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外国籍の労働者の増加にどう対応するか

国内のビジネスの現場では「外国籍の労働者頼み」が急速に高まっ
ている。実際の働き手のうち、外国籍の労働者が占める割合は2017
年は「約50人に１人」に達し、リーマン・ショック後の2009年と比
べ約２倍になった。そのうち、特に食料品製造業で高く、
「13人に１
人」を外国籍の労働者が占めている。少子高齢化に伴う労働力の先細
りを、外国から来た技能実習生や留学生が補うという実態が明らかに
なった。高品質を世界に誇る「メイド・イン・ジャパン」の現場を外
国籍の労働者が支える構図になっている。さらに、政府は今後の働き
手不足を補うために新しい制度を決める方針を打ち出した。今後一層
注目の外国籍労働者問題を解説する。

■実際はどうなのか

民間シンクタンクの三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングが、政
府統計を元に外国籍労働者への「依存度」を分析した結果がある。外
国籍労働者は2017年、前年より18％増の約128万人と過去最高に達
し、どの産業でも依存度が軒並み上昇している。2009年は国内の働
き手の112人に１人が外国籍労働者だったが、2017年に51人に１人
と依存度は2.2倍になった。とり
わけ製造業での依存度の高さが目
立ち、約40万人の外国籍労働者
が働き、全就業者の27人に１人
を占めるに至っている。農業も漁
業もコンビニも、そして高品質を
誇る「メイド・イン・ジャパン」
も、外国籍労働者抜きでは回らな
い時代になった。
外国人労働者の増加

■造船所でも

「造船の島」として知られる広島県尾道市の因島（いんのしま）で
は、日本人従業員と一緒にタイ人の技能実習生７人が白い火花を散ら
し、溶接作業に汗を流す。高齢で引退した熟練工に代わり、頼った
のが「日本で技能を学んで母国で生かす」名目で来日した実習生だっ
た。品質の低下を心配したが、つきっきりで指導するとみるみる腕を
上げた。実習生の給与は１年目が最低賃金と同額。２年目から上乗せ
する。月給は残業代を合わせ15万円ほど。宿舎として２棟の一軒家
を用意し、家賃は光熱費込みで、ひとり１万６千円。中韓との価格競
争を考えれば、日本人より人件費が安い実習生は欠かせない。

■九州南端でも

鹿児島県の沖永良部島。９月中旬サトウキビ畑の隣ではベトナム人
実習生数人がお彼岸用に仕分けをしていた。人口約１万４千人の島
に、100人以上のベトナム人実習
生がいる。パートや農業ボラン
ティアなどの募集に人が来なくな
り、15年ほど前から外国籍実習
生の受け入れを始めた。当初は習
慣や言葉の違いから、うまくいか
なかったことも多かったが、10
年ほど前から徐々に地元に早く
馴染んでくれる留学生が増えて、
今では島での最大の若手の働き手
業種別の有効求人倍率 となっている。

■多くは日本語学校で学ぶ

日本語学校や専門学校で学ぶ留学生の多くは、法定の週28時間以
内でアルバイトをしながら学校に通う。都市部では「コンビニ、居酒
屋、弁当工場、清掃」が４大職種といわれる。「出稼ぎ」感覚の学生
もいるのが実態だ。いまセブン―イレブン、ローソン、ファミリー
マートのコンビニ大手３社だけで、外国人店員は約５万２千人。各社
の全従業員の５〜８％にあたる。「東京都心に限ると３割を超える」
（ローソン）という。

■今回の政府案は

政府は11月２日単純労働を含
む外国人労働者の受け入れを拡大
する出入国管理法改正案を閣議決
定した。人手不足の分野で一定
の技能を持つ人を対象に新たな在
留資格「特定技能」を来年４月に
創設する。経済界の要望に応じ、
これまで認めてこなかった単純労
働受け入れにカジを切った。野党
は「移民政策ではない」とする
政府の姿勢を疑問視。「議論が拙
政府発表の外国人労働者の受け入れ案
速」などと批判しており、政府は
与党内の慎重論に配慮し、施行３年後に制度を見直すとした。
入管法改正案は、新たな在留資格「特定技能」を２段階で設ける。
「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人に就労可能
な「特定技能１号」を与える。最長５年の技能実習を修了するか、技
能と日本語能力の試験に合格すれば資格を得られる。在留期間は通算
５年で、家族の帯同は認めない。
さらに高度な試験に合格し、熟練した技能を持つ人には「特定技能
２号」の資格を与える。１〜３年ごとなどの期間更新が可能で、更新
回数に制限はない。配偶者や子どもなどの家族の帯同も認める。更新
時の審査を通過すれば長期の就労も可能だ。10年の滞在で永住権の
取得要件の一つを満たし、将来の永住にも道が開ける。

