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はじめに：日本の労働市場を取り巻く状況と課題 

 
 

わが国では、人口減少、少子・高齢化による生産年齢人口の減少に伴い、労  働

力不足になっている。2018 年１月１日時点で約 7,484 万人（全人口の 59.8％） 

の生産年齢人口は1、2025 年には約 7,170 万人（58.5％）まで、2030 年には約 

6,875 万人（57.7％）2まで減少することが予想され、当面は労働力不足が続くと考

えられる。 

このような状況にあっては、企業は働き方改革の推進、新たな労働力となる女

性や高齢者の活用、技術革新等による生産性向上を行っていかねばならない。  さら

に、ＡＩ、ロボット等が今後、単純労働を中心に不足する労働力を代替していく

としても構造的な労働力不足に対応するには、外国人労働力の活用も求められる。 

 
一方、イノベーションの加速による産業構造の変革に伴い、今後は従来以上  に

就業構造の変化が激しくなることが予想される。また、ＡＩ、ロボット等の  導入

により労働者に求められる職務は、今後より高度な内容へと変化していく  可能性

が強い。こうした中では、日本特有の年功序列や終身雇用を前提にした、  メンバーシ

ップ型雇用だけでは柔軟で生産性の高い働き方を実現できず、企業  の競争力も

高まらない。 

 
働く個人の能力を最大限引き出すとともに、国、企業の競争力を強化するイ  

ノベーションの促進による生産性の向上を実現するには、多様で柔軟な働き方  を

可能とする労働市場改革と、新たな労働力としての外国人材の戦略的な受入  れが

必要である。そこで、本提言では、特にメンバーシップ型雇用からジョブ  型雇用

3とのハイブリッド型への移行、ならびに外国人材の受入れの在り方に焦 

1 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（平成 30 年 1 月 1 日現在）」

による。 
2 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」（出生中位・死

亡中位推計）による。 
3 メンバーシップ型雇用とは、職務、労働時間、勤務地が原則無限定の雇用を指す。これに

対して、ジョブ型雇用とは、職務、労働時間、勤務地が原則限定される雇用を指す。（濱口桂

一郎氏「産業競争力会議雇用・人材分科会 第１回有識者ヒアリング」資料（2013 年 
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点をあてて提言する。 

 
 

Ⅰ．現状認識、問題意識 

 
 

１．道半ばの労働法改革 

2018 年６月に働き方改革関連法が成立したが、本法の成立をもって、改革が完結

したわけではない。多様な働き方の実現に向けて、さらなる労働法改革を  求める。 

 
その第一は、裁量労働制の拡大である。本会のダイバーシティと働き方に関  

するアンケート調査結果（以下、本会調査）4では、今後期待する働き方改革の筆

頭に挙げられており、企業からの要望が強い（図表１）。 

 

図表１：本会調査「今後働き方改革として期待するもの」 
 

Ｑ．6 月 29 日に国会で働き方改革関連法案が成立しましたが、今回の法案に含まれないもので、

今後改革を期待するものは何ですか（複数選択可）。 
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裁量労働制の対象拡大 

 

 
兼業・副業における労働時間通算や

労働災害の対応等の法制化 

 

 
テレワークにおける労働時間管理等の法制化 

 

 

 

解雇無効時における金銭解決システムの実現 

 

 
フリーランスの保護ルール 

（契約条件・内容、報酬額等）の明確化 

 

 
その他 

 

 

 

 

11 月５日）より。） 
4 調査結果の詳細は付属資料（Ｐ27-57）を参照。 
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3.9% 
4.5% 
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裁量労働制の対象拡大は、効率的で柔軟な働き方の推進には欠かせない。本  

制度は適正に運用されれば、自由度の高い働き方が実現できる点で労働者にも  

メリットのある制度である。裁量労働制の適用・運用実態について正確に把握  

したうえで、客観的事実を基にした法案の早期実現を望む。法案では、適用範  

囲、対象業務の具体化や健康管理措置の具体的な条件設定、法律での義務化を  

検討すべきである。 

 
第二に、解雇無効時における労働紛争解決システムの確立である5。政府での  議

論は進まず、労働紛争解決システムの具体的枠組みが明示されるには至って  いな

いが6、特に立場の弱い中小企業の働き手を保護するために、解決金の水準  を定め

た透明かつ公正な労働紛争解決システムが必要である。こうしたシステ  ムの確立

は、雇用の流動性を高めることにも繋がる。労働政策審議会において、  金銭補償額

の上限下限等、早急に具体的な議論を開始することを期待する。 

 
第三に、同一労働同一賃金の実現である。わが国では、バブル経済崩壊以降、  世帯

主や単身の非正規社員が増加したことに伴い、正社員と非正規社員の格差  が社

会問題化し、同一労働同一賃金実現の必要性が高まった。 

また、人口減少社会においては、女性、高齢者、外国人等の多様な人材の活  

用が必要である。性別、年齢、雇用形態に関係なく、すべての社員が活躍でき  

るダイバーシティ・マネジメントを推進していく意味でも、同一労働同一賃金  

の実現は不可欠である7。 

 

5 本会では既に『「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方」に対する意見―解雇無効

時の金銭救済制度導入と既存制度改善に関する考え方―』（2017 年 4 月 28 日）において、

「解雇無効時における金銭救済制度を導入し、補償金の算定方法や水準を具体的に法定すべきで

ある」としたうえで、原則は労働者申立てとし、金銭補償額は賃金の半年分から 

１年半の範囲内といった具体的な仕組みを提言している。 
6「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」（2015 年 10 月～2017 

年５月）において、具体的枠組みについて検討を行うも報告書で明示されるには至ってい

ない。現在は「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」（2018 年 

６月～）で有識者による法技術的な論点についての専門的な検討が行われている。 
7 本会では、就労形態が異なる場合であっても労働の質と成果が同等であれば、同一の賃金

水準を適用する賃金政策である「同一価値労働同一賃金」を目指している（『新産業革命によ

る労働市場のパラダイムシフトへの対応－「肉体労働」「知的労働」から「価値労働」へ－』

（2016 年８月１日））。 
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政府においては、2020 年 4 月から施行予定の同一労働同一賃金の指針案が労

