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第７２回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会読書会    ２０１７・１１・１８   

 限界国家 人口減少で日本が迫られる最終選択                

毛受敏浩 著 朝日新聞出版     報告者 小田輝夫 

 

巻頭推薦文 堺屋太一 

「限界国家」日本を救う外国人定住化政策 

 日本の人口が減りだし、さらに人口減少が急降下する。2020年代の十年間で

ストーンと 620 万人減ってしまう。その後も人口は急減し、日本全体が超過疎

化する状態となる。だが、日本全体では全く危機感に乏しい。それは、「東京に

群がる人びと」（官僚・マスコミ・企業首脳）の認識の甘さであり、「情報力と

想像力の欠如」による。 

 1990年以降、世界の経済と文化における日本の地位が著しく低下した。ＧＮ

Ｐ（国民総生産）もＧＤＰ（国内総生産）も昨今は先進国の中では、下位であ

る。労働生産性も諸外国に抜かれ、アジアの中でもシンガポール、香港に抜か

れている。起業率が低く、今や事業所の数も減っている。 

 長期低迷の原因の一つが人口減少である。しかしながら国民の危機感はきわ

めて薄い。日本の情報発信機能のほとんどすべてが集中している東京が、地方

から集まる人びとのお陰で人口減少をきたしていないためである。「東京」だけ

が人口減少の現実を感じられず、真に情報不足の「東京人」はそれ故に呑気で

ある。 

 真の大問題に東京マスコミは口を噤んでいる。人口減少は 2020年代の日本が

直面する最大にして喫緊の重要問題である。「限界都市（地域）」に住めば実感

するが、あらゆる産業が不活発になり、規模が縮小、営業が困難となり、不動

産は無価値が増え、結婚は難しくなり、友達も相談相手も慰め合う相手もいな

くなる。東京オリンピック、パラリンピック後は、東京も確実に人口減少とな

る。その危機に「東京人」は気付いていない。今や東京は「最も変化に遅れた

街」である。そこに拠点を置く官僚やマスコミは最も情報に遅れた、新しい事

態（人口減少社会）を実感せず、想像もできない集団となっている。政府やマ

スコミも、今になっても外国人移民に「反対」の態度を取り続けているのは、「遅

れた街・東京」からの発想だからである。 

 日本人は未だに「日本最良国」という幻想を抱いているが、現実の日本は外

国生まれの人びとにとっては、「他人者」に冷たいし、決して住み易い国ではな

い。しかし今や、日本の「未来に資する移民」を迎える時機であり、その方法

を議論すべきである。制度と環境を整え「入れる側の論理」と同時に「入る側
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の主張」をも考え、「将来の日本社会のために役立つ人びと」を選ぶ必要がある。 

 日本は１７世紀前半には相当数の移民を受け入れた。大勢の中国人や韓国人

が渡来し、右筆、御殿医、陶芸、染色、農耕に従事した。その子孫は今完全に

日本に同化している。その後も渡来は続き、「よき日本文化の創造者」として活

躍している。「限界国家」となる前に、よき外国人の移民導入策を考えるべきで

ある。日本社会には、共に働き共に暮らす人びとを同化する凄まじい同化力が

ある。 

このことに日本人は強い自信を持つべきである。 

 

著者はじめに 

 海外の人口問題の専門家は「日本はすでに手遅れではないのか」と厳しい目

で見ている。日本国内では、地方創生などまだ努力すれば大丈夫という夢見る

想いと海外からの厳しい見方の間に大きなギャップがある。 

 人口学のロナルド・スケルドン教授によれば、ひし形が大きく上方に広がっ

た日本の 2050年の人口推計は、このままだと国が滅亡するという意味を込めて、

欧米では「棺桶型」と呼ばれているとのこと。「日本のように、ここまで少子高

齢化が深刻化・固定化すると、出生率だけでは対応不可能であることは歴史が

証明している。ここまで出生率が低下して、その後人口減少が止まる 2.1 まで持

ち返した国は今まで存在しないし、出世率改善の即効性のある策はない。」「そ

もそもこの手の人口ピラミッドはその国の政策決定者たちに警鐘を鳴らし、早

めに手を打つことを促す目的で作られていて、通常、他国はかなり早めに具体

策を取るものである。しかし、日本の無策は非常に特殊であり、すでに回復不

可能なところまで陥っている。政策決定者たちの『近視眼的』対応が不思議で

ならない。」 

 世界では、日本はすでに過去の国と見なされ始めている。人口減少が進む日

本の将来に関し、移民受け入れという最終手段を早急に議論すべき時にきてい

る。 

そして、日本の最大の課題が人口問題であるという共通認識はほぼできている。 

それでも「移民」という言葉が出たとたん、政治家は後ろを向き、メディアは

一斉に慎重になる。（移民反対の急先鋒は日本会議） 

 人口減少によって、暮らしを支えてきた社会の基盤は次第にやせ細り、地域

社会そのものを支えきれなくなりつつある。近未来に起こるだろうと想定して

いたことが、今、暮らしの周辺で現実に始まっている。「移民だけは絶対に受け

入れない」というやせ我慢をいつまで続けるつもりなのか。 

 今の暮らしが将来も持続できる体制と安心を、我々日本人が人口減の中で実

現することを目指す意味からも、日本に「移民受け入れは必要！」という立場
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で客観的事態を述べる。どんなに日本が縮小していくのかという現実を見なが

ら、この国にやってくる外国人とどう向き合っていけばいいのか。移民を単に

人口減少を補う「労働力」というものでなく、日本社会に様々な貢献をし、現

在の閉塞感を打破し、日本を新しいステージに導く存在であることを強調した

い。 

第1章 人口減少で日本の風景は一変する 

人口激減時代が来る 

 日本は、人口減少の入口に立ったに過ぎない。これから加速度を増し突き進

む。 

都会に住む日本人は人口減少を肌で感じるのは難しい。一方、地方都市や農村

はシャッター通りに、高齢者ばかりが目に付く。 

 人口動態調査によれば、2015年１年間で過去最高の 27万 1,834人の減少。 

2010 年代に 273 万人、20 年代には 620 万人、30 年代には 820 万人、40 年代

には 900万人、そして 50年代には 910万人と減少が加速する。10年間で 1000

万人もの人口減少は社会の土台を形成する様々なシステムに影響し、あらゆる

既存のシステムの見直しを迫られる。日本はすべての面で縮小し、国の仕組み

そのものが大きく変わることが予測される。これは目前に迫っていることで、

決して遠い未来の話ではない。そして、人口減少には「終わりがない」。 

少子高齢から「稀子超高齢」時代へ 

 日本の人口減少の恐ろしさは、単に総人口が減るだけでなく、高齢者が増加

する一方、若者、子供が急減する人口変動が起こる点である。少子化により廃

校数が急増し、毎年 500 校以上の学校が消えている。子供稀少時代である。一

方、65歳以上は 2016年 9月推計で 3461万人、総人口の 27.3％。実に、4人に

1 人以上が高齢者となる時代である。さらに、80 歳以上は 1990 年に 296 万人

であったが、2015 年にはついに 1000 万人を突破し、2030 年には 1571 万人ま

で増加することが予測されている。それに伴い、認知症患者は 2025 年に 700

万人を超えると推計されている。他者の助けを必要とする超高齢者が増え続け

る、世界に例のない「稀子超高齢時代」となる。また、一人暮らし世帯の高齢

者の増加により、孤独死が増えている。2015 年には男女 65 歳以上の 6 人に 1

人が一人暮らしであり、2040 年頃には年間 20 万人の孤独死が発生する可能性

がある。この数字は、毎週 4 千人近くの孤独死が発生することを意味し。現在

の交通事故死が年間 4 千人強であることを考えれば、いかに深刻かが理解でき

る。 

危機的な「介護」人材不足 

 高齢者の介護の現場はすでに限界が迫っている。介護施設への入居は月 100

人に 1 人の割合で非常に厳しい。介護人材の慢性的人手不足によるもので、今
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後さらに深刻化する。2025 年に必要な介護職員は 253 万人で、38 万人の不足

が発生すると予測される。介護福祉国家試験の受験者数は、2016 年は 15 年の

半分の 7万 6千人。介護人材養成の大学、専門学校の入学者は定員の半数以下。

2016年の老人福祉、介護事業の倒産数は過去最高の 108件。日本の高齢者の今

後に対し、危機感を持たざるを得ない状況である。ロボットの導入が期待され

ているが、導入で人手不足が解消されるという想定はあまりにも安易である。 

 

