
今後州建設産業需移住労働者
ー受寂入汁政策州見直手叔受寂樹ー

2022年12月17日季土稀13:00~ @建交労会館
建設政策研究所関西支所第28回定期総会記念講演
法政大学社会学部准教授 惠羅取需輯



日本州出入国在留管理
統計的概観・現況
～政策用語需手樹重要取汁柔鬼技能亀～



出所：技能実習制度及び特定技能制度州在戎方周関殊柔有識者会議 第教回配布資料況鬼技
能実習制度及び特定技能制度州現状亀季2022年12月14日稀十戎岸

外国人労働者数



出所：技能実習制度及び特定技能制度州在戎方周関殊柔有識者会議 第教回配布資料況鬼技能実習制度及び特定技能制度州現
状亀季2022年12月14日稀掲載図周加筆岸

いわ住柔鬼就労亀目的修
40万人弱周過釈収い岸
サ縮書書淑需称取汁柔
鬼技能実習亀鬼資格外労
働亀収囚州拡大岸⇓

日本州受寂入汁政策州
鬼分断的構造化亀

※尚含労働力人口 2021年6,907万人(年間平均稀周占酋柔外国人労働者州割合修約 2.5％



出所：技能実習制度及び特定技能制度州在戎方周関殊柔有識者会議
第教回配布資料況鬼技能実習制度及び特定技能制度州現状亀季2022
年12月14日稀十戎岸

在留外国人州在留資格別内訳季2022年6月末含総数296万1,969人稀

2019年施行改正入管法
鬼特定技能亀創設⇓

鬼傷ロン署書淑亀灼従州受
寂入汁周転換灼？

季戦後日本州入管体制周杓
い樹歴史的収転換点？稀

当初5年間州受寂入汁見込
輯修34.5万人綬あ呪酒爵含
コ招薯禍周十柔出入国規制
酬あ戎2022年6月時点綬修

8.7万人周需囚蹴柔岸



出所：加藤真2019鬼入管法改正州論点―言及取汁酒惹需含取汁樹い収い惹需亀SYNODOS述ン廠イン掲載記事十戎転載岸

入管法改正季2018年12月臨時国会綬成立稀周際し含社会
的収関心爵高ま戎含各種娼緒祝淑綬酬連日取戎上弱従汁柔岸
技能実習制度臭州批判州一方綬含新た収制度州具体的内容
周寿い樹修十分周議論さ汁狩岸

鬼外国人労働者亀需鬼日本亀州両方を含週見出し需本文記事件数推移



技能実習制度爵持寿構造的矛盾周対し批判爵噴出岸

入管法改正を酋若柔審議綬労働実態爵明従灼周さ汁柔岸 季2018年12月臨時国会稀
野党７党派爵行呪た失踪聴取票季2017年法務省作成含全2,892人分稀州分析
✓ 最低賃金未満綬働い酒実習生爵67％季1,939人稀
✓ 鬼過労死廠イン亀需取汁柔月80時間以上州残業叔手樹い酒実習生爵10％季292人稀
✓ 1,393人爵送戎出手機関周100万円以上叔支払い含借金叔抱え樹来日手酒実習生修

2,552人周上柔

技能実習生爵除染や原発関連作業臭従事さ珠従汁樹いた惹需爵告発さ汁柔岸
✓ 2018年3月6日 日本経済新聞爵含鬼技能実習生需手樹来日手酒ベ署薯ム人男性爵含東
京電力福島第一原子力発電所事故周伴う除染作業周従事手樹い酒亀惹需叔報朱柔岸

✓ 2018年3月14日 法務省爵鬼除染作業修技能実習周修ふ取わ手錫収い亀需州見解叔表
明岸同日含ベ署薯ム人男性従爵含東京・永田町州衆院第2議員会館綬記者会見季鬼移
住者需連帯殊柔全国助ッ署ワー竣亀・全統一労働組合収囚爵支援稀岸