働政策審議会で 2018 年 12 月に了承され、同指針案では「労使で合意なく正社

員の待遇を引き下げることは望ましい対応とはいえない」との考えが盛り込ま  れ

た。しかし、業績・成果に見合った均等待遇を実現する上で、非正規社員の  待遇

改善のみならず、正社員に対する賃金の引き下げや手当の見直しなど、不  利益変

更が発生することはやむを得ない。したがって、均等待遇を実現するた  めには、

時代にそぐわなくなった制度を柔軟に見直すことが望ましい8。 

 
企業等のダイバーシティや個人による多様な働き方の選択を推進していくた  め

に、まずは、「正社員」、「非正規社員」という単純な二元論から脱し、同一労  働同一

賃金を実現すべきである。 

 
２．ジョブ型雇用の選択肢がないことがダイバーシティや雇用の流動化を阻害 

2015   年８月に女性活躍推進法が成立し、企業等での女性活用・登用が近年進 

んでいる。本会の 2018 年調査での女性の役員および管理職比率は、課長級以上が 

13.5％、部長級以上が 12.6％であり、この数字は 2012 年の調査開始以来、過

去最高となっている（図表２）。 

 
高齢者についても改正高齢者雇用安定法が 2013 年４月に施行され、希望者全 

員の 65 歳までの雇用が事業主に義務付けられるようになった。その結果、2013 

年には 9.9％であった労働力人口に占める 65 歳以上の割合は、2017 年には 

12.2％と過去最高になっている9。 

 

労働力人口の減少、産業構造の変化が進む中で、生産性を向上していくには、  女性

や高齢者、外国人などの多様な人材の能力発揮を促進するとともに、労働  者が自

ら働き方を選択し、キャリアを構築できる環境整備が求められる。しか  し、日本

企業では、新卒一括採用、年功賃金、終身雇用を前提としたメンバー 

8  経済同友会『「働き方改革」に関する主要論点に係る意見』（2017 年２月 22 日）による。 
9 総務省「労働力調査」による。 
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シップ型雇用が中心となっており、ジョブ型雇用の選択が限られている。その  結

果、職務、労働時間、勤務地に関して無限定な働き方が求められ、ダイバー  シ

ティや雇用の流動化が進んでいない。 

また、多様な働き方の一つである副業・兼業を希望する労働者は増えている  が、

実際に社員に副業・兼業を認める企業は 25.0%10であり、また、兼業・副業に限

った採用も少ない。 

 
図表２：本会調査「女性役員・管理職比率」（連結・日本国内のみ） 
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３．外国人労働者による労働力不足への対応 

外国人労働者は 2017 年 10 月末時点で約 128 万人となり、わが国における就

業者の２％を占めるまでになった11。直近５年間の雇用者数の増加の２割は外国  人

労働者によって支えられており12、日本経済は外国人労働者がいなければ成り  立た

なくなっているといえる。 

10 経済同友会『ダイバーシティと働き方に関する調査結果』（2018 年４月）によれば、従業

員の副業を認めている企業は 25.0％にとどまる。 
11 厚生労働省「外国人雇用状況」（平成 29 年 10 月末現在）および総務省「平成 29 年労働

力調査」による。 
12 内閣府「外国人労働力について」（2018 年２月２日）経済財政諮問会議資料による。 
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執行役/執行役員 2.9 2.9 3.4 5.1 5.1 5.1 4.1 
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部長級 2.8 3.3 3.4 3.9 3.7 4.9 14.5 
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部長級以上 2.7 3.3 3.4 4.1 4.0 5.0 12.6 

課長級以上 4.6 5.8 6.3 7.5 7.1 8.4 13.5 
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外国人労働者の内訳では「技能実習」、留学生のアルバイト等が含まれる「資  格

外活動」が近年増加している。本来就労を目的としない在留資格で入国した  留学生

や技能実習生が労働力不足を補っており、就学や実習と就労の境界が曖  昧になって

いる。 

技能実習制度では、転職が認められていないことによる、実習生の失踪の多発、

零細企業を中心とした最低賃金以下での雇用、日本での実習内容と帰国後の仕事

のミスマッチ等の問題がある。その要因として、制度の本来の目的と実際の運用

が乖離していることが考えられる。こうした状況の背景には、外国人労働者の受入

れについて、国としての基本方針が確立されていないことがある。  政策の理念を欠

いたまま、弥縫策を講じ続けることは、国際社会におけるわが国のレピュテーシ

ョンの低下を招くことになる。 

 
一方、外国人労働者の送り出し国である、中国やベトナム等と日本との経済格差

は、1990 年代以降、確実に縮小している（図表３）。その結果、こうした新興

国の外国人材から見て、日本は既に魅力的な国ではなくなっている可能性  がある。

一人あたり GDP で見た格差が縮小している中で、外国人材はもはや安価な労働

力ではなくなっていることを企業経営者も認識すべきである。 

 
図表３：一人当たり GDP で見た日本との格差 
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出典：総務省『世界の統計 2017』、『世界の統計 2018』を基に経済同友会事務局作成。 

（注）日本の一人当たり国内総生産（名目 GDP）÷各国の一人当たり国内総生産（いずれ
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さらに、在留外国人が増加する中で、日本語教育等の多文化共生政策は遅れ  て

おり、外国人が日本社会に溶け込めない要因となっている。他方、外国人が  集住

する地域の中には、自治体が多言語による生活相談等の多文化共生策に積  極的に

取り組む事例もある。しかし、外国人材にとって魅力ある国にするため  に重要と

される子弟の教育をはじめ、必要な政策に対し充分な予算・人員が確保できない

実情がある（図表４）。 

 
図表４：「生活者としての外国人」に関する総合的対応策関係予算 

 

 
出典：内閣官房 外国人労働者問題関係省庁連絡会議「生活者としての外国人」に関する総合

的対応策関係予算（平成 20～29 年度）資料を基に経済同友会事務局作成。 

 