外国人を医師に育てる 

 農村部では一つしかない病院が閉鎖される事態が各地で起こっている。原因

は医師不足である。医師の絶対数は増えているが、自治体の財政難で地方の病

院では十分な給与が払えないことも理由の一つである。 

 大都市に人口と様々な機能が集中し、「地方創生」と逆の状況が進行している。 

 過疎の田舎へどうやって医師を呼び寄せることができるのか。岩手県一戸町

では、ベトナム人女性を呼び日本語学校に通わせ、その後医大に入学させ地元

で働いてもらうという、2000万円以上かけた、８年越しの遠大な計画を実施し

ている。地方（過疎地）の医療現場がいかに切羽詰まっているかがわかる。 

世界で日本だけの異様な終活ブーム  

 死後についての関心が高まり、生前の墓地購入が増えている。少子高齢化に

伴い墓の管理ができず、「散骨」人気や室内霊園が増加している。墓の宣伝広告

の一般化や昨今の「終活ブーム」は、世界の人びとからすれば、不思議な現象

である。日本に住んでいれば、今では「終活」は当たり前のことでしかないが、

海外から見れば、きわめて異常な現象である。日本社会がいかに高齢化した価

値観に染まってしまっているかを、多くの日本人は気がついていないのではな

いか。 

日本の年金の信頼度は中国・インド以下 

 働き手となる生産年齢人口（15~64 歳）の減少により年金制度の維持が厳し

くなっている。日本の年金は賦課方式を基本とし、受取時に年金を支払ってい

る現役勤労者の給与からの保険料を原資としている。現役の働き手が減少すれ

ば、支給額は直接的に影響を受ける。 

 日本の場合は過去に積立てられた年金積立金があり、「年金積立金管理運用独

立行政法人」（ＧＰＩＦ）が 130兆円保有しているが、世界的低金利や運用損失

で運用益はほとんど生まれていない。130 兆円は総人口１億２千万人で割れば、

1人当たり、110万円弱に過ぎず、充分な備えではない。今後は労働人口の減少

により、保険料を負担する人が減る一方で、逆に高齢化による年金受給者は増

え続ける。まともに年金を出し続ければ、130兆円はあっという間になくなる。 

 日本の年金制度の評価は、2016年度には 27ヶ国中 26位で最下位はアルゼン
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チンで、25 位インド、24 位メキシコ、23 位中国と途上国ばかりであり、年金

の「持続性」は最低のＥランクときわめて危うい。 

 「年金のための金を払う人をどう増やすか？」がポイントであり、外国人材

の定住以外に方法はないのではないか。「外国人受け入れが将来人口を通じて社

会保障に及ぼす影響に関する人口学的研究」（2013 年）の予測によれば、外国

人の定住によって、年金制度に大きなプラスの影響があることが明示された。 

いたるところが廃墟になってきた 

 人影が消えた廃墟が全国に増加し、「廃墟」ブームをもたらしている。日本の

原風景が消失し、日本人のアイデンティティが失われて行く。人口減少が続く

以上、復活はほぼ不可能である。小学校が消失している。2012年度の廃校は小

学校 426校、中学校 119 校、高等学校 62校であるが、文科省の対応は「未来へ

つなごう『みんなの廃校』プロジェクト」の立ち上げであり、危機感がなさす

ぎである。小学校は地域社会の重要な結節点であり、行政は歯を食いしばって

でも継続することに力を注ぐべきである。 

 廃村や廃校の進展は、地域から徐々に人家や交通網が消えていくことであり、

さらに住民が困る問題は野獣の被害である。耕作放棄地の増加は周囲の山林と

一体化し、原野に戻ってしまい、野生動物の農業被害が急拡大し、高齢化によ

って農村では「人が住む村が動物に占領される」事態である。 

消える鉄道・バスと伝統文化 

 人口減少により、鉄道網・バス路線の廃止がすさまじく、慣れ親しんだ地域

で生活していけなくなりつつある。通学・通勤世代の減少により利用者が減少

し、地方から交通の便を奪っていった。全国の民間バスの約 7 割、地域鉄道事

業者の 8 割で経営収支が赤字であり、事業の倒産、路線の廃止があいついでい

る。 

 高齢になると都市部への移転を考えざるを得ないが、交通手段もなくなった

過疎の村の家屋に値段はつかず、地域ぐるみの引っ越しを余儀なくされている。

しかし、財政的余力のある自治体は数少ないし、仮に斡旋したとしても、先祖

代々の土地を諦めきれず、離れがたい。地域社会は自分自身のアイデンティテ

ィの一部であり、祭りや伝統文化といった風習を守って、日本の伝統文化を、

身をもって受け継いでいてくれている。 

 日本文化のすばらしさは、地域ごとに異なる多様性にこそ存在する。それら

は、数百数千年の年月をかけて引き継がれてきたもので、誇るべき文化である。

人びとが村からいなくなれば、地上から永遠に失われてしまう。各地で伝統文

化が消失の危機に直面していることを、どれだけの日本人が自覚しているだろ

うか。 

「コンパクトシティ」の罠 
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 人口減少が深刻化し、地域社会の維持が困難になる状況が広がる中、過疎化

対策としてコンパクトシティが提案されている。従来の郊外型の都市形態を改

め、歩きや自転車で移動できる範囲に都市機能を集約する。コミュニティの再

生や集落の中の拠点を目指そうとする動きであり、人口を周辺部から中心部へ

移すことで活力を呼び戻そうとするが、周辺部にあった文化や風習の維持につ

いては配慮されない。 

 2012 年での「限界村落」は 1 万９１村落で全体の 15.5％であるが、2050 年

には全国の６割以上の地域で人口が 2010年の半分以下になる。大都市以外はゴ

ーストタウン化し、日本列島全体が「限界国家」になる危機を迎えている。 

 高齢化が進んだ地域の防災は弱まり、今後は全国が災害に対して脆弱となり

防災力の減退が深刻化する。また、人口減少は「見えない砂漠化」だといえる。

豊かだった大地が荒廃し、ゆっくりと砂漠化進行していく。人びとはその動き

を知りつつも明確な行動を怠ってきた。無人の村落が増えているが、砂漠化は

決して一部の田舎の問題ではなく、日本全国あらゆる地域を巻き込んだ動きで

ある。 

「地方創生」の厳しい現実 

 人口減少に対する安倍政権の目玉は「地方創生」（まち・ひと・しごと創生法）

の施行である。最大の目的は「人口の減少に歯止めをかける」「東京圏への過度

の一極集中を是正」（都内設置大学の学部新設、定員増の抑制）である。東京へ

の人口集中の是正は、地方の人口増に繋がると考えられた。2060年に人口 1億

人程度を維持する「長期ビジョン」、直近 5 カ年の政策目標の施策「総合戦略」

を策定し、東京圏への年間約 10万人の入超がゼロとなって、均衡するレベルま

で是正するとした。しかしながら、出生率は政府の思惑通りにはいかないし、

長期ビジョンや総合戦略によって人口問題が解決できると想定することに無理

がある。2015年の首都圏の転入増は前年より増加し、20年連続転入増加であり、

地方創生が始まる前よりかえって悪化している。企業の東京への集中、首都圏

への転入は過去最多であった。地方からの人口流出と企業転出の悪循環が現実

に生じている。政府が地方創生に全力を傾けても、人為的に東京への一極集中

に歯止めをかけることは、極めて難しい。 

高齢出産で出生率回復？ 

 2015 年の出生率は前年より 0.04 ポイント上昇し、1.46 と 2 年振りに上昇し

た。これは高齢化した女性へのＡＲＴ（高度生殖補助医療）の普及で、駆け込

み出産が影響している。しかし、有効な年齢に限界があり、高額のため人口増

加への影響は限定的である。 

 現在の日本では、出生率が改善しても、20歳代、30歳代の女性の数が減少し

続けており、出生率が上がっても子供を産む女性の数が減るのであれば、出生
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数の増加は望み薄である。婚姻数も 2016年で 4年連続戦後最小、継続的な出生

