡大

が予想されます。もっとも、一部の受入れ企業における労働時間や就労環

境等に関する問題が指摘されているほか、今後、中国など他地域との人材

獲得競争が厳しくなっていくことも予想されるなど、対処すべき課題や問

題点も少なくありません。外国人労働者が企業や地域社会の一員として溶

け込みながら活躍していくには、当地で働くことの魅力を高めるための企

業や自治体等の取り組みがますます重要となってきています。加えて、外

国人労働者の増加をビジネスチャンスとして捉える動きもみられており、

今後の展開が注目されます。 

 
 

                                                   
1 本稿は、日本銀行名古屋支店営業課の川島迪仁、文谷和磨、高田良博が担当しました。 
本稿の内容に関するお問い合わせは、日本銀行名古屋支店営業課（052-222-2041）または

nagoya@boj.or.jp までお願いします。 

2 0 1 8 年 5 月 2 1 日 

日本銀行名古屋支店 



2 

▲ 60

▲ 40

▲ 20

0

20

40

60

1990 93 96 99 02 05 08 11 14 17

全産業 製造業 非製造業

（「過剰」-「不足」D.I.回答社数構成比、％ポイント）

年

１．はじめに 

（１）東海地域における雇用情勢と人手不足感の強まり 

日本銀行名古屋支店では、東海地域（以下、「当地」）の景気について、2017

年 10 月から「拡大」と判断しています。これは、「緩やかな拡大」という全国

よりも強い判断です。このことは、労働市場の逼迫度の違いとしても顕れてい

ます。例えば、全国の完全失業率が 2.5％（2018 年 1-3 月）であるのに対して、

当地は同時期に 1.9％という低水準となっています。 

そうした下で、当地企業では人手不足感が着実に強まっています。東海短観

における雇用人員判断 D.I.（「過剰」と答えた企業の割合－「不足」と答えた企

業の割合）をみると、足もとの「不足超」幅は、リーマン・ショック前を超え、

1990 年代前半のレベルに達しています（図表 1）。 

（図表 1）東海短観における雇用人員判断 D.I.の推移 

 

 

（資料）日本銀行名古屋支店 

人手不足は、景気変動による循環的な振れはあっても、当地経済が将来に亘

って向き合っていく必要のある構造的な課題であると言えます。今後の人口動

態の見通しを踏まえると、労働力の中核となる生産年齢人口（15 歳以上 65 歳未

満人口）の減少は不可避であるためです（次頁図表 2）。 

このような状況に対して、当地企業では、長い目で見た人手不足の継続や一

段の強まりを見据えた対応を本格化しつつあります。その方向性は、大きく 2
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つに整理できます。1 つは、必要な人手を抑制し、生産性を向上させるためのビ

ジネス・プロセスの見直し（例えば、営業時間の短縮）や省力化投資（例えば、

ロボットの活用）などです。 

そして、もう 1 つは、新たな働き手を増やしていくことです。具体的には、

専業主婦等の女性や定年退職後の高齢者を積極的に採用し、活躍を促す取り組

みが進んできました。例えば、統計データをみると、女性の労働力率――わが

国では子育て期に低くなる傾向があり、年齢を横軸に労働力率を示したグラフ

はその形状から「M 字カーブ」と呼ばれます――は、既に全国・愛知県ともに

米国並みの水準まで上昇しています（図表 3）。 

（図表 2）生産年齢人口の将来見通し （図表 3）女性労働力率の推移 

  

(資料)総務省、国立社会保障・人口問題研究所 （資料）総務省、OECD 

今後は、女性や高齢者の労働参加の一段の拡大に加え、短時間の就労にとど

まっている層の時間的な制約の解消等が課題となっており、女性や高齢者が安

心して就労できるようにするための労働環境の整備や保育所のさらなる充実な

どが期待されます。しかし、このところ、企業等からは、「女性や高齢者の活躍

促進を進めてきた結果、さらなる“掘り起し”は容易ではなくなってきている」

といった指摘が増えているのも事実です。 

（２）働き手としての外国人への注目・関心の高まり 

こうした中、貴重な働き手としての注目・関心が高まっているのが外国人労

働者です。当地企業へのヒアリングでも、製造現場だけでなく、人手不足が強

まっている小売やサービス業などを含め、外国人労働者への依存を高めている

という声が幅広く聞かれるようになっています。 
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▽外国人労働者の活躍に関するヒアリング情報 