こうした中で、日本人の雇用を守りつつも、外国人材を戦略的に受け入れ る体

制の整備が課題であり、政府は、外国人材に選ばれる国づくりの重要性 を国民と

共有していくことが必要である。 
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Ⅱ．提言１：雇用流動化の仕掛けづくり： 

メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用とのハイブリッド型への移行 

 
 

１．ハイブリッド型雇用への移行により多様な働き方の選択肢を設ける 

本提言では、職務や労働時間、勤務地が限定されない働き方をメンバーシッ  

プ型雇用、一方これらが限定される働き方をジョブ型雇用と考える13。 

ここで提言するハイブリット型雇用とは、企業がメンバーシップ型雇用とジョ

ブ型雇用の選択肢を設け、個人が自主的に働き方を選ぶ雇用のあり方である。 

ハイブリッド型雇用の導入により、企業は、グローバル化、技術革新などに  

よる産業構造の変化に応じて、柔軟に事業を組み換え、必要な人材を確保しや  

すくなる。また、個人は、年代にかかわらず、多様な選択肢の中から、自らの  

能力、ライフスタイルに応じた働き方を選ぶことが可能となる。さらに、労働  

市場では、高度人材に限らない、働くすべての個人にとってキャリア・アップ  

に繋がる雇用の流動化が進むと考えられる。 

なお、このような企業、個人、労働市場を通じた雇用流動化の動きをつくり  出

すには、「就職」より「就社」を重んじる意識の改革と、労使が一体となって  労働移

動を支援する仕組みの構築も必要である。2030 年には生産年齢人口が 

6,875 万人（57.7％）に低下する中で生産性向上を図らなければならない。そ

の意味でも、企業、個人、労働市場のいずれにとっても柔軟で、多様な働き方  

を実現するハイブリッド型雇用を主流にすることが求められる。 

 
２．2030 年に向けて目指す働き方のポートフォリオ 

ここでは、現在と 2030 年に向けて目指す働き方のポートフォリオ（図表５） 

を示したい。 

現在の働き方のポートフォリオについて概観すると、メンバーシップ型雇用  の

職能型正社員の構成比が最も高い。こうした正社員の典型的なキャリアパス  は、

新卒一括採用で入社後、年功制、終身雇用制のもと、企業内で様々な職務  を経

験し、50 代で役職定年を、60 歳で定年を迎え、継続雇用へと切り替わるも 

 

13 本提言Ｐ１、脚注３参照。 
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のである。 

これに対して、2030 年に向けて目指す働き方のポートフォリオでは、メンバーシ

ップ型雇用の職能型正社員の構成比を下げ、ジョブ型の働き方、すなわち  職務や勤

務地を限定した正社員や、インディペンデント・コントラクターの割  合を高めてい

くものである。 

 
図表５：現在と 2030 年に向けて目指す働き方のポートフォリオ 

 

 

 



10  

 

2030  年の具体的なキャリア選択のケース（図表６）として、以下のような例が挙

げられる。 

 
（例示Ａ） 

入社した企業で定年までメンバーシップ型雇用として留まるケース 

（例示Ｂ） 

メンバーシップ型として入社後、30  代になり大学院で学び直し、ジョブ型に転換

し、キャリア構築していくケース 

（例示Ｃ） 

最初から特定のスキルを武器にジョブ型として入社し、さらにスキルを高め た後、

インディペンデント・コントラクターとして独立していくケース 

（例示Ｄ） 

当初は派遣社員として働きながら、20  代後半でジョブ型の正社員に転換し、転職

を経て、50 代後半からは NPO で兼業し社会貢献もするケース 

 
図表６：2030 年のキャリア選択の例示 

 

 
このように、働く個人が自らのキャリアプラン、経験、能力に基づき、多様  

な選択肢から働き方を選び取ることができるように、企業においては、以下に  

述べる取り組みが必要である。 
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２．ハイブリッド型雇用への移行のために企業がすべきこと 

（１）雇用の入り口の多様化 

わが国での採用方式は新卒一括採用が主であり、新卒一括採用は、終身雇用 とセ

ットでわが国の雇用体系としてこれまで長く定着してきた14。 

多様な働き方を実現していくためには、徐々に新卒一括採用から通年採用の  

割合を高めていくことが望ましい。その過程で、既卒者（原則、学部卒業後５  

年程度の者）を含めて新卒一括採用を行う「新卒・既卒ワンプール」の採用方  

式を取り入れていくのが現実的である15。 

併せて中途採用の強化も進め、外部労働市場から多様な人材を採用していく こと

が求められる。 

 
（２）キャリアの形成支援 

個人のキャリア形成に関しては、例えば以下のような選択肢の提示が考えら れる。 

・30 代くらいまでは従来通りの職能型の正社員として人材育成する。40 歳に

なった時点で、これまで働いてきた企業と数年単位の再契約に切り替える  か、

もしくは起業や転職など社外で新たなキャリアにチャレンジするか、  の選

択肢を提示する。 

・なお、キャリア転換を問う年齢は一律で定めず、各社の事情を勘案して、 企業

が適正な年齢を定める。 

 
この仕組みを導入することで、個人が経済社会の変化や技術革新に応じて必  

要なスキル・能力を身に着け、自律的にキャリア形成する意識が早い段階で高 

 
 

14 新卒一括採用には、若年就職率が諸外国に比べて高く維持されることや企業内での教育訓練

によりスキル構築につながるというメリットがある一方、新卒時のみのワンチャンスの就職

であること、終身雇用、年功賃金と一体化しており、労働者の自発的な労働移動を阻害する

というデメリットが存在する（経済同友会『「新卒・既卒ワンプール／通年採用」の定着に向

けて』（2016 年３月 28 日）より）。 
15 経済同友会『「企業の採用と教育に関するアンケート調査」結果（2016 年調査）』（2016 

年 12 月 21 日）によれば、既に約 35％の企業で「新卒・既卒ワンプール」は導入されてお

り、企業にとって取り入れやすい仕組みと考えられる。なお、「通年採用」を実施済みは約 

12％である（「新卒・既卒ワンプール」もともに実施済み（5.2％）を含む）。 
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まると考えられる。他方、20 代でも高いスキルを持つ人材は、最初から起業、あるい