数の改善は期待薄である。2016 年生まれは 98 万１千人でついに 100 万人割れ

となった。育児施設の増設など子育て支援に力を入れているが、時機を逸して

いる。 

 人口減少が本格化する 10 年後、20 年後、地方創生の活動はどれだけ成果を

上げているだろうか。それを行う人材はまだいるだろうか。「なにがなんでも消

滅集落をこれ以上増やさない。外国人住民の受け入れも含めて、ありとあらゆ

る手段をとって地域を守る」という強い決意がない限り、人口減少はずるずる

と続き、地域社会は取返しのつかないほど衰退した状況になる。 

人手不足で旅館は客を断わる 

 2015年安倍第 3次内閣で「一億総活躍国民会議」を設置。ＧＤＰ600兆円実

現に向けて、女性、高齢者の活躍を引き出す政策。定年制延長、介護離職者ゼ

ロ、ウーマノミクスの推進。「ニッポン一億総活躍プラン」（2016年６月）では、

女性と高齢者の労働市場への参加により労働者数の大幅増加を見込んでいる。

しかしながら、生産年齢（15～64 歳）人口は、2015 年の 7728 万人から 2025

年に 7170万人へと逆に 550万人の減少が見込まれる。労働人口を増やすのは容

易ではなく、厳しい人手不足となる。 

 女性については、「社会で働いてほしい」「子供を沢山産んでほしい」「高齢者

の面倒をみてほしい」など相矛盾する要求を政府は突き付けている。 

 一億総活躍社会に向けて最大のチャレンジとして「働き方改革実現会議」を

設置し、多様な働き方を可能にする提案がなされたが、足元では、人手不足が

深刻化。現実には「労働強化」で、宅配サービスに見られる人手不足による労

働環境は厳しさをました。また、地方でも人手不足は深刻な事態となっている。

政府は海外からの観光客を呼び込もうと力を入れているが、人手不足で旅館や

ホテルが全室受け入れできない事態が発生している。 

 一億総活躍が仮にうまくいったとしても、その成果は短期的であり、日本人

の数が減り続ける以上、労働人口を増やすことには限界がある。 

激減してしまった農業人口 

 農業の就業者数は 1970 年の 700 万人越えから 2016 年には 192 万人となり、

農業人口は激減してしまった。農業就業者の高齢化率（65 歳以上の割合）が 3

分の 2ときわめて高くなった。80歳に近づいた高齢農家の離農が急速に進む一

方、若者の就業が進まなかったことによるものである。 

 さらに、「2025年問題」がある。団塊の世代が 75歳を超えて後期高齢者とな

って、社会保障制度が危機に瀕する問題であるが、彼らが現場を引退した時、

就業人口の逼迫をみる。人口減少はすべてを飲み込む「静かな大津波」である。 

 どの先進国も少子化に苦労し、決定的打開策を打ち出せた国はない。しかし、
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外国人を受け入れずに、自国民だけで人口を増やしている先進国は見当たらな

い。人口減少に対して、我々は社会の存続の危機という意識をどこまで抱いて

いるのだろうか。楽天的シナリオではなく、最悪のケースを想定した対策を準

備しなければならないのではないだろうか。 

定住外国人の経済効果 

 外国人の受け入れに対して、国内の警戒感が根強い。単一民族的な色彩の強

い日本社会に馴染まない。犯罪が増える。彼らに対して社会保障を認めると、

それを求めて大量の移民が押し寄せ、日本経済の足を引っ張る等が主な理由で

ある。 

 しかしながら、外国人の定住化を進めた場合の経済効果は多大である。野村

證券の試算によれば、毎年 10万人を受け入れた場合、30年後の収支は 3・8兆

円の黒字となり、税収では受け入れ 6年目以降に累積効果が現れ始め、30年後

には 1・7兆円を上回る効果となる。公費負担はかかるが、収支でみれば、移民

型は、出稼ぎ型よりも累積人数が増えるに従って、黒字幅が拡大する。さらに、

外国人の受け入れは、日本のＧＤＰを大きく引き上げる効果を持ち、大規模な

受け入れのほうが、当然大きな効果をもたらす。 

 受け入れの経済的インパクトは、介護などの第 3 次産業の方が大きな効果と

なり、医療、金融保険、卸売小売、建設等がプラス効果となる。高技能人材の

受け入れは、経済効果が大きく、ＧＤＰの引き上げ効果も 5.2％となる。 

日本からの移民脱出組も 

 日本社会はネットワークが張り巡らされた複雑系社会である。しかし、人口

減少と高齢化によって、我々の日々の生活で当たり前のこととして受け止めて

きた快適性や利便性、安全性が少しずつ揺らぎ初めている。地域社会の基盤を

支える地場産業や農林水産業では、すでに以前から、深刻な事態に陥っている。

人口流出と人手不足によって産業自体が衰退する一方である。 

 企業の生き残り策として、消費者が減少する日本から海外へと生産移転を加

速させている。若者も日本に見切りをつけ、海外への雄飛を目指す。実際に海

外に在住する日本人の数は増加傾向にあり、2015 年 10 月現在、海外に住む日

本人の総数は 132 万人で過去最高である。この 5 年間で約 13 万人増えている。

海外で「永住者」となった人数は 45 万 7 千人で在外邦人の約 35％を占めてい

る。 

国内事情により税金も上げざるを得ず、富裕層も日本から離れて行く。 

 こうした状況の中、最悪のシナリオを想定して、それを決して起こさせない

ためにも、外国人の定住化を含め、あらゆる政策を検討すべきである。 

 

第２章 移民は「タブー」となぜ思うか 
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移民は１２カ月以上住む人  

「移民」とは、「居住国を離れ、居住国以外の国に 12 カ月以上住む人」で、

留学生も企業駐在員も 1 年以上住めば移民となる。日本政府は、高度人材は積

極的に受け入れるし、2020 年までに留学生を 30 万人受け入れる計画をしてい

る。日本はすでに「移民政策」を進めていることになる。日本は外国人を自由

に入国させていない。定住を前提とした外国人、つまり移民は「入国管理」の

審査は当然厳格となる。「移民政策」の柱は、日本にとって必要な人材を選択的

に受け入れることであり、移民の必要最低条件は、日本語のレベル、職歴、学

歴、日本で安定した職が確保されていること等である。 

日本での移民受け入れに反対する意見は六つに分けられる。 

① 外国人の犯罪が増えるのは本当か？ 

外国人の犯罪は 2015 年では、1 万 4267 人で 10 年前より、7 割以上減少し

ている。多くの日本人の持つイメージと全く異なっている。外国人は右肩上

がりに増加しており、増加によって犯罪が増えるというのは事実に反する。 

むしろ、世界の中でも外国人との共生の成功事例が極めて多い国といえる。 

② 日本人の労働力を活用すべき？ 

日本は深刻な人手不足に直面している。失業率は 2017年 2月時点で 2.2％、

人手不足で倒産する企業も増加している。一億総活躍社会の実現に向けて、

女性、高齢者を含め総力を挙げて人口減少、人手不足に取り組もうとしてい

るが、一時しのぎにはなっても、今後の十分な労働力創出は難しい。生活保

護受給者やニートの社会復帰で労働力を生み出そうと、就業促進のための

様々な取り組みが行われているが、単純な話しではない。一方、外国人は介

護分野や日本人の配偶者となって働いており、日本社会を支える役割を果た

している。介護現場では日本人より高い評価を得ているケースが多い。 

③ 日本人の職が奪われる？ 

若者に移民受け入れ反対論が多い。外国人に職を奪われ、自分の希望した会

社で働けなくなると心配するが、外国人の労働者を受け入れる仕組み（韓国

の「雇用許可制」など）をどう構築するかで回避できる。人手不足によって、

地域社会の足を引っ張る状況がいたる所で生まれている。日本人の職が奪わ

れることを恐れるよりむしろ、人手不足による経済縮小、産業の衰退を心配

すべきである。日本語教育や職業訓練を行い彼らの能力を活かすことで地域

の活性化につなげる。低賃金の外国人に依存する一部の産業構造を変革する

必要があり、外国人を本格的に受け入れた際に、日本人と同等の労働賃金レ

ベルを確保することが重要である。 

移民が創業し職を作る 

 移民が入ってくると、その国の労働者は高度な言語能力を必要とする仕事や
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付加価値の高い仕事に移る傾向がある。その結果、長期的には労働者の専門化

が起こり、新たな仕事の創出や、自国民の賃金上昇にもつながっている。アメ

リカでは、上場したベンチャー企業の創業者の 33%が移民であり、アメリカの

次世代産業を主導しＩＴ企業をリードしている。アップル、ヤフー、グーグル、

アマゾン、フェイスブックの創業者はいずれも移民である。日本では「外国人

労働者」は雇用の対象者と考えがちだが、定住を目指す外国人は積極的に起業

し、地域に新たな経済価値を生み出す存在である。むしろ、彼らが、日本経済

の回復をリードする可能性が高い。 

④ 社会保障が増える？ 

2012 年の在留外国人の生活保護受給者は 4 万 3479 世帯、7 万 3030 人で在

留外国人総数 203 万 3656人の 3.6％である。日本全体の生活保護受給者 147

万 2230 世帯、201 万 7 千人で総人口の 1.6%である。在留外国人が 3.6％で

２倍であるが、戦後の制度のしわ寄せで、国民年金に加入できなかった在日

韓国・朝鮮人の無年金世代が高齢化したことによる。その後、国民年金法の

国籍条項が撤廃されたが、被保険期間 25 年を満たせず、対象外となり無年

金状態となってしまった。また、日系南米人の中にも生活保護を受けている

人びとがいる。ブラジルやペルーから来日した日系人は、ほとんど日本語を

話せないまったくの「ガイジン」であった。そのため、就職しようにも、派

遣や日雇いときわめて不安定な職業にしかつけなかったし、仕事を見つけら

れない人が多く、生活保護に陥った。その後、定住者から永住者へと在留資

格を変更したブラジル人が急増したが、日本語教育について配慮が十分でな

く、受け入れ制度の不備が外国人の生活保護者の増大を招いたといえる。ま

た、日系人に限らず、人手不足の中で社会から無視された中途半端な立場の

外国人が増加しつつあり、日本社会の将来にとっての懸念材料となっている。 

⑤ 人口減でも豊かな国は可能？ 

政府は 50年後（2060年代）に、人口 1億人を維持する大目標を掲げている。

地方創生も、1 億総活躍プランも、この目標を目指すものである。もし総人

口が 1 億人を下回る減少を続ければ、1100 兆円近くまで膨れ上がった国債

の返却の目途がつかず国家破綻に陥る。そうなれば、移民の受け入れどころ

か、日本の若者は海外に移民として流出し、日本には高齢者ばかり残されて

しまうかもしれない。目標達成はきわめて難しく、将来の推定人口によれば、

50年さきどころか、ほぼ 30年で 1億人を割り込んでしまう。定住外国人の

割合は 1.9％に過ぎず、移民の人口比率は世界で 154 番目と断トツに低い。

日本にとって望ましい外国人の受入れ体制を確立しなければ、ずるずると人

口は減り続けてしまう。 

⑥ 生産性が上昇すれば大丈夫？ 
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2015年の日本人の平均年齢は 46.0 歳まで上昇した。高齢化が進み若者が減