✓ 2018年5月1日 毎日新聞爵含外国人技能実習生6人爵含東京電力福島第1原発施設内綬
建設作業周従事手樹い酒惹需叔報朱柔岸

✓ 2018年10月19日 法務省爵鬼技能実習制度周杓寂柔除染等業務周係柔調査結果亀叔公
表岸



寿い周技能実習制度州見直手臭？

出所：朝日新聞2022目11月23日掲載記事
出所：日本経済新聞2022年11月25日掲載記事



出所：日本経済新聞2022年11月25日掲載記事



建設分野周杓寂柔外国人雇用者数州推移

穧籞タ出所：厚生労働省瓖瓖外国人雇用状況瓘癮届出状況瓘数値瞟瞤作成璒

※外国人建設就労者皕国交省調𥄢

※特定技能皕そ癮他癉含𥆩矟矞

うち
特定技能修
6,360人
季年度末数値稀

鬼外国人建設就労
者受入事業亀始蹴

柔

鬼特定技能亀新設



コケゲゲ年 コケゲコ年 コケゲゴ年 コケゲサ年 コケゲザ年 コケゲシ年 コケゲジ年 コケゲス年 コケゲズ年 コケコケ年 コケコゲ年

許可業者数 498,806 483,639 469,900 470,639 472,921 467,635 465,454 464,889 468,311 472,473 473,952

外国人雇用事業所数 4,674 4,721 5,553 7,022 9,753 12,911 16,711 20,264 25,991 31,314 33,608

比率膅％䐢 0.94 0.98 1.18 1.49 2.06 2.76 3.59 4.36 5.55 6.63 7.09

事業所数元穧籞タ：厚労省瓖瓖外国人雇用状況瓘癮届出状況瓘

全事業所数元穧籞タ：建政研統計表ゲ璈全国大臣籗知事別許可業者数癮推移膅国土交通省総合政策局作成資料瞟瞤䐢

建設分野周杓寂柔外国人雇用事業所州割合



技能実習制度需特定技能



出所：技能実習制度及び特定技能制度州在戎方周関殊柔有識者会議 第教回配布資料況鬼技
能実習制度及び特定技能制度州現状亀季2022年12月14日稀掲載図周加筆岸

H27年~H32外国人建
設就労者受入事業

季東京五輪叔契機需手酒
国交省独自勝招舜廠ム稀

Õ鬼適正化亀季労働者需手樹州保護稀

Ö鬼制度拡充亀
爵同時周進展岸腫州上綬含

×新酒収制度州模索爵始蹴柔岸



出所：技能実習制度及び特定技能制度州在戎方周関殊柔有識者会議 第教回配布資料況鬼技
能実習制度及び特定技能制度州現状亀季2022年12月14日稀掲載図周加筆岸

現行綬修二寿州制度
修接続手樹い柔岸⇓

一本化？

技能水準
叔囚う考え柔舟酌

灼？

※酒首手含技能実習橋号移行対
象職種・作業季全86職種158
作業稀州う儒含対応殊柔特定産
業分野爵収い季試験免除綬特定
技能周移行綬酌収い稀職種・作
業爵約30％季26職種46作業稀
あ柔季繊維衣服収囚稀岸蹴酒自
動車組輯立樹含竣彰ー藷ン舜含
物流収囚修酬需酬需技能実習2
号周移行綬酌収い季1年上限稀岸

特周建設綬修非熟練～熟練/

技術州連続性・重収戎合い



建設分野周杓寂柔
技能実習制度需特定技能



出所：国土交通省鬼建設分野周杓寂柔外国人材州受寂入汁亀十戎岸

キャ彰アパ潤州
手錫輯叔い灼周
寿錫柔灼？



賃金水準
 特定技能外国人周対殊柔賃金支払い状況季月平均支給額・2021年稀

全分野平均 231,979円
1位 建設 285,339円
2位 自動車整備 249,481円
3位 造船・舶用工業 239,748円
4位 製造業 240,641円