製造業 A 

もともとブラジル人の採用には積極的だが、製造現場におけるポルトガ

ル語対応の必要性もあり、配属は一部工場に限ってきた。しかし、最近

では全ての工場で活躍してもらっている。また、ベトナム人技能実習生

も増加している。 

製造業 B 
フル生産が続く中、日本語が堪能なフィリピン人を中心に、外国人を積

極的に採用している。 

飲食業 C 外国人の採用強化に向け、教育ノウハウの整備を進めている。 

こうした企業活動の現場における外国人労働者への依存の高まりは、統計デ

ータでも裏付けられます。2017 年 10 月末時点の都道府県別外国人労働者数をみ

ると、愛知県が全国 2 位、岐阜県が同 13 位、三重県が同 14 位と、いずれも上

位となっており、当地は外国人労働者の活躍が目立つ地域となっています（図

表 4）。 

また、労働力人口（15 歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者を合計した

もの）と外国人労働者数の変化をみると、外国人労働者が、女性や高齢者とと

もに、貴重な働き手として経済活動を支えている姿がみてとれます（図表 5）。 

（図表 4）外国人労働者数の都道府県ラン 

     キング上位 15 先（2017 年） 
（図表 5）労働力人口の構成変化 

  

(資料)厚生労働省 （注 1）統計上の制約から静岡県を含む東海 4県ベース。 

（注 2）男性・女性は 15～64 歳、高齢者は 65 歳以上。 

（注 3）労働力人口と外国人労働者はベースが異なる。  

詳細は次頁脚注 2を参照。 

（資料）総務省、厚生労働省 

具体的には、2013 年から 2017 年の 4 年間における労働力人口の変化をみると、

静岡県を含む東海 4 県ベースで＋13 万人増加しました。内訳をみると、64 歳以

下の男性労働者が▲9 万人減少した一方で、64 歳以下の女性労働者が＋6 万人、
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65 歳以上の男女が＋16 万人、それぞれ増加しました。この労働力人口には、外

国籍の労働者も含まれています。別の統計である点に留意は必要ですが、同じ

時期に外国人労働者は＋8 万人増加しており、これは、労働力人口の増加（＋13

万人）の 6 割に相当します2。 

２．データでみる当地外国人労働者 

当地の外国人労働者については、「製造業に従事するブラジル人が多い」、「リ

ーマン・ショック後に大幅に減った」といった指摘がしばしばなされてきまし

た。統計データを使って、特徴点や時系列的にみた変化を整理してみると、次

の 4 点を指摘できます。 

①当地の外国人労働者数は、ここ数年、増加ペースが速まっています。在留資

格別にみると、人数が一番多い「身分に基づく在留資格」が増加を続けてい

るほか、ここ数年は「技能実習」の伸びが高まっています（図表 6）。 

（図表 6）当地外国人労働者数の推移 

（在留資格別） 

（図表 7）当地在留ブラジル人推移 

 

 

   

(注)在留資格とは、出入国管理及び難民認定法（いわゆる入管法）に基づ

き、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動・期間等を

類型化したもの。具体的には以下のとおり。 

『身分に基づく在留資格』：活動に制限のない在留資格（永住者など）。

『専門的・技術的分野の在留資格』：具体的に就労活動が特定されてい

る在留資格（教授、興行など）。『資格外活動』：就労が認められていな

い在留資格（留学など。但し、資格外活動許可で 28 時間/週の就労が

認められる）。『技能実習』：技能実習生（制度の詳細は後述）。『特定活

動』：ワーキングホリデーや EPA に基づく看護師・介護福祉士など。 

(注)2017 年は 6月末時点。 

(資料）法務省 

(資料) 厚生労働省、愛知労働局、岐阜労働局、三重労働局  

                                                   
2 労働力人口は総務省の「労働力調査」によります。同調査は、「外国政府の外交使節団等

を除く、わが国に居住する全人口」を対象としており、在留外国人労働者は同調査でカバ

ーされていると考えられますが、標本調査であるなどの点で留意が必要です。一方、外国

人労働者は厚生労働省の「外国人雇用状況」によります。これは、すべての事業主に対し、

外国人労働者の雇入れ又は離職の際に、当該外国人労働者の氏名等を厚生労働大臣に届け

出ることが義務付けられている「外国人雇用状況の届出制度」に基づいた調査です。 
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②国籍別にみると、2017 年時点で一番多いのはブラジル人です。リーマン・シ