少する日本は、20年以上に渡って生産性が伸びず、その結果国民所得も伸び

ず先進国の中で低迷を続け、今では下位にランクされている。イノベーショ

ンを起こし、生産性を上げ高付加価値社会に転換することで、復活できると

の説があるが、平均年齢が上がり続ける日本で、国民全体を潤す高付加価値

のイノベーションが果たして起こり得るだろうか。高齢化は労働者の創造性

や革新性・積極性などを弱めると推測される。日本の研究論文の割合がこの

5 年間で、世界全体の伸びを大幅に下回っている。また、国、企業とも科学

への投資が停滞し、高品質の研究を生み出す能力に衰えが見えてきている。 

このままだと、生産性が上昇するどころか、今より低くなる可能性がある。 

ＡＩの活用で高付加価値社会を実現させるというが、圧倒的技術があると思

えないし、ＡＩやロボット技術で、この先安泰とはいえない。 

ロボット活用で人手不足は解消できるのか？ 

政府はロボットとＡＩの開発に力を入れている。ＩＴ化が一層進み、将来人

材不足の解消が進む可能性はあるが、ロボットの一般社会での本格的利用に

は時間がかかるし、その間の人手不足、人口減少で日本の産業自体がやせ細

り、衰退しかねない。ロボットで労働力不足を補えても、対人サービスも無

理があるし、消費者にもなれない。人がいるからこそ日本経済が成り立つと

いう当たり前の事実を再認識する必要がある。 

 高齢化は安全保障にも問題をもたらす。若者の減少は自衛隊員の募集にも

支障をきたす。自然災害時に地元に若者がいなければ、助かる命も助からな

い。外国人とのコミュニケーションにＩＴを活用し、相互補完的関係にあっ

て、初めて両者の導入が日本経済の発展に結びつく。災害弱者を守るために

は 日本人、外国人に限らず若者が地域にいることが不可欠であり、外国人

住民が地域社会に貢献するような発想と取り組みが必要である。 

 

第 3 章 移民受け入れの成功国・失敗国 

反移民・反難民の嵐が吹き荒れる 

 2015年膨大な数の難民・避難民がヨーロッパを目指して移動し、ヨーロッパ

は混迷の渦に巻き込まれた。パリの同時多発テロ以降、ブリュッセル、ニース、

バイエルン、ミュンヘンとテロが相次いだ。注目をあつめたのが「ホームグロ

ーンテロリスト」で、自国に定住した移民や移民の子どもがテロを引き起こし

かねないとして、難民・移民全体に対する警戒が世界に蔓延した。イギリスも

アメリカも含め、まさに、反移民・反難民が世界を覆うような状況となった。「移

民反対は世界の趨勢」との結論になりかねないが、果たしてそれでよいのだろ

うか。 
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日本の置かれた状況を冷静に判断する必要がある。一つは、日本の人口減少、

少子高齢化の厳しさで、日本ほど深刻な人口問題を抱えた国は世界にない。二

点目は、日本に在住する外国人の少なさである。人口の２～３割を移民が占め

る欧米と違い、わずか 1.9％に過ぎない。また、ヨーロッパ移民問題の最大の焦

点であるイスラム教徒について、日本では問題が存在していないし、大きなト

ラブルが発生する可能性は極めて小さい。共生を進めていけば、問題はない。 

ヨーロッパの移民 

 欧州の移民政策は、25 カ国が署名しているシェンゲン協定によりパスポート

を提示することなく自由に出入りできる。ＥＵ加盟国は国籍に関係なく、移動

先で自由に働け、ＥＵ内の移動と自由が保障されている。ＥＵは全ヨーロッパ

を一つの地域として統合を目指す制度で、ＥＵ内の国々では一体感が生まれて

おり、人びとの意識はもはや「移民」ではなく、地方出身者が移住してきた感

覚である。 

ＥＵ域外からの外国人受け入れは国ごとに異なるが、大卒者を域外から受け入

れる「ブルーカード」は共通ルールで、高度技術者移民受け入れ制度。ドイツ

はブルーカード取得者は最短 21カ月で永住権を得られるとしている。 

ドイツはなぜ移民・難民を受けいれるのか？ 

 これまでドイツは移民を積極的に受け入れ、経済発展に結びつけてきたが最

初から成功したわけではなかった。深刻な労働不足を経験し、イタリア、トル

コ等と定住外国人労働者協定を締結し「ゲストワーカー」として受け入れた。

その後、国籍法の改正により、移民の子に出生地主義を加え、2004年には移民

法改正により「移民受け入れ国」であることを認めた。ドイツ政府が多大の予

算を割いて外国人受け入れを積極的に進めるのは、人口減少に対する危機感や

年金水準の維持を図りたいとの思いからで、このまま少子高齢化が進めば 2025

年に約 600 万人の労働力が不足すると試算し、国の将来を左右する大きな問題

と考えている。今では、ドイツ人口に占める移民の数は 20％をこえている。 

ドイツの揺るぎない移民政策 

 ドイツは歴史的に移民や難民を受け入れており、ＥＵ内の自由な人の移動に

加えて、ドイツにとって必要な人材をＥＵ外から受け入れる移民制度が作られ

た。2015年に 100万人の難民を受け入れ騒動となったが、難民受け入れの基本

的路線は変更せず、同時に移民政策にも全く揺るぎが見られない。移民の起業

率は高く、成功するための条件は、①母国で取得した資格は「職業資格認定法」

によってドイツ国内で認められる②政府による手厚い支援による、移民のドイ

ツ語能力強化③移民を対象としたカウンセリングサービス④起業についての行

政手続きの簡素化及びベンチャーキャピタル（投資ファンド）が挙げられる。 

「ウエルカムカルチャー」「Welcome To Germany」（HP）「ウェルカムセン



13 

 

ター」など、ドイツで暮らすための支援と地元民との交流の場を活用している。 

欧州の移民政策「四段階」 

① 「ゲストワーカーの受け入れ」…一時的な受け入れが定住化 

② 「同化政策」…その国の一員となる。イスラム教徒の宗教上の問題はある 

③ 「多文化主義」…同化政策の反省として、移民の文化の尊重。しかし受け入

れ国に溶け込む妨げとなってしまい、「平行社会」と呼ばれる特異な現象が

生まれ、社会の中にもう一つ交わることのない別のコミュニティが出現した。 

④ 最終系はインターカルチュラル政策 

平行社会を生み出した多文化主義の反省としての異文化交流政策 

１ 移民コミュニティを糸の切れた凧にしないため、積極的に交流 

２ 移民の文化を地域の活性化に役立てる。新たな文化を脅威と考えず新たな

チャンスと捉える。移民のもたらす文化的多様性を地域の再活性化の梃とする。 

 インターカルチュラル政策の主体は政府ではなく、自治体である。参加して

いるインターカルチュラル・シティは 2017年 5 月現在 34 都市。移民が遭遇す

る問題に対し、自治体や地域の NGO の主体的な行動を国際機関（欧州評議会）

がお膳立てする構図は、アジアには見られない。 

レッジョエミリアに見る試み 

 イタリアのインターカルチュラル・シティの 1 つ。移民との共生の最先端の

町、幼児教育の先進地。移民と協定を結び、地域の治安を守るための自治体と

地元民の役割と責任を決め、「我々レッジョエミリア市民」という一体感を持ち、

共に活動することが重要だとした。 

バルセロナの「反うわさ戦略」 

 移民と市民との健全な関係を作るため、誤った噂や偏見、人種差別を払拭す

るために、移民に関する正確な情報を市民に届ける。移民受け入れを成功に導

くためには、移民に対する取り組みだけでなく、受け入れ側の住民に対しても

精神的働きかけが必要である。 

欧州が受け入れに失敗した三大要因 

１外国人労働者を受け入れた際、一時的な労働者と考え、定住とは想定しなか

ったこと。結果的に、差別意識が固定化し、現在のヨーロッパにおける移民

問題が複雑化した要因を作ってしまった。 

２「リベラル国家の罠」。自国への一方的な同化を押し付けるのではなく、移民

の文化や言語を尊重するリベラルな多文化主義政策をとったこと。結果、受

け入れ国に馴染もうとせず、受け入れ社会と断絶し、「平行社会」をもたらし

た。 

3歴史的に根深い、キリスト教とイスラム教の対立。日本では問題にならない。 

カナダに学べ 
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 カナダでは、オンラインでの移住者事前審査、オンライン上の「自動ポイン