は専門職として企業に入社し、職務に見合った高い給与を得られるようにする。 

 
（３）役割に応じた人事処遇制度の導入 

日本企業の人事処遇制度の中で、基本給の中心はこれまで職能給であったが、  役

割給、職務給を導入する企業が急速に増えており16、職能給から役割給、職務給

へとシフトが進んでいる。職能給は長期雇用を前提とした終身雇用制度とリン

クしており、「職能資格制度」により社員を格付けし、その格付けに応じて賃金を

支給する（参考資料１）もので、正社員の 50 代が賃金カーブのピークとなる17。 

年功賃金とも言うべき職能給を見直し、役割給や職務給への移行を一層進め  

るとともに、ジョブ型雇用を選択した場合は職務給を選択するように、働き方  

と処遇を一致させることが必要である。 

具体的には、30 代くらいまではメンバーシップ型雇用で職能給をベースとする

が、40 代以降も同じ企業で働く場合は、役割給とするか職務給とするかは、本人の働

き方の選択と合わせて決定する。20 代から特定分野の高い能力、スキルにもとづ

きジョブ型を選択する者には職務給を適用する制度を設計する。 

 
（４）雇用の出口の多様化 

2013 年４月に施行された、改正高齢者雇用安定法では、企業に希望者全員の 

65  歳までの雇用を義務付けたうえで、「定年延長」「定年制の廃止」「継続雇用制

度の導入」のいずれかを実施するよう求めている。 

本会調査によれば、８割強の企業で「60 歳定年を維持」している。中高年人 

 

16 日本生産性本部『第 15 回 日本的雇用・人事の変容に関する調査』（2016 年 10 月 19 日） 

によれば、管理職層の職能給の割合は、1999 年に 80.9％だったが、2016 年には 66.9％に

低下し、役割・職務給は 1999 年に 21.1％だったが、2016 年には 74.4％に向上した。 
17 厚生労働省データによれば、時給ベースで正社員の賃金は、30～34 歳で 1,971 円、40 

～44 歳で 2,543 円、50～54 歳で 3,189 円と 50 代が最も高くなっている（厚生労働省「第 

１回同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」資料（2016 年３月 23 日）による）。上記の

日本生産性本部調査によれば、約５割の企業で 50 代は業務や成果・貢献度に比べて賃金水

準が見合っていないと考えられている。 
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材の活躍を促すための取り組みとしては、９割の企業で「定年後の継続雇用制度」

を実施しており（図表８、９）、定年制の廃止にまで踏み込んでいる企業は現状

では 3.7％にとどまっている。また、「65 歳以上の定年」について、現状では約 

10％の企業での導入にとどまっているが、今後は、約 25％の企業で導入が見込

まれている（図表８）。これは、政府による、希望すれば原則 70 歳まで働ける

環境整備の動きとも一致している。 

 
図表８：本会調査「定年制の現状と今後の展望」 

 

0% 25% 50% 75% 100% 

 
 
 
 

図表９：本会調査「中高年人材の活躍を促すための取り組み」（複数選択可） 
 

 

 
定年後の継続雇用制度 

（再雇用制度、勤務延長制度、

再就職のあっせん） 

 
中高年向けキャリア研修の実施 

 

 
役職定年制度の廃止 

 
 

中高年人材をメインとした

社内プロジェクトの実施 

 
人材育成を目的とした 

中高年によるメンター制度の実施 

 
 

特に取り組んでいない 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
 

90.7% 
91.8% 

90.3% 

30.2% 
38.8% 

26.5% 

16.0% 
22.4% 

13.3% 

6.8% 
6.1% 
7.1% 

5.6% 
10.2% 

3.5% 

6.8% 
4.1% 

 
 

その他 

8.0% 

17.3% 
22.4% 

15.0% 

全体(n=162) 

製造業(n=49) 

非製造業(n=113) 

現状（n=164） 
1.8% 

3.7% 9.8% 3.7% 

今後（n=161） 5.0% 1.2% 

60歳定年を維持 61歳～64歳までの定年 65歳以上の定年 定年制廃止 その他 

23.6% 24.8% 45.3% 

81.1% 
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労働力人口の不足が続く中で、意欲ある高齢者は、労働市場を支える貴重な人

材である。企業は、元気で働きたい人が働ける環境を積極的に整備しなければな

らない。具体的には、定年年齢を一律に定めるのではなく、本人の能力、希望に基

づき退職時期を選択する仕組みや、個人が働く時間および役割を選び、  それらに応

じて処遇する仕組みの構築等が必要である。 

さらに、定年制廃止、高齢者の継続雇用および能力開発のあり方、健康確保 措置

等も引き続き検討すべき課題である。 

 
３．国がすべきこと：雇用の流動化、高齢者の就労促進に向けた制度改革、 リカ

レント教育の実施 

現行の退職金税制は、ひとつの企業に長く務めた場合に有利であり18、雇用の  流

動化の阻害要因の一つとなっている。また、労働力不足の中で、働く意欲の  ある高

齢者の更なる労働参加が求められているが、在職老齢年金による年金減  額制度は高

齢者の就労を抑制するものとなっている。 

そこで、雇用流動化や高齢者の就労を促進するためには、退職金優遇税制の  見

直し、ならびに在職老齢年金制度による年金減額制度の廃止19や年金受給開始  年齢

の選択における上限撤廃も必要である。 

また、働く人々がキャリア・アップしながら成熟分野から成長分野へと移動  し

ていくためには、リカレント教育の拡充が不可欠である。その財源としては、 

2018 年度予算で４兆 9,380 億円20の積立金残高がある労働保険特別会計の活用

が考えられる。 

 

 
 