ョックが発生した 2008 年以降減少した後、最近再び増加に転じています。ま

た、ここ数年は、中国人の緩やかな増加が続いていることに加え、ベトナム

人やフィリピン人が大きく増加しており、国籍の多様化を伴いながら外国人

労働者が増加しています。こうした国籍の多様化は、とりわけ「技能実習」

で顕著となっています（図表 8）。 

―― なお、当地における在留ブラジル人の推移をみると、リーマン・ショ

ック後に雇用情勢の悪化から大幅に減少しましたが、このところ再び増

加に転じています3（前頁図表 7）。 

（図表 8）国籍別にみた当地外国人労働者数の推移 

（全体） （うち技能実習） 

  

(資料) 厚生労働省、愛知労働局、岐阜労働局、三重労働局 

③全国と比較すると、当地は「身分に基づく在留資格」の比率が全国よりも大

きくなっています。これは、当地では在留ブラジル人の数が多いことが要因

とみられます。また、全国・当地共通の動きとして、「技能実習」や「資格外

活動」（留学生のアルバイト等）の割合が増加しています（次頁図表 9）。 

④産業別にみると、当地では製造業で就労する外国人の割合が約 5 割と、全国

                                                   
3 こうした在留ブラジル人の動きの背景には、政府による「帰国支援金支給事業」の影響も

あるとされています。同事業は、日系人労働者のうち再就職を断念して帰国する者を対象

に、「身分に基づく在留資格」による再入国を行わないことを条件に、帰国支援金（本人

１人当たり 30 万円、扶養家族については１人当たり 20 万円）を支給するというものでし

た。同事業が実施された 2009 年 4 月から 2010 年 3 月までの間、ブラジル人を中心に全国

で 2 万人強（うち愛知県は 6 千人弱）が出国しました。その後制度が見直され、2013 年

10 月には帰国支援金を受給して帰国した者の再入国が認められ、現在に至っています。先

行きについても、日系 4世の受入れが検討されており、入国者の増加が見込まれています。 
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の約 3 割と比較して高くなっています。2008 年と 2017 年を比較すると、全国

では製造業の比率が 1 割程度減少しているのに対して、当地では概ね横ばい

となっており、当地は製造業における外国人労働者の活躍が目立つ地域とな

っています（図表 10）。 

 （図表 9）外国人労働者の在留資格別の構成比 

  （全国） （東海３県） 

  

（注）在留資格の内容は 5頁図表 6を参照。 

（資料）厚生労働省、愛知労働局、岐阜労働局、三重労働局 

 

 （図表 10）外国人労働者の産業別の構成比 

（全国） （東海３県） 

  

（注 1）2008 年の産業別外国人労働者についてはデータの制約から愛知県・岐阜県の 2県ベースとなっている。 

（注 2）サービス業は労働者派遣業などからなる。 

（資料）厚生労働省、愛知労働局、岐阜労働局、三重労働局 
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３．技能実習生の受入れの増加 

以上のように近年の外国人労働者の動向を整理すると、最近の大きな特徴と

して、技能実習生の受入れが増加していることが指摘できます。本章では、ま

ず外国人技能実習制度を概観したうえで、当地における同実習生の受入れ状況

や今後の課題について検討します。 

（１）制度の概要 

外国人技能実習制度は、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、

開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的に 1993 年に

創設されました。日本において企業等の実習実施者と雇用契約を結び、出身国

において習得が困難な技能等を最長 5 年間に亘って修得・習熟・熟達できる、

という制度となっています4。 

（２）当地における受入れ状況 

当地企業に対して技能実習生の受入れ状況をヒアリングすると、「最近の生産

増加や日本人労働者の採用難などを受けて、積極的に受け入れている」といっ

た声が多く聞かれています。 

▽外国人技能実習制度の利用に関するヒアリング情報 

製造業 D 
生産増による製造現場の負担増――特に早朝や深夜勤務の日本人労働

者の確保が困難化――から、2017 年春以降、アジア各国からの技能実

習生の受入れを開始した。 

小売業 E 
日本人パートやアルバイトの採用が困難になっている中、熱心に働いて

くれる外国人留学生と技能実習生を積極的に受け入れており、中には職

場の中心的存在になっている人もいる。 

製造業 F 
ベトナム人技能実習生は非常に真面目で勤労意欲が高いため、貴重な戦

力になっている。今後も、生産増加に合わせてベトナム人の技能実習生

を一定比率で受け入れたい。 

（３）さらなる受入れに向けての課題や問題点 

当地における技能実習生の受入れ人数は着実に増加しており、技能実習生は

企業現場を支える貴重な存在になってきています。それと同時に、さらなる受

                                                   
4 技能実習生の受入れ方式としては、日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企

業の職員を受け入れて技能実習を実施する「企業単独型」と、営利を目的としない団体（監

理団体）が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を行う「団体監理型」があり

ます。受入れ状況をみると、「団体監理型」が大半で、中小企業が実習実施者となるケー

スがほとんど、とされています。 
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入れ拡大に向けては、課題や問題点も指摘されています。 