ト査定システム」を採用している。移住希望者はカナダ政府のウエブページに

エントリーし、必要項目に入力することにより、自動的に点数が計算され、最

後に移住の可否及び申請者に適応する移民プログラムが提示されるユーザーフ

レンドリーなシステム。政府以外に、各州独自に移民受け入れシステム（州政

府指名プログラム）を持っている。今後、日本でも政府の定住外国人政策と並

行して、地方枠の創設も検討すべきテーマである。いづれにしても、世界中で

優秀な人材の奪い合いが起こっている現在、移住先として人気があるのがカナ

ダである。移民に対して「受け入れてやる」ではなく、「一緒に暮らそう」とい

う姿勢をとることによって、カナダが求める海外人材を受け入れることに成功

している。優秀な人材は世界中から引く手あまたである。多くの選択肢の中か

ら最も条件の良い国を選ぶ。人手不足が深刻化する日本は、上から目線で外国

人の受け入れを考える限り、優秀な人材は入ってこない。 

 

第 4 章 つぎはぎの外国人受け入れ制度 

外国人はどんな資格で日本に住むのか 

 外国人受け入れについての制度（図７、Ｐ136 参照）入管法によって、在留資格

は 27 種類と決められている。在日韓国・朝鮮人については、「日本国との平和

条約」の特例法に基づき、「特別永住者」として在留資格が規定されており、合

わせて 28 種となる。「就労が認められる在留資格」は 17 種の高度専門職。「就

労が認められない在留資格」は観光客などの短期滞在、留学生。「身分・地位に

基づく在留資格」は永住者、日本人の配偶者。「その他、特定活動」として、外

交官等の家事使用人、ワーキングホリデイがある。日本在住外国人は右肩上が

りの増加傾向にあるが、2016年末現在 238万 3千人と過去最高であるが、総人

口の 1.9％で欧米に比べ極端に少ない。積極的に受け入れてこなかった結果であ

る。 

永住者と特別永住者のちがいは？ 

 永住者は、10 年以上日本に住み、素行が善良であり、独立生計を営む資産や

技術を有することを条件に、永住申請をし、永住権の在留資格を得た者をいう。

あらゆる分野で就業でき、選挙権はないが在留期間の制限がなくなる。 

 特別永住者は、第２次大戦終結以前から居住している在日韓国・朝鮮人及び

その子孫たちの在留資格で、在留活動、在留期間の制限がなく、日本国の治安・

利益にかかわる重大な事件を起こさない限り退去強制とはならない。選挙権は

与えられていない。しかし、高齢化した在日韓国・朝鮮人の減少や帰化による

日本国籍の取得で、特別永住者は減少し続けている。日本は二重国籍を認めて

いない。 



15 

 

留学生の多くは日本企業に貢献 

 2016 年末現在 27 万７千人が留学資格を得ている（日本語学校も含まれる）。

留学生は週 28 時間以内であれば、「資格外活動許可証」を得て種々の分野で働

くことができる。生活費の補填のため多くはアルバイトをしている。日本に留

学した学部卒の学生の 7 割が日本での就職を希望しているが、日本企業が留学

生に対する十分な情報提供やキャリアパスの準備ができていないために、就職

先が見つけられない学生が多い。しかしながら、人材不足によって中小企業を

中心に留学生の採用に目を向ける企業が増え始めた。予想以上に優秀で、技術

開発や海外進出に多大な貢献をした例が多数見られるようになった。新たな在

留資格として「技術・人文知識・国際業務」などのホワイトカラーのための在

留資格があり、2016 年末には 16 万 1 千人がこの資格を得ている。この在留資

格は比較的容易にとれ、大卒のホワイトカラーに対しては門戸が大きく開かれ

ており、この在留資格で、10 年間日本で働けば永住資格の申請が可能となる。

すでに、大卒の外国人の日本への移住の道は大きく開かれている。 

高度人材の争奪に遅れを取る日本 

 2015 年の入管法改正時に、高度人材のための特別な在留資格「高度専門職」

が設けられた。2016年 10月時点で、認定された人数は累計 6298人。人口減少

の補填としてはほとんど意味をなさない。もっと申請があってもいいはずだが

高度専門職の在留資格取得者の数は少数にとどまっている。高度人材に対して

の受け入れ体制が整っていないことによる。日本語教育、医療機関や行政サー

ビスの多言語対応もまだ不十分である。受け入れる企業でも、待遇面やキャリ

アパス等、世界を股にかける高度人材の受け入れには不十分であり、日本に定

着していない。高度人材の場合、原則 10 年間の居住が必要な永住権の申請を、

5 年経過後に申請可能であり、さらに政府は高度人材を呼び込もうと、居住 1

年で世界最速となる永住権を与えることを検討している。 

 一方、ブルーカラーの分野での就業者の在留資格は、定住に結びつく雇用を

認めていないし、移民政策を認めていない。この分野こそ人手不足であり、今

後共日本の若者の就業が望み薄である。ここに外国人を入れるかどうかが今後

の最大の焦点である。ただし、抜け道として、日系南米人に与える「定住者」

と技能実習制度の参加者が受ける「技能実習」という在留資格がある。 

根深い技能実習制度の問題 

 途上国から人材を受け入れ、日本の進んだ技能や技術を習得させることで、

途上国の発展に寄与することを目的とする制度である。あくまでもタテマエは

国際協力であって、日本の人手不足を補うための制度ではない。しかし、実態

は人手不足解消の制度として使われている。当初は、1年間は研修期間との理由

で、最低賃金も支払われていなかった。その後、技能実習という名称で滞留資
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格（3年間）が設けられ、来日当初から労働者としての対価や保障が受けられる

ようになった。しかし、現在に至っても法令違反が頻発し、7割の事業所で労基

法等の法令違反があり、2015年の違反件数は過去最高となった。実習生は借金

を抱えて来日しおり、法令違反に遭ってもやめられない。国際協力どころか外

国人搾取の構図である。また、国際協力を前提とするため実習生はすべて帰国

させてしまう点が問題であり、実習生は 3 年間の出稼ぎと考え、日本語の習得

にも力が入らない。実習生はいかに多く稼ぐか、雇用者はいかに安く働かせる

かの刹那的制度である。そろそろ優秀な技術習得の実習生に、定住の可能性を

準備すべきである。目先の利便性で技能実習制度に頼り続けることは、将来の

モノづくりの基盤を掘り崩すことにつながる。 

日本嫌いにさせる 

 技能実習制度の中で搾取され、日本嫌いになる実習生が多い。劣悪な部屋で

高家賃、割高の共益費や光熱費。過酷な企業で働くことになっても、3年間耐え

るか失踪するしかない。農業分野では、時給賃金、天候不順で作業が出来なけ

れば給料が全く払われないケースもある。ベトナム人の場合の対日感情は、来

日前は「とても良い」63%「まあまあ良い」34%で 97%が好印象。来日後は「と

ても良い」8%「まあまあ良い」50%「あまり良くない」37%と悪化している。

抜本的な 

制度改革がなければ、様々な構造的課題は容易には解決できない。 

 

世界は日本の移民拒否を不思議がる 

 日本は「移民制度」を持たないというタテマエの下で、実質的な外国人労働

者を受け入れてきた。人口減少、人手不足の中で、外国人労働者に対するニー

ズは高まることはあっても減ることはない。日本として明確なビジョンを持っ

た外国人受け入れ制度の構築が不可欠である。世界中が、日本が移民政策を取

らないことをいぶかしく思い、そして移民政策なしの日本の将来を悲観視して

いる。人口減少という大きな課題がありながら、移民受け入れという問題を先

送りし続ける日本は、海外の投資家から見ると安心できる国と思えないとのこ

と。 

 日本の外国人受け入れに対する後ろ向きの姿勢に対する批判を海外メディア

は10数年前から指摘している。日本の人口減少が深刻化し、日本が凋落すれば、

世界経済への影響は大きく、巻き込まれかねないと断じている。日本人以上に

深刻にとらえている点では各メディアは共通している。「日本が移民受け入れに

舵を切った」とのニュースがあれば、日本再生の期待を抱かせる重要なメッセ

ージとなるであろう。 
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第 5 章 日本に住む外国人の実像 