■今後の動きは

受け入れは生産性向上や女性、高齢者など日本人の労働者を確保す
る努力をしても人材が足りない分野に限定。具体的には農業や介護、
建設、造船、宿泊など14業種を想定している。なし崩し的な受け入
れを防ぐため、人材が確保されれ
ば受け入れを停止する措置を盛
り込み、施行３年後に制度を見直
す。景気の悪化も想定し、国内の
働き手を前提とした補助的な受け
入れにとどめる。
ただ、政府がこれまでかたくな
に規制してきた外国人の単純労働
を受け入れることで、日本の社会
にも大きな変化が生じる可能性が
外国人労働者の受け入れ数予想
ある。
※関連情報を WEB サイトなどから著者改編
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京都府診断協会シンポジウム
今年度も11月４日の診断士の日にちなんで、一般社団法人京都府中小企業診断
協会主催のシンポジウムが、10月27日の土曜日午後に池坊短期大学地下こころ
ホールで開催された。当日のレポートをお届けする。

●今年のテーマは「地方創生」

現在のままの人口推移が続くと、多くの地方で自治体そのものが消
滅する危機が訪れるというレポートがある。少子化と高齢化が同時に
訪れ、前例のない人口減少が危惧されている。多くの自治体では移住
を促進したり、コンパクトシティなどの構想を実現しようと躍起に
なっているが、ことはそう簡単ではない。
そういう中で５年目の今年のシンポジウムでは「地方創生」を取り
上げ、京都府の北部と南部で頑張っている企業を取り上げた。

で、年間多くのお客さんを引き付ける。キーワードは、「覚悟を決め
る」。もうやるしかないというその意思が周囲の多くの人を動かす。

●事例発表精華町花駒

葬儀と言う人が忌み嫌う葬儀場を、逆手をとって明るく開放的なイ
ベントを多く仕掛け、地域の人々に愛される場所やイベントを提供す
る。葬儀がビジネスとして成り立つのは、その地域に住民が多く住ん
でいることから出発する。つまり、地域が元気で生き生きしていない
と葬儀ビジネスは成り立たない。

上野氏の講演

花駒のイマージュホール

楽屋の風景
※前列右手前は診断協会の山脇会長

●パネルディスカッション

●基調講演

今年の基調講演はマーケ
ティング分野で活躍の殿
村さんにお願いした。ご
存知彦根城のユルキャラ
「ひこにゃん」を生み出し
た仕掛け人で、多くの地方
を今まで元気にしてきた。
その秘訣を大いに語ってい
ただいた。

殿村氏の講演

ひこにゃん
パネルディスカッション

●事例発表間人とト屋

京丹後市の間人にある「うまし宿とト屋」。女将さんの池田さんが
その人気の秘訣、秘密を大公開。多くの人を引き付けるプロジェクト
を運営し、魅力的なメニューを開発。アクセスの比較的不便な間人

中小機構近畿の瀬戸口部長をパネラーに
招き、講演者３名とのディスカッションを
行った。司会は診断協会常任理事の成岡が
務め、講演では話せなかった本音トークを
語っていただいた。

パネラーの瀬戸口氏

●懇親会

会場近くのビアレストランで開催した。大いに盛り上がった懇親会
になり、成功裏に今年のシンポジウムも終了した。

池田氏の講演
とト屋
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注目
企業
のご 紹 介

海辺のうまし宿 とト屋 様
〒627-0201

京都府京丹後市丹後町間人566

TEL.0772-75-2639
京都府の北部、丹後半島の間人（たいざ）にある旅館とト屋。今回のシンポジウムでも講演をお願
いしたが、アクセスが不便な土地にもかかわらずその魅力に魅せられたお客さんが絶えない。多くの
地元の人と共に行う体験プログラムがある。女将さんの魅力的な笑顔がお迎えし、心をほどく体験と
心が躍る蟹と魚が堪能できる。11月からはお待ちかねのカニが解禁となる。さあ、一度行ってみよう。