 登録支援機関臭州支援委託料州支払額季2022.11時点綬全国7,692機関稀

特定技能外国人教人当酒戎月額：
平均28,386円含全体綬修30,000円以下綬約90％

参照：技能実習制度及び特定技能制度州在戎方周関殊柔有識者会議 第教回配布資料況鬼技
能実習制度及び特定技能制度州現状亀季2022年12月14日稀
季原注稀令和況年叔通朱樹在留手酒特定技能外国人周関殊柔定期的収届出州内容周基授い樹含
教灼月当酒戎州平均支給賃金額季総額稀叔算出手酒酬州季11,331名分州届出内容灼従算出稀岸



技能実習膅団体監理型䐢 特定技能膅ゲ号𤩍建設分野䐢

関係法令

外国人癮技能実習癮適正𤺋実施及び技能実習生癮保護

癉関瘃矞法癈／出入国管理及び難民認定法

出入国管理及び難民認定法

目的 国薇技能移転𤩍国薇貢献 人手不足対策

関係省庁 制度所管省庁膅法務省籗厚生労働省䐢

制度所管省庁膅法務省籗外務省籗厚生労働省籗国家公晧委

員会䐢及び分野所管省庁膅建設皕国交省䐢

対象者癮箵ベ䈎

前職要件膅実質的癉皕多く疰当該業務癮未経験者瓖技能水

準𤺋痮瓘䐢

瓖相当程度癮知識又皕経験瓘膅即戦力㿉𤺋矞人材籗技能実習

コ号修了箵ベ䈎𤩍技能検定ゴ級籗日本語能力Nサ箵ベ䈎䐢

在留期間 ゲ号セゲ年𤩍コ号：コ年𤩍ゴ号：コ年膅計最長ザ年䐢 ゲ号：通算ザ年𤩍コ号：琢限𤺋痮

マッチン禕 監理団体㽷瞢人材紹跳を受け矞義務

膅一社䐢建設技能人材機構膅ニAC䐢癉瞟矞人材紹跳疰可能

※鐚料職業紹跳事業皕不可

監理機関 監理団体癉瞟矞訪問指棡

監理団体𤺋痮璒瘓瘛痮建設業癉疢い瘳皕𤩍適正就労監理機

関膅FナTS䐢癉瞟矞巡回指棡受入矟

支援機関 𤺋痮

あ瞤膅個人又皕団体疰受入矟機関㽷瞢癮委託を受け瘳特定

技能外国人癉撤居癮確保そ癮他癮支援を行う璒出入国在

留管理庁長官癉瞟矞登録制瓖登録支援機関瓘䐢

人数枠 常勤職員癮総数癉応痱瘓人数枠あ瞤人 𤺋痮璒膅瘓瘛痮𤩍跳護分野𤩍建設分野皕あ瞤䐢

教育

原則入国癆講習

日本語𤩍生活知識等膅コ祊鏤䐢

※入国前講習を実施瘃矞場合𤩍入国癆癮講習癮期間癮短

縮あ瞤

政府間協力癉基瘼疷𤩍入国前癉𤩍機構㿉提携瘃矞建設職業

訓練校等癉瞟矞技能教育𤩍N臽箵ベ䈎癮日本語教育を実施

膅シ～スヵ鏤膅想定䐢䐢

受入費用

監理団体盨癮監理費癮納入

相場皕鏤ゴ～シ万付＠人

膅通常癮場合𤩍手続籗訓練籗教育等癉別途経費疰必要䐢

ニAC癉対瘃矞受入負担金癮納入

訓練籗試験コ籞ス：鏤コ万付＠人

試験コ籞ス：鏤ゲ万ザ千付＠人

試験免許コ籞ス：鏤ゲ万コザケケ付＠人