 日本に定住している外国人は 2016年 12月末現在 238万 3千人で国籍別では

1位中国 69万 6千人、以下韓国 45万 3千人、フィリッピン 24万 4千人、ベト

ナム 20 万人、ブラジル 18 万 1 千人となっている。定住地は大都市に集中して

おり、東京都 50 万 1 千人、愛知県 22 万 4 千人大阪府 21 万 8 千人となってい

る。秋田県、高知県、鳥取県など過疎の県は少ない。（Ｐ159 図８参照） 

京都に住む外国人 

 京都で暮らす外国人は2016年末で、4万3千人。宿泊する外国人観光客は2014

年年間で、183万人と過去最高。京都市内には少なくとも外国人コミュニティや

核となる施設が 11存在し、国籍ごと、民族ごと、教会などがある。彼らの日本

の印象は、異口同音に、清潔で安全、利便性が高く親切、時間を守りだらしな

い人が少ないなど日本の暮らしに満足している。しかしながら、日本人との付

き合いに関しては、「本音とタテマエを知るには時間がかかる」「人間関係が難

しい」「友達になるのに時間がかかる」など、地域社会に溶け込んで暮らすのは

難しく感じている。日本での生活で最も困るのは日本語の問題で、地域住民と

の会話がなく、交流が難しいため、日本で孤独な人生を送っている外国人が多

いことに、ほとんどの日本人は気が付いていない。 

先進地「新宿」の共生経験 

 新宿区の 2016年末の人口 34万人のうち外国人は 12%の 4万 2千人。国籍は

126カ国に及びヨーロッパと遜色のない多文化都市である。外国人との共生の在

り方を考える「多文化共生まちづくり会議」を開催し、防災、災害時の情報発

信や防災訓練への参加を呼び掛けている。多言語化したビデオで、地元の暮ら

しを紹介し、「やさしい日本語」の活用で、多くの外国人に情報を伝えており、

外国人住民と日本人とのコミュニケーション手段として注目を集めている。 

外国人が住むことは好ましいか？ 

 「どちらともいえない」が 55%で、「好ましい」「どちらかといえば好ましい」

が 22%、「好ましくない」「どちらかといえば好ましくない」が 17%である。7

割弱の外国人は新宿に住み続けたいと思っていて、多くが新宿区での生活に満

足しているといえる。日本人との付き合いが「ある」44%、「ない」は 56%。日

本人の外国人との付き合いは「まったく付き合いがない」45％、「あいさつ程度」

27%、「友人として付き合っている」は 5%にとどまっている。人間関係が希薄

であり、コミュニケーションを一層深める必要がある。全体的に見れば平穏な

関係が築けている。政府による包括的な外国人受け入れ政策がない中で、住民、

地域の自治体やＮＰＯなどの自発的な取り組みが成果を上げている。 

定住外国人の貢献 

 外国人は地域づくりにも貢献する存在であり、長期に渡って日本に住む外国
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人は日本に対して強い思い入れを持っている。「よそ者」や「お客さん」と見る

のではなく、新たな隣人として受け入れ、日本人の持つ様々な偏見や先入観を

除去するための政策を実施することが求められている。 

（１）異文化を日本に紹介…日本人は異文化に対して好奇心が強い。何でも知

りたい、学びたいという強い知的好奇心を持っている。外国人が増えれ

ば、語学学習に加えて、さらなる異文化ビジネスが花開く可能性がある。 

（２）世界への情報発信…日本は世界の観光立国を目指しているが、情報発信

では遅れている。そうであれば、日本に在住する外国人の力を借り、彼

らの目から見た日本の魅力を発掘し発信してもらい、観光や文化紹介だ

けではなく、地元産品の輸出やビジネス交流にも結びつけてもらう。 

（３）地域活力や経済の新たな担い手…起業を考える外国人は、ビジネスを通

して日本で自分の足場を築きたいと思っており、日本人と共同ビジネス

を立ち上げて、インキュベーターや外国人の国際ネットワークを活用し

た地元ビジネスを国際展開する可能性もある。 

（４）地域経済の下支え…日本人が就きたがらない職種（ex．介護職）で働き、

地域経済に貢献する人びとがいる。地域産業の労働者として、また地域

社会のつながりを支える重要な役割を外国人が果たしていることは注目

すべきである。彼らを支援し、能力開発を行うための体制作りも必要に

なる。 

（５）日本文化の担い手…人口減少が進む中で、日本人だけでは地域の文化・

伝統を維持しづらくなっている。彼らの力を借りて、共に日本文化の継

承を試み、新たな日本文化の枝分かれと情報発信に力を発揮してもらう。 

外国人を支える支援者たち 

 外国人が日本で力を発揮するには、それを支える人たちの存在がある。 

（１）家族…異国で暮らす人たちの家族の結束は固く、家族単位で行動する 

（２）農村にきた妻たち…日本人と結婚した外国人は、濃密な家族関係や近隣

関係が存在する。色々苦労を重ねた農村に嫁いだ彼女らの立場は、やが

て子供が成長し、姑や夫が高齢になるにつれて強くなっていく。これま

での苦労をバネに、地域社会の中で活き活きと生活している人たちが多

い。 

（３）周囲の日本人の役割…日本人と付き合いがないと答えた 98%の外国人が

日本人との交流を望んでいる。しかし、それに十分応えきれていないの

が実態である。その接点になるのが地域社会での日本語教師であり、ボ

ランティアの活躍である。彼らを通じて日本のイメージが描かれる。外

国人受け入れのための社会的・文化的な土台はすでに地域社会にできて

いる。 
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（４）外国人同士のコミュニティ…自国民とのつながりは、生活に必要な情報

入手ができるばかりか、心の安定にも貢献する。心の拠り所としての、

教会やモスクなどの宗教施設の持つ意味は大きい。外国人コミュニティ

での食事会や祭りによる親睦が求心力となり、日本人も積極的に参加す

れば、彼らから見た日本を、再発見する機会にもなるかもしれない。 

国に体制作りを求める外国人集住都市会議 

 日系南米人が集住する都市がある自治体によって 2001 年に発足。2016 年 4

月現在 25都市が参加し、共通する問題の解決のためのネットワークを作り、国

に提言を行っている。在住外国人の課題に対して一定の対応が行われているが、

根本問題として、「移民政策はとらない」が足かせとなり、政府全体としては総

合的な政策が欠如している。外国人受け入れが実質的に進行する中、外国人政

策を総合的に調整し、推進する司令塔となる組織の設置を、自治体が国に対し

て強く求めている。外国人の受け入れについては、国よりも自治体の方が進ん

でおり、政府には外国人の定住を前提とした包括的なプラン作りが求められて

いる。 

外国人女性の切実な叫び 

 2017 年 3 月「多文化共生社会に向けて─外国人女性の生活と活躍を中心に」

が開催され、日本に住む外国人女性たちの生活の窮状を訴えて、政府に対応を

求める場になった。「なぜ我々には、日本語を学ぶ権利が保障されていないのか」

「日本はなぜ移民として、受け入れる政策をとらないのか」「日本に住む外国人

女性が抱える問題をしっかり把握するための調査を政府が行うべきだ」などの

訴えが出された。政府の外国人に対する支援がない日本で外国人の問題に対し

て目を向け、寄り添い、支えようとする日本語教師やボランティアがおり、活

発な民間団体があることは日本社会の健全さを示すものといえる。 

 

地域を支える外国人青年たち 

 外国人の若者が地域社会を守る活動を行っている。高齢化する団地で日本の

若者が去った後、外国人の若者が地域社会の担い手となっている。「多文化まち

づくり工房」などで海外出身者がまちづくりに積極的にかかわっている。 

 

第６章 迷走する政府の移民政策  

小渕総理の「２１世紀日本の構想」 

 人口減少が現実の問題となり、将来に暗雲が立ち込め初めて、ようやく外国

人受け入れの議論が本格化した。2000 年小渕内閣時代の将来ビジョンとして

「21 世紀日本の構想─日本のフロンティアは日本の中にある─自立と協治で築

く新世紀─」をまとめ、「多様性を力とする」項で「移民政策」を作ることを提
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案している。「国内を民族的にも多様化していくことは、日本の知的創造力の幅

を広げ、社会の活力と国際競争力を高めることになる」と相当踏み込んだ内容

で、この時点で外国人受け入れについての理念と基本的な方向性ができていた

が小渕総理の急死によってお蔵入りしてしまった。その後 2008年、自民党の外

国人材交流推進議員連盟が人口減少の解決策として「人材開国！日本型移民政

策の提言」をまとめた。今後、50 年で 1000 万人の移民の受け入れ、外国人政

策を一元化する「移民庁」の設置、永住許可要件の大幅な緩和政策など、具体

的内容が盛り込まれ、提言を受けた福田首相は真剣に考え前向きに検討したが、

首相の退任とともに構想は頓挫した。「移民受け入れ」が唐突であり、国民的な

議論を経ずに、いきなり政策が提案されたことに反発もあり、この後、移民政

策はタブー視され、棚晒しとなってしまった。 

安倍政権と移民政策 

 2014 年「選択する未来」委員会にて、毎年 20 万人の移民を受け入れれば、

持続的な成長・発展のための、日本の人口 1億の維持が可能となるとしたが、3

か月後の報告では、移民受け入れの議論が消えていた。移民の社会に与える影

響に配慮したこと、移民を受け入れても人口減をカバーするには無理があり、

出生率を高めることを優先すべきとした。「日本再興戦略─未来への挑戦─」を

閣議決定したが、外国人労働者に対し定住化を認める移民政策ではなく、従来

の一時的な受け入れの延長線上にある見直しで、技術実習制度を拡充、技術者

の就労の円滑化、留学生や海外の優秀な人材が働き、暮らしやすくするための

国家戦略特区の活用などを検討した。2015 年には、「真に必要な分野に着目し

つつ、中長期的な外国人材受け入れの在り方について、総合的かつ具体的な検

討を進める。このため、移民政策と誤解されないような仕組みや国民的コンセ

ンサス形成の在り方の調査・検討を政府横断的に進めていく」とした。 

 