18 わが国では退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものである

ことなどから、退職所得控除や他の所得と分離した課税などにより、税負担が軽くなるよう

配慮されている。しかし、退職金を前払いで受け取った場合、給与所得として課税処理され

るため、こうしたメリットが享受できない。また、現行の退職金税制では、退職所得控除は

勤続期間が 20 年を超えると控除額が大幅に増加する仕組みになっている（国税庁 

ＨＰより）。 
19 経済同友会『「働き方改革」に関する主要論点に係る意見』（2017 年２月 22 日）および経

済同友会『未来への希望を拓く税制改革～４つの視点からのアプローチ～』（2016 年 10 

月３日）においても、在職老齢年金制度による年金減額制度の廃止を主張している。 
20 厚生労働省「職業安定分科会雇用保険部会（第 128 回）」資料３（2018 年 12 月 21 日） 

による。 
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Ⅲ．提言２：戦略的な外国人材受入れの開かれた仕組みづくり 

 
 

2018 年 12 月に「出入国管理及び難民認定法及び法務省の一部を改正する法律

案」が成立し、「新たな在留資格」が創設されることは、原則、高度人材に  限定

していた外国人就労における政策転換の第一歩である。しかし、外国人  受入れ

に関する基本的考え、枠組みについて、十分な検討、国民的議論がな  されたと

は言い難い。したがって、今般の法改正により導入される「新たな  在留資格」

については、当面はパイロット的な位置付けで運用し、その効果  の検証も踏ま

えて、制度設計について包括的見直しも含めた検討を行うこと  が不可欠であ

る。 

 
１．「新たな在留資格」制度の運用を円滑にする仕組み 

今般の法改正による「新たな在留資格」は、あくまでも労働力不足への喫緊  の

対応策として導入すべきである。以下では、本制度の円滑な運用に向けて、  政

府が早期に取り組むべきことを提言する。 

 
（１）客観性、透明性のある受入れ業種の選定 

（課題） 

 受入れ業種の決定において、客観的な検討が充分に行われる、透明性のあ  

るプロセスが確立していない。 

（提言） 

○受入れ業種については、有効求人倍率等の指標に加え、女性や高齢者の活用、 

ＩＴによる省力化への取り組みなどを定量的に確認すべきである。 

○ ただし、中小企業や第一次産業の中には、生産性向上のためのＩＴ投資の余  力

がない企業等もある。こうした企業等が多い業種では、一律の指標による  生産

性向上の確認は難しいと考えられることから、当初は定性的な判断に基 づく受

入れ業種の決定もやむを得ない。 

○人手不足の業種において、労働市場テスト21により国内で必要な労働力が確保 
 

21 労働市場テストとは、一定期間求人を出して国内労働者により充足されないことを確認す

るなど、労働市場の状況を踏まえて外国人の就労を許可する制度。ドイツ、フランス、 
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できないことが確認できた場合には、外国人材の受入れを認める仕組みを導 入す

べきである。 

 
（２）クォータ（割当）制の導入 

（課題） 

 「新たな在留資格」の枠組みでは、分野別の受入れ人数の上限が提示され  

ているが、根拠が不明確であり、また、国別の受入れ上限人数も明らかに  

なっていない。 

（提言） 

○ 労働需給の分析に基づいて、クォータ（割当）制により、外国人材の送り出  

し国と業種、地域ごとの受入れ人数を毎年決定し、その範囲内で外国人材の 受

入れを行うべきである。 

 
（３）日本語能力要件の変更―業務に必要なレベルを確認する仕組みの構築 

（課題） 

 日本語を海外で体系的に学ぶことは難しく、入国審査時に高い日本語能力  

要件を設定することにより、実際の業務において必要な外国人材との間に  

ミスマッチが生じる可能性がある。 

 現行の日本語能力試験（JLPT）は、日本で学ぶ留学生向けの内容で、年２  

回実施されており、外国人労働者に必要な日本語能力の測定に適している  

とは言い難い。 

（提言） 

○入国審査時には日本語能力要件を高く設定せず、在留資格取得後の日本語能  

力向上の支援策を充実させ、一定期間後にレベルチェックする仕組みを設け る

ことが必要である。その受験費用は受入れ企業が負担すべきである。 

○政府が「新たな在留資格」導入に合わせて今春創設を目指す新たな日本語試  

験では、業務で求められる日本語能力をみる問題作成、実施頻度の増加が必 

 

イギリス、アメリカ、カナダ、韓国などで導入されている（外国人労働者政策有識者会合

外国人労働者政策に関する提言（最終報告）『より適正で包括的な外国人労働者政策の実現

を』（2018 年 7 月 23 日））。 
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要である。 

 
 

（４）登録支援機関に対する許可制の適用 

（課題） 

 登録支援機関の要件が不明確である22。技能実習の監理団体がそのまま登録 支

援機関に移行する余地も残されている。 

（提言） 

○登録支援機関の具体的役割や、登録支援機関として締結が必要な契約（外国  

人材との契約や受入れ機関との契約）を明確化すべきである。 

○登録支援機関については、許可制にするなど法務省による審査の仕組みを構  

築するとともに、支援機関の間で支援の質を高め合う環境を整備するべきで あ

る。 

 
（５）業種・職種横断的な転職が可能な仕組みの整備 

（課題） 

 最長５年の就労期間の間に受入れ業種や企業の雇用状況が変化する恐れが  

ある。 

 転職支援業務は受入れ機関もしくは登録支援機関の役割となる見込みだが、  

転職支援のノウハウをこうした主体が必ずしも有しているとは限らない。 

（提言） 

○ 雇用者側に雇用契約違反等があった際はもちろんのこと、企業の事業組換え  等

により、雇用状況に変化があった際にも、業種横断的な転職や同一企業内  で違

う職種に移動することができる仕組みが必要である。ただし、転職回数 の上限

について、例えば３回程度と定めることとする23。 

○ 転職のあっせんに関しては、当事者が関与するのではなく、中立的立場で公 
 

22 「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」（2018 年 12 月 25 日）では、

特定技能所属機関又は登録支援機関が実施主体となり、１号特定技能外国人支援を行うと

し、具体的な支援の内容としては、外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実

施、生活のための日本語習得の支援等９項目が挙げられている。 
23 韓国の雇用許可制度では転職は就業期間３年間で原則３回、再雇用期間中（１年 10 カ

月）には２回まで認められている（佐野孝治「韓国の「雇用許可制」にみる日本へのイン

プリケーション」『日本政策金融公庫論集』第 36 号、2017 年 8 月、Ｐ81）。 
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正な判断が可能な機関が担当すべきである。民間の参入も可能とするが、不  正