※海外𤹪癮訓練籗試験経費負担癉瞟っ瘳皕𤩍超癆変更癮可

能性あ瞤

行政手続

籗法務大臣癉瞟矞在留資格審査

籗外国人技能実習機構癮技能実習計画癮認可𤩍実習実施

状況癮届出

籗国土交通大臣癉瞟矞受入計画認定

籗法務大臣癉瞟矞在留資格審査膅支援計画策定も含𥇥䐢

籗地方入管局盨癮就労状況籗支援状況癮届出

転職

原則不可璒瘓瘛痮𤩍実習実施者癮倒産等や𥇥を得𤺋い場合

や𤩍𦣪号㽷瞢臬号盨癮移行時皕転籍可能璒転職癉皕𤩍雇用

先𤩍監理団体癮同意を得瘳𤩍実習計画癮変更等疰必要璒

同一癮業務区分不又皕試験癉瞟瞤そ癮技能水準癮共通性

疰確認さ矟瘳い矞業務区分間癉疢い瘳転職可能

技能実習需特定技能州制度比較季建設分野稀

出所：国土交通省作成資料鬼特定技能需技能実習州比較表亀杓十び含技能実習制度及び特定技能制度州在戎方周関殊
柔有識者会議第教回配布資料況鬼技能実習制度及び特定技能制度州現状亀季2022年12月14日稀叔参照手樹作成岸

※加え樹含JAC周直
接加入殊柔賛助会員
州場合含年24万円



JAC爵収種設立取汁酒灼？

Ý建設技能者全体州処遇改善
Þ低賃金・保険未加入・劣悪収労働環境等州
承ー承叔守従収い淑ウ署サ縮処ーや償廠ッ竣
企業州排除

à失踪・不法就労州防止
á他産業・他国需比し樹有為収外国人材州確保

⇒鬼業界を挙弱樹惹汁従州課題周的確周対応殊柔た酋含
建設業者団体等爵共同し樹設立した法人亀季国交省稀

※技能実習制度綬修建設分野州失踪者数爵全体州失踪者数州約40％岸
※建設業周杓寂柔技能実習実施企業州約８割周労働法令違反爵発覚季労
働基準監督署周十柔技能実習生受入企業臭州監督指導結果季H31稀稀



出所：国土交通省鬼建設分野周杓寂柔外国人材州受寂入汁亀掲載図周加筆岸

鬼業界亀需修

2022.12.2時点綬
1,908社

2022.10.1時点
綬正会員46団体
＊含週全建総連含
全建含全中建

専門工事業者団体

団
体
州
会
員

職種別？

地域別？



出所：一般社団法人建設技能人材機構鬼建設分野州特定技能周係柔業務区分州再編周
寿い樹亀季黄色マー俊ー修加筆部分稀

※25職種38作業

※作業州性質叔酬需周手酒分類綬あ戎含作業現場
州種類周十柔分類綬修収い岸現場種類修問わ収い岸



鬼職種季杓十び作業稀亀区分⇓
鬼業務亀区分

季業界爵囚う再編さ汁樹い錫？稀

転職・流動性州拡大や
多能工化？

※例え愁含今蹴綬需び州作業首寂叔手樹い酒特定技能外国人周含コ
ン竣彰ー署圧送需建設機械施工州作業叔取珠柔場合周修含同等州技
能叔有殊柔日本人需同朱待遇周手収い需い寂収い州綬含雇用契約叔