女将さんの池田さんは前列左から２人目

シリーズ“診療室から”

第２回

インフルエンザワクチン

秋も深まり、冬が近づくにつれて、インフルエンザの流行が気

ザワクチンに話を戻しましょう。ワクチンには、今シーズン流行

になる季節になってきました。インフルエンザに罹るのはいやだ

が予想されるＡ型２種類Ｂ型２種類が含まれ、効果発現まで約２

けれど、インフルエンザワクチンって、本当に効くのかな？と疑

週間、持続期間は３〜４ケ月です。効果については、ウイルスに

問に思っている人も少なくありません。今回は一般のワクチンの

対する感染防御や発症阻止に対し完全ではありません。有効率は、

話しから、インフルエンザワクチンの話しをしましょう。

その年に流行るウイルスの遺伝子型に左右され、20％から60％と

殆ど知られていないことですが、日本のワクチン接種状況は、先

正確に評価するデータはありませんが、死亡する危険は80％減少

進国のなかでは最低レベルです。数年前、日本で若者を中心に麻

させることが出来ます。また、罹患しても症状が軽くて済み、重

疹が流行り、修学旅行で日本からカナダを訪れた高校生が麻疹に

篤な合併症のリスクは低下します。但しワクチン製造過程では卵

なったとき、現地の保健当局から外出禁止を命じられる事態が起

を使用するので、卵アレルギーのある人は接種に注意が必要です。

きました。麻疹は先進国では撲滅された病気で、発生自体が非常

予防には、先ずうがい、手洗いを励行しましょう。

事態なのです。麻疹ワクチンだけでなく、他のワクチン接種率も
世界と比較すると未だ低いのが現状です。原因は、有料のワクチ
ンが多い、副作用が誇張される傾向にある、日本は島国で外国か
らの移民も限られウイルスの持ち込みが少なくワクチンの必要性
があまりなかった、等が考えられます。それでは、インフルエン

垣田

時雄（洛星高校第13期卒業）

かきた内科医院
京都大学医学部医学博士
〒600-8107 京都市下京区五条通り室町西入高橋第６ビル２階
TEL・FAX：075-351-1275
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12月度

勉強会のご案内

N M O 勉 強 会 京都例会

http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

第204回 →引き続き2018年度クリスマス会を行います（立食・会費2000円）

日 時：12月15日（土）17：00〜18：30
会 場：COCON 烏丸４階セミナールーム
講 師：青木 孝之氏（SOIL 中小企業診断士事務所 代表）
テーマ：中小企業は広島カープ「勝ちぐせ戦略」を目指せ

〜広島単身赴任中現地で間近に見たカープの秘密とは〜

参加費：1000円（当日徴収）

※講師からのメッセージ：広島カープはなぜ勝ち続けるのか？。
阪神や巨人に比べ資金力に劣る広島が、人づくりをベースに
どうしてここまで強くなれたのか？。最近まで広島に単身赴
任しておりました小職が、その戦略、これまでの軌跡をあま
すことなくお伝えいたします。

久しぶりにクリスマス会を開催。
多数のご参加をお待ちしています。

月日
時刻
場所

2018年12月15日（土曜日）
18：30～20：30（時間内入退場自由）
COCON烏丸４階シティラボセミナールーム
http://www.citylabo-ino.com/
会費 2,000円（当日受付にてお支払いください）
形式 立食フリードリンク（ケータリング方式）
アクセス 市営地下鉄２番出口からCOCON烏丸地下入口へ
※なお、当日は17：00～18：30同会場にてNMO勉強会京都例会を
開催します。別々の参加もできます。
日時
会場