が行われないよう許可制にするなどの監理監督の体制整備が必要である。 

○ なお、転職のあっせんをはじめ、制度運用にあたっては、雇用環境の整備、  職

業の安定・人材の育成を管轄する厚生労働省の関与を一層強めることが必 要で

ある。 

 
（６）入国審査体制の強化 

（課題） 

 「新たな在留資格」創設により増加する外国人材の入国審査への対応が必  

要である。 

（提言） 

○ 在留資格認定の書類審査業務の増加に備え、入国審査官を大幅に増加すべき

である。加えて、ＩＴ活用等により日本人の審査を中心に審査方法を効率化・  高

度化すべきである。 

 
２．「新たな在留資格」制度の実効性を高めるために必要な仕組み 

政府は、「新たな在留資格」制度の運用と並行して、外国人材受入れについて  の

長期的ビジョン、基本的考えを明確にし、わが国の生産性向上と持続的成長  に資す

る戦略的な受入れ政策を立案・実行すべきである。「新たな在留資格」に  ついては、

こうした視点から制度の実効性を高めるべく、諸外国の先行事例に  も学び、包括

的に見直すことが必要である。 

 
（１）外国人材受入れ政策を統括する組織の創設と実効性ある監理の仕組み、  

法の整備 

（課題） 

○ 外国人材受入れにあたっては、入国管理にとどまらず、転職のあっせんや多  

文化共生も含めた包括的な政策が求められるが、法改正を受けて発足する出 入

国在留管理庁による対応には限界がある。 
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（提言） 

○ 外国人材の円滑な受入れには、一連のプロセスにおける国の直接関与、およ  

び実効性ある監理の仕組みが不可欠である。具体的には、外国人材の送り出  

し国と二国間協定を締結したうえで、送り出し国でのリクルーティングから  

受入れ、受入機関における労働基準法等の法令遵守の徹底、在留期間中に転  

職する場合の対応、帰国支援等の業務を国（政府）が直接行うべきである。 

〇円滑な受入れには、上記のような幅広い政策、実務を統括する機能を有した、  省庁

横断的な組織の創設が必要である。 

○ また、こうした体制整備や外国人材の保護、および社会統合政策の推進にあ た

っては、外国人材受入れに係る総合的な法律の整備が必要である。 

 
【参考】韓国では、外国人労働者の選考、入国、監理、帰国支援までの全プロ

セスを公共機関が行う政府主導型システムを構築している。送り出し国でも、  二

国間協定に基づき外国人労働者の選考等を公共機関が担い、外国人材受入れ

に係るプロセスの透明化と不正の減少につながっている。二国間協定は２ 年

ごとに更新され、送り出し国に問題がある場合は受入れが停止される24。 

 
（２）外国人材受入れの可否を検討する専門的機関の創設と労働市場テストの  

実施 

（課題） 

 現状では、外国人材を受け入れる業種や規模について、客観的分析とそれ  

を踏まえた決定が行われていない。 

（提言） 

○ 英国の「移民諮問委員会（Migration Advisory Committee（MAC））」25のよう 

 

24 本提言Ｐ17、脚注 23 参照。 
25 英国の移民諮問委員会（MAC）は、研究者によって構成されている（大学教員５名、公

的機関（技能関連）の研究者１名）。労働力調査や賃金統計などの統計データを元に、労働

力不足が生じている職種や、受入れを認めるべき職務レベル・給与水準などを検討する。

併せて、外国人労働者の受入れによる国内労働市場への影響などの検討も行う（労働政策

研究・研修機構『諸外国における外国人材受入制度―非高度人材の位置づけ――イギリス、ドイ

ツ、フランス、アメリカ、韓国、台湾、シンガポール―』資料シリーズ No.207、2018 年９

月 14 日、Ｐ24）。 



20  

 

な外国人材受入れの可否について検討する専門的機関の設置が必要である。 

○ まずは専門的機関による分析を踏まえ労働市場テストを実施すべきである。  そ

の結果に基づき、外国人材受入れ政策を統括する省庁横断的な組織におい  て、

受け入れる業種・地域、クォータ（割当）を決定すべきである。その際  に、

将来の産業構造や技術革新、地域経済の状況も勘案することが必要であ る。 

 
（３）技能実習制度と独立した制度運用 

（課題） 

 「新たな在留資格」は、技能実習制度を前提とした枠組みであり、創設当  

初の外国人材の相当数は、技能実習制度から移行する見込みである26。しか  し、

技能実習制度の目的は、海外からの実習生が日本で培った技能を母国  に持

ち帰り、開発途上地域の発展に寄与することであり、労働力不足への  対応

策として創設される「新たな在留資格」とは目的が異なる。また、技  能実

習制度では、先述の通り運用面で多くの問題があるが、解決には至っ  てい

ない。 

（提言） 

○ 「新たな在留資格」と技能実習制度の本来の目的を踏まえ、両制度は接続さ せ

ず、それぞれ独立した制度として運用すべきである。 

○ 技能実習制度については、実習のニーズの状況を踏まえ、廃止も視野に入れ た

制度の見直しが必要である。 

 
（４）社会保障協定の締結促進 

（課題） 

 社会保障協定が未締結の国からの外国人材は、出身国と日本の両方の年金  

保険料を支払うことになり（二重払い）、負担となる。 

（提言） 

○ 外国人材の年金の二重払いを防ぐために、二国間協定の締結国を増やしてい 
 

26 技能実習制度から「新たな在留資格」へ移行する外国人材比率は初年度で 55～59％、 

導入から５年間で約 45％になると見込まれている（2018 年 11 月 22 日付毎日新聞朝刊参照）。 
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くことが求められる。また、企業や外国人材が年金保険料の未払いをしない よう