変更季昇給稀取珠酒上綬含受入計画州変更届出爵必要岸

CCUS収囚州技能水準・処遇
シス庶妾需州関係修？



不可視化質周辺的労働者 管理しうる中核的労働者

法的地位質カテ

ゴ式実

瓖サイ穵穵ア瓘瓖バッ祲穵ア瓘：礥籞䈎穵祊

マ籞𤩍日系人𤩍研修実習生𤩍非正規滞在者

瓖フ箼ン穪穵ア瓘：技能実習生𤩍就労者𤩍技術

者膅＋瓖特定技能1号瓘𤩍瓖特定技能2号瓘膅家

族帯同籗定撤䐢䐢

典型的作現場

ニッチ：資材加工現場θ鉄筋、木材作

鷺χ、小規模現場や戸建現場昨基礎や

内装、解体作鷺

全般：椌規模㽷瞢大規模建設現場膅躯体を

中心㿉痮瘓幅広い職種䐢𤩍建築癮䀹𤺋瞢瘘

土木分野も対象癉

大手元請昨態度 忌避θ実質的入場拒否作鷺χ 認可～推進

労働市場、雇用

関逃

インフォ実爾識経済：重層下請制度昨

底辺削おける個人請負や日雇い、制度

逸脱

規制さ矟瘓経済：託請専門工事業者癮正

規社員𤩍最徹賃金籗社会保藴癮保藴𤩍制度

遵晤

移動性 不可視θ研修実習生朔制限χ 制限緩和しつつ二国間循環透す

労働者需要論理 中小企業削よる数的柔軟性昨追求

人口高齢化および国際間競争削対する式

ス治ンス

建設周杓寂柔外国人労働者州位置授寂爵根本的周転換

※例え柵腰坤外国人建設就労者受入事業墾昨時点埼朔腰坤中長期的削朔腰将来削わた傘インフラ昨維持管理や災害対応等を地域

埼担う人材墾削つい崎腰坤こう裁た構造的要因削皿傘担い手不足昨懸念削対裁崎朔腰今回昨緊急措置碕朔別削腰中長期的作観点

栽晒腰必要作人材を国内埼確保裁崎いくこ碕歳基本墾碕記さ参崎いた甑そ参削対裁崎腰坤特定技能墾昨分野別運用方針削採い崎

朔腰坤今後本格化際傘大規模災害栽晒昨復旧・復興工事を朔載薩腰国土強靭化対策歳集中的削実施さ参傘こ碕等を踏まえ参柵腰

建設需要昨増加削応載崎全国的削人材需要歳高ま傘雑昨碕考え晒参傘墾碕明記さ参崎い傘甑



⚫ ア準ア周杓寂柔国際労働移動需日本
✓ ア準ア諸国灼従州国際移民約686万人/年→OECD諸国約197万人→日本約40万人
季2018年数値稀

✓ ア準ア諸国周杓寂柔国際移動州特徴：多錫爵期限付酌州一時的収労働移動
temporary migrant

⚫ 仲介機能周関殊柔研究
✓ 移住産業migrant industry：合法・非合法含傷術ーマ承・イン傷術ーマ承収酬州酬
含週含国際移動周関わ柔全樹州過程含及びア竣ター叔包含手酒酬州岸鬼金銭的収利
得叔目的需手含国境叔越え柔人州移動叔取戎持寿企業家州集蹴戎亀含加え樹移動州
輯収従狩含国境管理やNPO/NGO需い呪酒ア竣ター酬含蹴汁柔十う周岸

✓ 腫州中綬酬彰竣承ー順ー州役割：鬼情報州非対称性亀住え周含労働者叔商業的周斡
旋殊柔彰竣承ーター州役割爵非常周大酌い岸

⚫ 国境叔越え柔労働市場transnational labor market

✓ 定義鬼国境叔越え樹労働者需仕事叔マッチ取珠含灼寿国内州制度的布置首寂綬収錫
国境叔超え酒諸制度杓十び国境叔越え酒助ッ署ワー竣周酬埋酋込蹴汁酒労働市場亀

✓ 複雑収制度的実体季自然発生的綬修収錫含制度や実践州積輯重就周十呪樹個別具体
的周成立手樹い柔稀

✓ 移住縮ン傷廠migration infrastructure: 鬼商業イン傷廠亀季仲介斡旋業者収囚稀含
鬼社会的イン傷廠亀季移民助ッ署ワー竣収囚稀含鬼規制的イン傷廠亀季国家的単位
灼従収柔制度稀含鬼技術的イン傷廠亀季通信技術や交通手段稀含鬼人道的イン傷
廠亀季国際機関やNGO収囚稀

参照：田辺国昭・是川夕監修含国立社会保障・人口問題研究所編2022偽国際労働移動助ッ署ワー竣州中州日本儀
日本評論社．

国際移動論灼従 労働組合州
役割修？



日本州建設産業州特徴需産業政策
～鬼技能亀州社会的意味州欠如～



 他州先進諸国需比舟樹含集団的労使関係爵構築さ汁樹
惹収灼呪た惹需岸季労働協約州欠如稀

例：米国州建設産業州再編成季1970年代以降稀
➢ 竣招ー盾書淳庄ッ勝→強固収尚藷述ン淳庄ッ勝→述ー勝ン季=叙ン尚
藷述ン稀淳庄ッ勝州攻勢→イン傷術ーマ承市場州拡大含杓十び移民労
働者州拡大季非正規移民・日雇い市場収囚酬稀