① 企業の受入れ姿勢 

技能実習生の受入れ実態に関しては、「日本人が嫌忌しがちな休日・夜間勤務

や身体負担の大きい仕事への従事」や「最低賃金で雇用できる労働力としての

位置づけ」等、一部で制度趣旨に適合しないケースがみられているとの指摘も

聞かれています。また、技能実習生の就労条件等に関する法令違反――例えば、

労使協定を超過した長時間労働や残業代の未払い、劣悪な居住環境など――もみ

られています（図表 11）。このような状況が続く場合には、外国人がわが国ある

いは当地で就労する魅力を低下させる恐れがあります。 

（図表 11）愛知県の技能実習機関における法令違反の状況 

  

(注)左図は 2016 年。 

(資料) 愛知労働局 

こうした中、2017 年 11 月に施行された「改正技能実習法（外国人の技能実習

の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律）」では、技能実習生の受入れ窓

口となる監理団体の認可制の導入や、技能実習生に対する人権侵害行為等に関す

る罰則規定などが新たに盛り込まれました。また、技能実習生の受入れ企業や監

理団体においても、契約書類等の母国語への翻訳などを通じて「言葉の壁」に起

因するトラブルの防止に努めるなど、技能実習生制度を適切に運用していくため

の取り組みが広がってきています5。今後、こうした政府の取り組みと受入れ企業

における前向きな取り組みとが相まって、外国人労働者の就労環境の着実な改善

                                                   
5 このほかにも、政府は、技能実習生の送出しや受入れを適正かつ円滑に行う目的で、2017
年 6 月のベトナムを皮切りに、カンボジア、インド、フィリピン、ラオス、モンゴル、バン

グラデシュ、スリランカ、ミャンマーとの間で、二国間の協力覚書（Memorandum of 
Cooperation）を締結しています。 
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が図られていくことが期待されます。 

▽技能実習生の就労環境の整備に関するヒアリング情報 

製造業 G 
ベトナム人技能実習生の受入れ開始に際しては、作業マニュアルや工場

内の案内表示類をベトナム語で準備した。 

監理団体 H 
技能実習生がトラブルに巻き込まれないよう、契約書や作業マニュアル

の無料翻訳サービスを提供している。 

②他地域との人材獲得競争の強まり 

 技能実習生に限らず、日本で就労する外国人労働者の出身国をみると、最近、

中国人の増加は非常に緩やかなものに止まっている一方、他のアジア諸国の出身

者（特にベトナム人、フィリピン人）の増加が目立っています（前掲図表 8）。 

 こうした中国人労働者の頭打ち感の背景としては、中国国内における賃金水準

の高まりが指摘されています。例えば日本貿易振興機構（JETRO）の調査による

と、北京のワーカー（一般工職）の月給は、2010 年度調査で約 4 万円だったのが、

2017 年度調査では約 8 万円と大幅に上昇しています。一方、わが国で技能実習生

として働くと、最低賃金（月給 14 万円弱）で雇用されることが多いと言われてお

り、中国人からみると日本で就労することの賃金面での魅力が低下してきている

可能性があります（次頁図表 12）。 

▽技能実習生の受入れに関するヒアリング情報 

製造業 I 

工場を 24 時間稼働させているが、早朝・深夜に勤務する日本人従業員

を十分に確保できなくなっており、中国人の技能実習生を受け入れて対

応してきた。しかし、最近では、中国国内の賃金が上昇している中で、

応募者の希望に合う条件を提示することが難しくなっている。 

製造業 J 

中国における賃金水準が上昇する中で、相対的に賃金が安いベトナムか

らの実習生が増加している。ベトナムでは、国立の 4 年制工業大学を卒

業した者の月給も 2.5 万円程度であり、日本の月給水準は魅力的のよう

だ。また、帰国後にベトナムに進出している日系企業に高待遇で採用さ

れやすいことも人気を後押ししている。 
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 （図表 12）各地域の賃金比較 

 

 