に、監理監督の強化が必要である。 

 
（５）雇用許可制の導入（受入れ企業・事業主に対するポイント制の導入）27

 

（課題） 

 外国人材の受入れを適切に行い、日本を外国人材から選ばれる国にしてい  

くには、受け入れる企業や第一次産業の事業主の管理も不可欠である。技  

能実習制度においては、安価な労働力として外国人材を活用しようとする  

企業等が低賃金かつ長時間労働を強いるケースがあり、外国人材の失踪に  

繋がっている。 

（提言） 

○ 外国人材に日本人と同等以上の給与を支払い、適正な労働環境を用意し、人  材

開発費用も投じることができる優良な企業や事業主のみが、外国人材の受 入れ

ができるように、受入れ企業等は許可制とすべきである。 

○ 受入れ許可について判断するために、受入れ企業等に対するポイント制（加  

減点評価）を導入すべきである。ポイントの対象とする項目は、外国人労働  

力の必要度、財務状況、居住環境の充実度、ハラスメントの有無等とする。  ポ

イント数が低く、外国人材への待遇改善が見られない企業等には、雇用許 可の

取り消しも行うこととする。 

 
３．外国人材との共生社会の実現に向けた取り組み 

世界的な人材獲得競争の中で、外国人材に選ばれる国となるためには、  

社会統合政策の拡充も重要である。外国人材が地域に参画し、住民ととも  

に共生していく社会をつくるためには、地方自治体等への政策的支援の強  

化が不可欠である。 

 

 

 

 
27 韓国の一般雇用許可制における外国人労働者点数配分制を参考とした。韓国では、事業

所の労働力不足の程度、模範的な外国人雇用指標等を点数化し、点数順に優先的に外国人

労働者を配分するようにしている（参考文献；本提言Ｐ19、脚注 25 参照）。 
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（１）家族帯同と社会統合政策の充実 

（課題） 

 「新たな在留資格」では、「特定技能１号」の在留期間５年の間は、家族の 帯同

は基本的に認められていない。 

 欧米諸国を中心に、１年以上滞在する外国人材に家族帯同を認めないこと  

は例外的である。本会調査でも家族帯同を認めないことに対して、反対の  

意見が多数表明されている28。 

（提言） 

○ 一定の就労期間後には、配偶者、子弟に限り、家族帯同が可能となるような 枠

組みを設けるべきである。 

○ 家族を含めて労働者の生活を安定させることは、結果的に企業の生産性向上  に

もつながる。外国人材が長期にわたる企業への貢献と地域社会への参画が 可能

な受入れ制度を目指すべきである。 

○ 社会統合政策の充実の一環として、日本語習得のため日本語教員等の増強が  必

要である。加えて、子弟を含め、外国人材が日本の歴史や文化を学べる機  会を

提供する必要がある。特に外国人材およびその配偶者に対する日本語習  得支援

については、受入れ企業も相応の負担を負うべきである。例えば、自 治体と連

携した、多文化共生に取り組む NPO やボランティア支援のための基金創設、

社員による日本語教育のボランティア支援等が考えられる。 

 
（２）地方自治体への支援の強化 

（課題） 

 外国人材の生活環境の整備では、地方自治体が担う事務事業に関わる施策  

が多いと考えられるが、現状では、外国人に必要な支援・行政サービスに  

関する指針を国が明確にしていない。また、自治体における財源確保も充  

分とは言い難い。 

（提言） 

○外国人向けの学校教育、住宅支援、行政サービスの推進、企業または登録支 
 
 

28 『ダイバーシティと働き方に関するアンケート調査結果』より。詳細はＰ44-45 を参照。 
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援機関が担う生活オリエンテーションや日本語習得支援等では、まずは国が ガイ

ドラインを示し、自治体と連携すべきである。 

○ 外国人への支援・行政サービスにかかる予算については、多文化共生政策の  範

囲内であれば、使途の制限を設けない財源を、在住外国人数と自治体予算 を勘

案して国から自治体に対して配分すべきである。 

 
（３）外国人子弟への教育 

（課題） 

 外国人が集住する地域の中には、外国人の増加と併せて、住民の多国籍化  

が進んでいる事例がある。外国人の増加とともにその子弟も増加している  

が、子弟には法的には就学義務がなく、不就学者が存在する。さらに、母  

国語も日本語も十分身に付かない子ども（ダブルリミテッド）が増え、学  

習活動に支障が生じている。しかし、地方自治体の予算が不足しており、  

十分な支援ができていない29。こうした問題は、身分による在留資格が認め  ら

れている日系人の間でも生じている。 

（提言） 

○外国人子弟に対する就学義務についても検討すべきである。 

○ 日本語教員の資格要件を緩和し、教員数の増加を図ったうえで、外国人児童  生

徒に対する教員配置の拡充を行う30。教員配置数に関しては最低限必要な水  準を

国が示したうえで、各自治体の事情に応じて配置ができるよう自治体の 裁量に

委ねることが望ましい。 

 
４．留学生（学士レベル以上）の活用に向けた取り組み 

（課題） 

 留学生の約６割が日本で就職を希望しているが、実際に卒業後、就職して 
 

29 外国人労働者問題関係省庁連絡会議公表データ（本提言Ｐ７参照）によれば、外国人の子

どもの教育の充実に関する 2017 年度予算は 2.5 億円にとどまっている。 
30 既に義務標準法改正により、2017 年度からの 10 年間で外国人児童生徒等に対する日本