中途半端な制度ＥＰＡ（経済パートナーシップ協定）  

 従来、安倍政権では移民政策の代わりに、ＥＰＡによる看護師・介護士の受

け入れ、技能実習制度の拡大、国家戦略特区による外国人の受け入れという対

応を行ってきた。本来ＥＰＡでの看護師・介護士候補者の受け入れは、日本の

労働力不足への対応として行うものではなく、相手国の要望に基づいて経済活

動の連携強化の観点から実施されるものであり、人材不足解消が目的ではない。

来日するには、母国で資格を持ち一定の実務経験を積んだ人材が条件となるが、

ヨーロッパと違い、海外で得た職業資格の認定制度がないため、日本語の習得

を含め、日本の資格試験をパスするしかなく、高いハードルとなっている。そ

のため、合格者が少なく、せっかく合格した人材も長続きせず、帰国する人も

多く、中途半端な受け入れ体制といえる。人材確保の手段として大きな期待を
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かけるには無理がある。 

外国人受け入れの布石 

 外国人受け入れについて現状、政府は従来の延長線上での対応をしてきたが、

2016年「労働力確保に関する特命委員会」の発足によって、風向きが変わり始

めた。「50年来のタブーを破って、外国人の労働力としての受け入れに関する議

論に踏み込む」とし、外国人労働者政策の抜本的な転換を求める意味で画期的

なものとなった。しかし、移民についての世界に例のない奇妙な定義が行われ

た。 

「『移民』とは、入国の時点でいわゆる永住権を有するものであり、就労目的の

在留資格による受け入れは『移民』には当たらない」とし、数年間の労働資格

を得て日本で働き、数回の在留資格を更新して最終的に永住権を得たような外

国人は、日本では移民とは呼ばない。移民でない以上、政府の「移民受け入れ

しない」との前提に抵触しないことになる。「移民政策は採らない」という立場

を維持しながら、それを骨抜きにする、事実上の「移民受け入れのゴーサイン」

を出している。単純労働者に対しても、必要性がある分野について個別に精査

した上で就労目的の在留資格を付与し、就労を認め、定住の道を開く可能性を

認めたことは、実質的に移民政策に踏み込んだことに他ならない。これは、外

国人受け入れの布石と推測されるが、ヨーロッパで立て続けに起こったテロ事

件により、移民問題はまたもや先送りとなり、またぞろ従来からの、国民の合

意の必要、安易な在留資格や就労資格の緩和などのなし崩し的受け入れ拡大は

問題であるとの意見に戻ってしまった。安倍政権は従来から移民政策と距離を

置く姿勢を維持してきたが、厳しい人手不足と人口減の深刻化によって、外国

人受け入れに向けて、大きな一歩を踏み出さざるを得ない状況となっている。

世界で移民・難民反対の嵐の中で、政治的に動きづらい時ではあるが、いつま

でも時間を浪費し続けるわけにはいかない。日本としての将来の見極め時であ

る。 

 

第 7 章 「限界国家」脱出プラン 

急増する外国人への懸念 

 移民政策をとらないはずの日本で、現実には在住する外国人が急増している。

ＯＥＣＤの「国際移住データベース」による 2014 年 1年間の「移民」の動きで

は、日本は 3 千万の流入で世界 5 位にランクされており、国際的にはすでに立

派な移民大国になっている。移民政策をとらない立場を崩していないにもかか

わらず、人手不足が深刻するため、働くことを目的とした外国人の数が急増し

ている。技能実習と留学、本来人手不足解消とは関係ない在留資格で、実際に

働くために在留する外国人が増えている。ベトナムやネパールなどからの「デ
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カセギ留学生」も増加している。勉強そっちのけで仕事に精を出し、地方の貴

重な労働力となっている。しかし、今後人手不足から違法就労などの違法行為

が頻発する可能性がある。最終的には違法外国人を雇うのが常態化するように

なれば、法律を守るのが馬鹿を見るモラルハザード状態となる。人材獲得競争

の狂騒曲が日本中で鳴り響き、国を超えた移民斡旋が加速する異常な事態が起

こっている。 

 2017 年 1 月 1 日現在の不法残留者数は 65,270 人で、3 年連続で増加してい

る。一方技能実習生の失踪も急増しており、闇の斡旋業者に駆け込み、日本社

会のアンダーグランドに入り込むとすれば、日本の将来の治安にも大きく影響

する。日本が必要な人材を正規なルートで受け入れる仕組みとしての「移民政

策」を作ることが、将来の深刻な「移民問題」の回避につながる。 

定住外国人受け入れのための３本柱 

 政府が移民に対して神経質になっているのは、合理的な理由というより、国

民の間に広がっている情報不足による反発と現在の中国、韓国との緊張関係に

よる一部のナショナリスッティックな反応を気にしているからであるが、いつ

までも「移民政策作り」を先延ばしできない。 

 「安心・安全な外国人受け入れ法」としては 

１ 「入国割当制政策」…日本として、どこの国から何人、どのような移民者

にきてもらうかを決定する。ブルーカラーを想定している。 

２ 受け入れた移住民をどのように日本社会に定着させるのか…受け入れ方針

である総合政策「ソフトランディング政策」が重要となる。 

３ 「多文化パワー政策」…受け入れ側の日本人自身の移民に対して正しい知

識や理解を持ち、彼らと交流し、ウイン・ウインの関係を構築する 

入国割当政策……年間２５万人 

１ 小規模から始めて段階的に拡大する。受け入れ数の明確な方針。 

２ 東南アジアなどの親日的な国に限定して、定住を前提とした受け入れ制度。 

３ 日本が受け入れにふさわしい人材の基準を設けて受け入れる。 

2035年の目標として 4%を設定。人口推定 1億 1千万人の 4%は 400万人で現 

在より 200万人の増加となり、年間で平均 25万人程度の受け入れとなる。 

外国人受け入れが大成功を収め、受け入れ枠を拡大したとしても、年間 100万 

人近い人口減少を補うことは不可能で、外国人の受け入れは、最終的な解決と

は 

なり得ない。人材の不足分は、今後はＡＩなどの発展で部分的に補えられるが、 

そうであっても外国人の力を借りなければ、日本の経済・社会は成り立たなく 

なる。人口減少が続く日本において人口問題は永遠のテーマである。 

ソフトランディング政策 
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 外国人が日本で活躍するための基盤を形成することが重要となる。たとえば、 

日本語教育の現状を見ても、定住外国人に対して、政府による対応が行われて

い 

るとは言い難い。就業についても日本人と平等な待遇が持続されなければなら 

ないし、日本人と比べて差別的な待遇であれば当然不満が生まれる。また、移

民 

は起業意欲も高い。難民起業家のサポート体制の充実が重要である。 

 日本に定住する外国人に対し、日本語教育、就労支援だけでなく、居住他生 

活全般にわたる支援体制を整える必要がある。彼等の能力をいかに引き出すか 

は、受け入れ体制に大きく依存する。高い日本語能力を持っている人や納税額 

の多い外国人には、永住申請までの期間短縮などのインセンティブを設け、彼

ら 

のやる気を一層引き出すことも考えるべきである。 

日本語という障壁対策 

 ほとんどの移住者は日本語をゼロから学ぶが、文字が多く複雑な日本語は、

世 

界でも学ぶのが難しい言語であり、大きな障壁となっている。困難な日本語に

真 

剣に取り組み、日本に定住を目指そうという外国人は、それだけ日本にとって、 

ありがたい人達であり、そうした人達を大切に処遇し、彼らの持つ能力を最大

限 

に発揮させる知恵を絞る必要がある。在住外国人は、現在のレベルに満足して

お 

らず、もっと日本語を学び、上達したいと考えているが、日本語学習には不満・ 

悩みを持っている。 

日本語学習と政府の支援 

 外国人への日本語教育をするのは文化庁であり、支援事業を行っているが、「 

外国人に対する日本語教育の推進」の総予算は 2億 800万に過ぎず、内、日本 

語教育を実施する予算はわずか 1億 5千万。観光客に対する力の入れ方に比べ、 

200万人を超える在留外国人の存在は無視されている。外国人を本格的に受け 

入れるのであれば、日本語教育機関の充実と拡充が必要である。外国人の子供 

達には、日本人の子供と同等の教育機会を提供することが必要となる。日本語 

能力不足による落ちこぼれを最小限に食い止めなければならない。自治体や 

ＮＰＯの協力による補助的な学習支援の仕組みの構築が不可欠である。日本人 

と同程度の高校・大学進学率の達成を目指していくべきである。2016年 12月 

「教育機会確保法」が成立。不登校の子供の支援を目的にしたもので、外国人 
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子供たちにとっての意味は大きい。また、夜間中学に通う生徒の８割が外国人 