（注 1）海外 4 都市の賃金水準は、2017 年度調査。製造業はワーカー（一般工職）、非製造業はスタッ

フ（一般職）の月額賃金（米ドル）を 110 円/ドルで円換算。 

（注 2）日本の金額は、「平成 29 年度地域別最低賃金」の全国加重平均額（848 円）で 1 日 8 時間・月

20 日勤務したとして試算（月額 135,680 円）。 

（資料）日本貿易振興機構「ジェトロの海外ビジネス環境調査 投資関連コスト比較調査」、厚生労働省 

外国人からみた就労地としての魅力や競争力の維持・向上という課題は、近年、

技能実習生を中心に受入れが増加傾向にあるフィリピンやベトナム等との関係で

も同様です。こうした国々とわが国との賃金格差はなお大きいとは言え、中国と

同様に、将来的には格差が縮小していくことが予想されます。加えて、他の先進

国、移民比率の高い西アジア諸国、近年賃金が上昇している中国などが外国人労

働者の受入れを積極化することで、世界的な人材獲得競争が一段と激化する可能

性もあります。 

４．おわりに―さらなる外国人労働者の活躍に向けて― 

当地経済はここ数年、景気の回復・拡大が続いており、これを支える労働力

確保の面では、女性や高齢層の労働参加の高まりと並んで、外国人労働者の受

入れ拡大という形で対応が進んできました。今後の成長持続を展望すると、貴

重な働き手として外国人労働者が当地で一段と活躍していくことが期待されま

す。 

「一段の活躍」という点では、まず、活躍が期待される分野の拡大が見込ま

れます。その代表例は、人手不足が特に深刻な介護分野です。厚生労働省の試

算によると、2025 年度には、全国で約 38 万人、うち東海 3 県で約 3.5 万人の介
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護人材が不足する見通しとされています（図表 13）。こうした人材不足問題への

対応策のひとつが外国人労働者の活躍であり、制度面の整備にも後押しされる

形で、今後、外国人労働者を介護人材として受け入れる動きが進む可能性があ

ります6。 

（図表 13）介護人材の不足見通し（厚生労働省による試算） 

（全国） （東海３県） 

  

(資料) 厚生労働省「2025 年に向けた介護人材にかかる需給推計（確定値）について」 

また、全国と比べて製造業に従事する外国人労働者が多いという当地の特徴

を踏まえると、当地製造業が外国人労働者をこれまで以上に戦略的に活用して

いくことも期待されます。一部の企業で既にみられている具体例としては、世

界各地の生産拠点で活躍していくグローバル人材の育成を目的に、海外拠点の

優秀な人材を技能実習生として受け入れる動きがあげられます。 

▽外国人技能実習制度の利用に関するヒアリング情報 

製造業 K 
アジア各国の現地法人スタッフを、技能実習生として国内研修で受け入

れている。日本の生産技術を習得してもらうことで、グローバルな生産

拠点の人材確保を図ることも意識している。 

 こうした動きは、外国人労働者の活躍を重視しているとのメッセージとして、

受け入れた人材のみならず、その企業で働くほかの外国人労働者のモチベーショ

ン向上にも資すると考えられます。また、日本人労働者にとっても、こうした外

国人労働者との協働やコミュニケーションを通じて、就労先企業のグローバル展

                                                   
6 外国人介護人材の受入れに関する制度整備としては、2017 年 9 月に「出入国管理及び難

民認定法」の改正により在留資格「介護」が創設されたほか、2017 年 11 月に外国人技能

実習制度の対象職種に介護職種が追加されました。 
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開に円滑に対応していくことに繋がるといった効果も期待されます。 

外国人労働者の活躍促進に向けては、まずは、受入れ企業が、賃金やその他労

働条件の着実な改善に加えて、習得できる技能・スキルの魅力向上や就労環境の

整備等を通じて、就労先としての魅力を高めていくことが重要であることは言う

までもありません。 

加えて、定住化・永住化の促進を含め、これまで以上に、外国人労働者が日本

社会に適応し日本の文化・言語の理解を深めつつ、地域住民と共生できるよう

な環境整備も重要となってきます。この点、当地では、愛知県・岐阜県・三重

県・名古屋市が地元経済団体の協力のもと、「外国人労働者の適正雇用と日本社

会への適応を促進するための憲章」を全国に先駆けて 2008 年に策定するなど、

自治体等が外国人労働者を地域社会の一員として受け入れる取り組みに注力し

てきています。 

また、こうした環境整備の担い手は自治体だけではありません。実際、外国

人専門の住宅販売、海外送金サービス、外国語字幕付き動画制作等、外国人労

働者の増加をビジネスチャンスと捉えて積極的な事業展開を行う動きもみられ

ています。こうした面を含めて、今後の展開が注目されます。 

以  上 