語指導充実のための教員配置（日本語指導を行う児童生徒 18 人に対し 1 人の割合）がなさ

れている。しかしながら、その要件として日本語指導担当教員（教員免許を有する教員） 

及び指導補助者により、年間 10 単位時間以上の授業を教えることが求められており、教員

が不足している現場では要件を満たすことが難しい。 



24  

いるのは３、４割程度にとどまる31。その要因として、現行の在留資格制度 

では卒業した教育機関での専攻と在留資格の間に厳密な関連性を求められ、  

在留資格認定のハードルが高いことが挙げられる。また、留学生が希望す 

る職種と実際に採用される職種のミスマッチも生じている32。 

（提言） 

○ 日本文化を理解し、高い日本語能力を備える留学生活用はわが国にとって非

常に重要である。したがって、わが国の４年制大学の卒業資格がある場合は、専

攻と在留資格との関連性を問わず、広く日本企業での就職を可能とすべく、  在留

資格要件を緩和すべきである33。 

○ 企業においては、留学生が日本で就職し、国内事業所や現地法人で長く活躍  で

きるよう、彼らが能力を活かして成長できる環境整備、キャリアパスの提 示、

公正な処遇を行うべきである。 

 
５．外国人材の受入れにおいて経営者が果たすべき責務 

（課題） 

 一部の経営者や企業には、外国人を安価な労働力として活用する意識が残  り、

「新たな在留資格」により働く外国人材に対し適切な処遇や労働環境の 整備を怠

ることが懸念される。 

（提言） 

○ 外国人材の確保には然るべきコストが伴い、これを担うことは企業、経営者  の

責務である。外国人材に対する処遇は日本人と同等以上とし、家族帯同を  希望

する者には、その扶養にかかる生計費を賄うために十分な賃金を支払う べきで

ある。 

○ 受入れ企業は、コンプライアンスの徹底はもちろん、外国人材が定着するよ  う、

能力・スキル向上のための経営資源の投入や、自治体と連携した生活環 境の整

備に取り組むべきである。 

 

31 日本学生支援機構「平成 27 年度私費外国人留学生生活実態調査」および「平成 28 年度外

国人留学生進路状況調査」による。 
32 経済産業省「外国人留学生の就職及び定着状況に関する調査」（2015 年３月）による。 
33 政府は今春より新たな資格を創設、もしくは様々な活動を法務大臣が独自に定める在留資

格「特定活動」で留学生の就職条件を緩和する見込みとされている。 
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○ 企業の生産性向上、持続的成長の実現に向けて、外国人材への企業理念や経  営

ビジョンの浸透、ならびに外国人材の能力・スキルの発揮、活躍推進に戦 略的

に取り組まなければならない。 

 
おわりに 

 
 

多様な人材の活躍を促すことは、企業、ひいてはわが国の成長の鍵である。  女

性、高齢者等の活躍をさらに推進するとともに、重要な戦力として外国人 

材を迎え、活用し、日本の競争力強化へとつなげていくべきである。一方、今  後

は、技術革新により生産年齢人口の減少に対応した省力化や生産性向上が進  み、

定型的業務を中心にＡＩ、ロボット等に代替される職種は増加すると考え  られる。

こうした技術革新の影響や景気変動時における対応も踏まえて、女性、  高齢者、外

国人など多様な人材が活躍できる労働市場のあり方を議論すること  が必要であ

る。 

 
「新たな在留資格」制度の導入は、社会にこれまでにない変化をもたらすと  考

えられ、政府が果たすべき責任は重い。同時に、企業も責任を持って変化に  対応

する覚悟を持たなければならない。本制度を契機に、多様な国籍、文化を  持つ外

国人と共に働き、学び、暮らし、互いの違いを越えて支え合う、ダイバ  ーシテ

ィに富み、インクルーシブな社会への転換を図ることが求められる。 

そのためには、外国人も含めた同一労働同一賃金の実現や、労働法改革のみ  な

らず、これまでの日本型雇用を補完してきた税、社会保障等の諸制度を包括  的に

改革していくことが必要である。また、企業においても、ダイバーシティ  を競争

力へ昇華させていく人事処遇制度の改革を加速すべきである。さらに、  働く個人

も「就社」意識から脱し、自律的にキャリアを切り拓いていくことが  必要であ

る。 
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参考資料１：職能給・職務給・役割給の主な特徴とメリット、デメリット 
 特徴 メリット デメリット 

職能給 ・「労働者の職務を遂行す

る能力」を基準にして定め

られる賃金。「人」基準の

賃金。長期雇用を前提。 

・「職能資格制度」により社

員を格付けし、格付けに

応じて賃金を支給。 

・柔軟な配置転換による

キャリア形成が可能 

（配置転換をしても賃

金に影響が及ばな 

い）。 

・保有能力を高めようと

する動機づけにより、

社員の能力開発を促 

進する。 

・平均年齢の上昇等に

より人件費がかさむ

傾向。 

・人材の流動化が起こ

りにくい（内部⇔外 

部）。 

職務給 ・「労働者の担当する職務 

（仕事）」を基準にして定め

られる賃金。「職務（仕 

事）」基準の賃金。 

・企業内のあらゆる職務に

ついて、「職務分析」を行

い、次いでそれぞれの職務

について「職務評価」を行う

ことにより、職務とその範

囲、必要とされる能力を規

定した「職務記述書を作成

する。職務の価値に応じて

賃金額が定められ 

る。 

・職務内容と求められる

能力が明確なため、外

部労働市場から人材を

採用しやすい。 

・賃金が低下するような

職務への配置転換が

難しくなり、組織の硬

直化を招きやすい。 

・職務給の基となる職

務分析、職務記述書

の作成が大きな負 

担。 

・定められた職務内容

を超えた柔軟な分担、

自発的な補完が期待

しにくい。 

役割給 ・「労働者の担う職務に対す

る期待役割」を基準にして

定められる賃金。 

・職務に要求される役割責

任・職責・権限のレベルの

高さ、大きさにより役割ラ

ンクを設定し、従業員を格

付け（役割等級制度）、そ

の役割ランクにより、役割

給を決定する。日本版の 

「職務（仕事）」基準の人事 

処遇制度。 

・仕事に応じた処遇を確

保しつつ、職務主義に

内在する硬直性を排除 

（非管理職にも適用

可）。 

・職務給に比して賃金

処遇の決定根拠が曖

昧。 

出典：厚生労働省「第４回 同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」資料（2016 年 5 月 

24 日）を基に経済同友会にて作成 
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