であり外国人の日本社会で落ちこぼれないための、最小限のセイフティーネッ

トとして機能することが期待される。 

多文化共生という外国人受け入れ 

 日本語や文化・制度の壁がありながら、日本の生活に満足を感じているとす

れば、地域社会が「多文化共生」の活動で支援しているからであり、外国人受

け入れの拠り所である。国際交流団体は、地域社会での彼らの生活を支える活

動へと変化し、日本語を教え、生活の支援を行う活動がＮＰＯを中心に草の根

で全国に広がり、自治体も本格的に在住外国人への対応を取り組むようになっ

た。 

移民受け入れの土台……多文化共生推進プラン 

 国籍や民族などの異なる人びとが互いの文化的違いを認め合い、対等な関係

を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていく。自治体が多文

化共生を推進する三つの方針は「コミュニケーション支援」「生活支援」「多文

化共生の地域づくり」であり、それらを推進する「多文化共生施策の推進体制

の整備」を行っている。全国 708 の地域で推進プランが作成され、自治体の間

で多文化共生が根づいていった。多文化共生が始まって 20年以上が経過してい

るいま、日本の地域社会にはすでに移民受け入れの土台が出来上がっていると

いえる。 

移住者を歓迎する多文化パワー政策 

 多文化共生を土台に、さらに 1 段上のレベルとして「多文化パワー政策」を

構築する。外国人と共に暮らす社会を自覚し、草の根レベルのコミュニケーシ

ョンを活発化させて、異文化を活用した「まちづくり」に高める。在住する外

国人に対し「日本はあなた方を歓迎します」という明確な意思表示を行う必要

がある。 

明確な政策をしめさないので、彼らは日本政府から正式に歓迎されているわけ

ではなく、結果として日本に在留しているに過ぎない立場となっている。政府

の方針がないため、各自治体も及び腰になり、中途半端な段階に留まっている。

外国人との共生が当たり前と考える若い世代が増えており、若者が自信をもっ

て外国人と接することができるように、異文化コミュニケーションの知識を取

り入れていく必要がある。一方、国民の意識は古いままであることも事実であ

る。意識を変える上で、政府の役割と政治的リーダーシップが重要となる。 

日本人の偏見をとっぱらうスポーツ分野 

 相撲、陸上、プロ野球、テニス、バスケほか外国選手が大活躍している。 

外国人を受け入れる土壌がある 

 日本人はごく自然に助けようとする人が実に多い。「困った時はお互い様」と
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いった平等の思想が根付いている。彼らに対しての配慮、思いやりを示すこと

が出来れば、彼らも同様の態度を示してくれ、外国人の受け入れを恐れること

はない。しかし、多くの日本人は無意識のうちに、日本に住む外国人をよそ者

扱いにしてしまいがちであるが、大きな偏見である。根の深いものではないの

で、実際に外国人と交流の機会を持つことで氷解することが多い。 

新ビジネスを生み出す多民族性……シンガポール 

 移民がもたらす多様性が経済効果を生んでいる。シンガポールは他民族で住 

み、公用語も英語、マレー語、中国語、タルミ語と国民同士の意思疎通も難し

い 

国柄で、コミュニケーション面で大きなハンデを抱えている状況でありながら 

高い経済成長を達成している。それは１．多様性を強みに変える政策…各民族

間 

の融和を重要な目標として国民が一体となって協力する体制作りに邁進した。 

２．グローバル化に伴う国際的な人の動きと、海外からの投資を積極的に呼び 

込むことに成功した。…移民の割合は総人口の４割近くを占め、海外からのビ

ジ 

ネス進出を優遇することで、経済発展を遂げた。２１世紀の成長モデルはこの 

シンガポール型であり、グローバル化、多様性の利点を最大限に活かして、異

質 

性を組み合わせ突出した価値を世界に提供した。同質性よりも、異質性が価値

を 

持つ時代へと変化した。日本も多様性という武器を早く手に入れるべきである。 

日本文化の柔軟性 

 日本人ほど変化を恐れず、進取の精神に富んでいる国民はいない。日本は世

界 

で最も移民受け入れに成功する国になる素質を持っている。異文化との接触は、 

人びとの固定観念を変え、超高齢化社会を生きるすべを学ぶこともできる。 

日本へ来た外国人がいつまでも外国人のままではいない。移民が増えるとその 

うち、日本人よりも多くなるという移民反対論（質の低い移民により占領され、戦

わずして敗戦国になると声高に叫ぶ論）があるが、実態は二世代、三世代のうちには

完全に日本化していく（堺屋太一は「移民はすぐに日本文化に同化してしまう」

と強調）。異文化を極端に恐れる必要はない。外国人、外国文化と向き合うこと

で、自分を豊かにすることができる。 

ところで外国人は日本に来てくれるのか？ 

 送り出し対象国と想定される東南アジアは人口増が続いており、日本に対し

て文化的な親近感を覚え、必ずしも日本に悪いイメージを持っていない。また、
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距離も近く、日本は十分に移住したい対象国の１つとなり得る。移民政策がで

きれば、多くのアジア人が、日本への移住に興味を示すことは間違いない。日

本の魅力を積極的にアピールしていき、受け入れ体制の充実を図った上で、日

本人が歓迎していることをアピールする必要がある。ポイントは日本語教育の

充実を初め、定住外国人支援策を実施することである。日本としていち早く、

有能な人材を確保する道筋を作ることが必要である。後手に回れば、移民反対

論者が恐れるような低レベルの人材しか日本にこなくなる。 

地方で大きい受け入れ効果  

 外国人の受け入れが進めば、日本国内で様々な変化が現れ、新たなビジネス

チャンスが生まれる。外国人が彼らの仲間に行う事業、定住する上で必要な様々

なサービス、日本語教育、各種の職業訓練・起業支援も活況になる。さらに、

外国人が日本人向けに行うビジネスが成長する。新しいビジネスの種が大量に

蒔かれるし、人手不足が甚だしい企業も一息つける。 

 地方に移民が増えれば、国際的なビジネスが地方都市にも増えていく。これ

は、日本人の若者の地方への定着にも寄与する。定住外国人の増加は、地方都

市の国際的な発展にも大きな可能性をもたらし、外国人を活用したまちづくり

が大きなトレンドになっていく可能性がある。受け入れの主体となる自治体や

地域の経済界などが、率先して受け入れる仕組みを競うことで、より望ましい

受け入れ体制が育まれる可能性がある。 

定住外国人とどう向き合うか 

 移民受け入れによって、閉塞感が破られ、人びとの意識も刷新される。外国

人との共生は、衰退のスパイラルから抜け出すための一大転換になる。 

 個人として、定住する外国人とどう向き合えばよいのか。コミュニケーショ

ンのツールはあくまでも日本語だが、そこには異文化コミュニケーションにつ

いての最低限のルールとして最も重要なのは、対等性である。日本人は上下関

係で人を見がちであるが、どのような仕事に就いていようと、相手を 1 人の人

間として見るという基本的マナーが求められる。同じ視点で相手に関わろうと

いう優しさ、普通の日本人としての感性と、少しの思いやりの心が発揮されれ

ば十分である。 

 日本の未来が大きく転換するのは目の前だ。その時われわれは、世界から多

様性を受け入れる心構えを持つことで、一人ひとり新たな日本の姿をイメージ

しながら、異文化や外国人を、自信を持って受け止めることができるだろう。 

                                  完 

 人口減少をもたらす出生数の減少、高齢者数の増加、社会の支え手である勤労世代の

減少。いずれも将来に渡る日本の喫緊の課題である。政府が進めようとしている解決策

は「外国人労働者」の導入、「ＡＩ」の活用、「女性」の活躍、「高齢者」の活用である。
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「限界国家」と同日に発売されてベストセラーになっている「未来の年表」（河合雅司

著 講談社現代新書）によれば、移民政策には危惧があり、将来の日本社会に不安をも

たらすとし、「戦略的に縮む」ことを提案している。良し悪しは別として《日本を救う

１０の処方箋》をあげている。①「高齢者」を削減…７４歳までは働き手②２４時間社

会からの脱却…不便さもまたよし③非居住エリアを明確化…コンパクトシティの提案

④都道府県を飛び地合併…自治体の線引きの見直し、東京都と島根の合併？⑤国際分業

の徹底…得意分野に資源を集中⑥豊かさの維持「匠の技」を活用…高付加価値製品づく

り⑦国費学生制度で人材育成⑧脱東京一極集中⑨セカンド市民制度を創設…第 2 の故

郷をつくる⑩少子化対策…第 3子以降に 1000万円の寄付である。如何であろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 