12月15日（土）17：00～18：30
COCON烏丸４階シティラボ内セミナールーム
http://www.citylabo-ino.com/
（市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」下車
すぐ 「地下鉄２番出口」より１階正面玄関へ
講師 青木 孝之氏（SOIL中小企業診断士事務所 代表）
テーマ 中小企業は広島カープ「勝ちぐせ戦略」を目指せ
～広島単身赴任中現地で間近に見たカープの秘密とは～
会費 1000円（当日徴収）
※講師からのメッセージ：広島カープはなぜ勝ち続けるのか？。阪神や
巨人に比べ資金力に劣る広島が、人づくりをベースにどうしてここま
で強くなれたのか？。最近まで広島に単身赴任しておりました小職
が、その戦略、これまでの軌跡をあますことなくお伝えいたします。

COCON烏丸
2016 年のクリスマス会

会場アクセス

〜はたらく僕らの生き方が
問われるとき〜
発 行：日経 BP 社
発行日：2018年８月13日
定 価：1,300円＋税
ページ数：262ページ
版 型：A５版
仕事をするうえで年齢は関係ないと、よく言われる。それは確
かに正論だろうが、人生の年輪とともに「気持ち」は、時々刻々
変わっていく。若い頃にはたくさんの選択肢があるように見える
が、年齢と共にその選択肢は減っていく。未来への可能性は狭
まってくる。そこで、人々はどんな決断し、どんな行動をとるの
だろうか。本書には、様々なビジネスシーンで見聞する事実をも
とに、25編の葛藤物語が掲載されている。どれも50歳くらいの
ミドル層が直面する、人生を左右する衝撃的な経験ばかりだ。思
えば、成岡も45歳で会社が破綻し、50歳で独立した。まさに人
生のドラマを地で行ったようなものだ。本書を読むと、実に感慨
深いものがある。
第１章：働きかたを変える
第２章：キャリアを振り返る
第３章：ゼロからの再出発
第４章：出世は運か実力か

〜「持たない」から自由になれる〜
著 者：本田 直之
発 行：株式会社青春出版社
発行日：2016年４月15日
定 価：860円＋税
ページ数：186ページ
版 型：新書版

自分らしく自由に生きること。著者の目指すのはそのような生
き方。そのために著者が提唱するのは「持たない生き方」なのだ。
持ち物を減らす「断捨離」やシンプルライフではない。大事なこ
とは、ものを減らすことではなく、自分にとって必要なものを見
極め、それを選び取り、見た目ではない豊かさを手に入れること
なのだ。つまり、自ら考え、選択し、幸せに、自由に暮らしてい
く生き方の提案なのだ。それが「持たない」生き方だと著者は書
いている。確かに、それができたら素晴らしいだろう。しかし、
出来ないと嘆く前に努力してみる価値はありそうだ。大事なこと
は、「何を捨て、何を残すか」を決断する「自分」を取り戻すこ
とだ。
第１章：「人生を縛る常識」を持たない
第２章：「なくてもいい物」を持たない
第３章：「必要以上のつながり」を持たない
第４章：「やらなくてもいい仕事」を持たない
第５章：「振り回されるほどのお金」を持たない
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第５章：部下を育てる
第６章：仕事と家庭
第７章：「今」を生きる

何を捨て何を残すかで人生は決まる

【目 次】

編集後記
いよいよカレンダーがあと１枚になり、俄然慌ただしくなってきた。数年前か
ら年賀状を欠礼することにしているので、その分多少の余裕がある。止めると
きに相当悩んだが、思い切って決断した。それでも、相当の皆さんから年賀状
をいただき、恐縮している。メールマガジンで新年のご挨拶をして、それに代
えている。いただいているみなさんには、申し訳ない気持ちで一杯だ。この紙
面を借りてお礼を申し上げる。（な）

50歳の衝撃

【目 次】

2018年クリスマス会の
お知らせ

今月の
推薦図書

発行人：成岡秀夫

〒603-8377 京都市北区衣笠西御所ノ内町26番地
TEL：075-366-6611 FAX：075-366-6100
E-mail：info@nmo.ne.jp

送付先の変更は、上記へＥメールまたはFAXでお知らせください。

ＮＭＯホームページ

http://www.nmo.ne.jp

勉強会の様子や講演活動の記録など掲載しています。
メールマガジンのお申し込みもこちらからどうぞ。
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