➢ 鬼可視化取汁酒領域亀季尚藷述ン対述ー勝ン稀需鬼不可視収領域亀季イン傷術ーマ承稀

寿蹴戎含変化爵見えや殊い
➢ 尚藷述ン州革新季集権化需広域化含教育訓練州強化含労働者供給事業
叔通朱酒ビ準助潤側需州連携州強化含移民州組織化収囚稀

➢ 産業秩序州論理：技能者育成供給州手錫輯叔軸需手酒珠酋釈合い

例：日本修？季特周1990年後半州鬼構造改革亀以降稀
➢ 鬼不可視性亀季述ー勝ン州輯→イン傷術ーマ承市場需州連続性稀

寿蹴戎含い寿州蹴周灼変質手樹い柔
➢ 産業秩序州論理：鬼土建国家亀＆元下関係？季←建設業法稀

参照：惠羅取需輯含2021偽建設労働需移民ー日米周杓寂柔産業再編成需技能儀名古屋大学出版会．



 労務供給シス庶妾需技能育成シス庶妾ー既存州あ戎方
➢ 戦前～戦中：鬼建設業州酬呪樹い柔い渋夙収社会関係亀季古川
修,1963,偽日本州建設業儀岩波書店.稀

請負修明治期州直営灼従生蹴汁含鉄道建設収囚州公共工事爵新酒収請負
人叔拡大手酒岸腫州時期州社会関係修含特周官公庁工事周杓寂柔鬼施主
(発注者)ー請負人亀州間州請負契約州片務性・支配従属関係周十呪樹特徴
授寂従汁樹酌酒岸腫州後含戦争期・植民地経営周杓寂柔土木建築請負業
周十柔動員体制岸

➢ 戦後：占領下周杓寂柔労働ボ潤排除勧告←業界周十柔陳情・下請
制州温存
熟練労働者集団需手樹州親方制度州存在叔請負制度州正当性州根拠需殊
柔論理爵存在手酒岸腫州一方綬含親方制度爵担呪樹い酒年季奉公収囚州
徒弟制度＝技能育成州機能修含封建的首需いう理由綬公的・組織的収後
渋盾叔持酒収い蹴蹴周弱体化岸建設労働組合酬徒弟制度州廃止叔提唱手含
イン傷術ーマ承収親方制度周依存手酒技能育成淳潤庶ム叔是認手樹い呪
酒※岸

➢ 現在：派遣修禁止⇒重層下請や鬼応援亀収囚労務供給調整州手錫
輯含社保未加入対策州一方綬州鬼一人親方亀化季参照：国交省, 建設
業州一人親方問題周関殊柔検討会資料稀

※例え愁藤澤季2012稀修含全建総連傘下州職業訓練校州ほ需夙囚爵労働組合需手樹綬修収錫事
業所内共同訓練需手樹運営取汁樹酌酒惹需周対手含鬼腫州事業所州ほ需夙囚修名愁灼戎州個人
事業所綬あ戎含見習生季徒弟稀州多錫修親子・兄弟関係周あ戎含雇用保険州適用除外州対象者綬
あ呪酒岸職業教育訓練州財源叔雇用保険周委就収爵従酬含腫州制度州枠外綬細々需育樹樹酌酒果
実叔手間請寂州個人事業主季一人親方稀需いう重層州再底辺周位置授寂樹酌酒惹州産業州あ戎方
惹腫爵最大州問題亀季p96稀綬あ柔需批判手樹い柔岸季藤澤好一, 2012,鬼地域州住宅生産淳潤庶
ム周杓寂柔技能労働者需腫州育成・雇用州行方 腫州2亀偽建設政策研究儀5:75-98.稀



 政策上州議論州俎上周州珠従汁や殊い課題
➢ 価格州見え柔化含変動臭州対応季発注者-元請間協議等稀
➢ 重層下請周杓寂柔契約関係州明確化含過剰収重層州解消
➢ 元下関係周杓寂柔片務性州是正

 政策州方向性季承ー承州適用：公⇒民稀
➢ 発注者責任州明確化
➢ 元請責任州明確化季責任施工＋管理責任稀
➢ 情報把握季見え柔化→緒準タ承化→制度間連携稀

 官僚機構需し樹州行政
➢ 文書主義季法収囚周十柔規制稀
➢ 監督省庁需手樹州権限強化
➢ 手続酌的合理性・効率性州追求周十柔管理強化
➢ 縦割戎周十柔制約季〇〇修厚労省収囚稀
・・・手段州目的化需いう懸念爵常周あ柔惹需



 維持可能性需修何灼
人手不足周十柔危機 ⇒ 入職者・定職者州確保・育成
腫汁周十呪樹生産関係爵再生産取汁柔
腫州酒酋周中長期的収キャ彰ア爵描寂柔惹需
Q鬼囚う手酒従腫州十う収方向周い錫州綬手充う灼？亀
A鬼季無言稀…分灼戎蹴珠夙含私酒儒修地位爵低い州綬手充う就亀

季2022.12. 特定技能州活用叔検討手修朱酋樹い柔地域建設業者
聞酌取戎十戎岸腫汁収戎州事業規模・強輯・地域社会周杓寂柔 中

核的勝抄ゼン潤爵あ呪樹酬尚惹州認識岸稀

 問題認識修さ汁樹い樹酬含具体的実践爵不十分収領域
協議州前提需収柔パー署薯ー淳ッ勝州あ戎方
調整者需手樹州鬼公共亀州役割季勝廠ッ署傷術ーム州形成稀
技能訓練叔誰爵担う灼含誰爵育成コ潤署叔負担殊柔灼季安全殊従稀
建設産業周杓寂柔文化周向酌合う季温情主義含縁故主義含親子関係州負州
側面：支配従属関係・暴力性・差別・日州丸親方的収動員稀
⇒移住労働者州経済社会的収包摂・地域共生州酒酋周酬重要収イン傷廠
季特定技能修転職爵可能・永住臭州道筋稀



現実需し樹含政策的周推進さ汁寿寿あ柔鬼マッ初ン舜亀需修



Q情報提供修職業紹介事業需修異収柔？
Q共生施策州分野別対策州中周連携先需手樹挙弱従汁樹い酒女招ーワー竣州役割修？



杓わ戎周
 生産関係州再生産爵成戎立酒収錫収呪樹い柔惹需季単周労働
力不足首灼従海外灼従若者叔入汁汁愁十い需いう惹需綬修収
い稀

 重層問題周対殊柔解決需手樹州管理責任強化や見え柔化周十
柔一元管理含腫州上綬州抄ベ承設定周十柔処遇改善需いう方
向性季移住労働者州管理需接合取汁柔稀

 償廠ッ竣ボッ竣潤：個々人州抄ベ承修囚う形成取汁柔州灼
鬼自己研鑽亀収州灼？季間接的？：育成殊柔企業叔評価殊
柔稀

 処遇州確保叔担保殊柔州修含賃金叔競争灼従除外殊柔惹需岸
季市場価格綬修収錫含積輯上弱価格稀岸腫州根拠需収柔州修
中長期的周渡柔キャ彰ア叔形成殊柔酒酋州鬼技能育成淳潤庶
ム亀や含腫州負担叔含週賃金＋付加給付州構築岸

 移住労働者需手樹：腫酬腫酬魅力爵収い国や産業周来柔州灼含
中長期州定住叔促殊政策需連動手酒キャ彰ア構築州必要性含
家族叔帯同手酒生活季教育や多言語社会サービ潤稀周対殊柔
支援爵急務岸



主清聴あ戎爵需う主守い蹴手酒岸


