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日商による「専門的・技術的分野の

外国人材受け入れに関する意見」

わかりました。

◆中小企業の人手不足の現状と外国人材受け

◆日商の提言
そこで日商は、現行の出入国管理制度では
そこで日商は、現行の出入国管理制度では

入れのニーズ
日本における労働人口の減少は年々加速し、

認められていない、一定の専門性・技能を有す

日本商工会議所（以下、日商）が 2018 年３月に

る外国人材を「中間技能人材（仮称）」と定義し、

実施した調査では、「人手不足」と回答した企業

新たな在留資格を創設したうえで、積極的に受

の割合が４年連続で上昇し、
の割合が４年連続で上昇し、66.7
66.7％に達してい
％に達してい

け入れていくことを要望する意見書を取りまとめ

ます。こうした背景のもと、外国人材に対する期

ました。以下、簡単にまとめます。

待と関心がこれまでになく高まっています。2017
待と関心がこれまでになく高まっています。 2017

○「中間技能人材」の創設にあたっては、原則、

年 10 月末現在、外国人労働者を雇用している

人手不足の業種・分野であることを受け入れ

事業所数は約 19 万事業所、外国人労働者数は

の基本的な条件とし、期間は他の在留資格と

約 128 万人で、近年、右肩上がりの状況が続い

同様に５年を上限に更新可とすべき

ています。

○「中間技能人材」の受け入れ業種・分野を判
断する際には、①業種・分野ごとの人手不足
の状況に基づき、受け入れの可否
の状況に基づき、受け入れの可否および総量
および総量

◆現行の出入国管理制度
現行の出入国管理制度は 1952 年の入管法

を検討する、②業種・分野ごとの人手不足を

整備以降、受け入れる外国人材は「専門的・技
整備以降、受け入れる外国人材は「専門的 ・技

測る指標には有効求人倍率や失業率等を用

術的分野の外国人」を原則としていて、限定的

いる、③有効求人倍率が１倍を超える期間が

な受け入れとなっています。単純労働者とは異

続いているなど、人手不足が一過性ではなく

なる一定の専門性・技能を有する外国人材で

一定期間続いており、かつ、将来的に改善す

あっても、「専門的・技術的分野」の要件に合致

る見込みが希薄であること、の３点を基本的

しなければ在留資格が付与されず、就労するこ

な考え方とすべき

とができません。日商の調査によると、中小企業

○「中間技能人材」は、政府が設定した業種・分

が求める外国人材は「一定の技術を有した専門

野ごとに求められる専門性・技能を有し、かつ

職層」 や「即戦力となるようなミドル人材」が多く、

専門性・技能を裏付ける要件として、
専門性・技能を裏付ける要件として、(1)
(1)母国

また、人手不足に苦慮する各業界・企業から、

における５年程度の実務経験および高卒以上

一定の専門性・技能を有する外国人材の受け

の学歴を有している者、(2)
の学歴を有している者、 (2)技能実習修了者、
技能実習修了者、
1

(3)わが国の国家資格等取得者のいずれかに

業能力低下でも報酬を維持した」が最も多く６割

該当する者とすべき

以上となっており、本人の会社に対するそれまで

その他、在留管理の在り方、外国人材および

の貢献を考慮している会社が多くなっています。

企業に対する支援体制、「中間技能人材」以外

一方で、症状の進行状況によっては合意退職も

の外国人材の受け入れ等についても提言をまと

行われているようです。

めています。
【日本商工会議所～「専門的・技術的分野の外

◆対応の検討が必要

国人材受け入れに関する意見」について】

最近では、障害者雇用については認知度が

https://www.jcci.or.jp/recommend/2018/042

高まっているようですが、それは身体障害に偏っ

6110527.html

ているようです。若年性認知症の人の多くは精
神障害者保健福祉手帳を取得していることから、
身体以外の障害についても一層の理解が求め

若年性認知症への会社の対応は
準備していますか？

られるとともに、会社としての適切な対応につい
ても理解を深めることが必要でしょう。
若年性認知症は早期発見・早期治療が重要
とされています。貴重な人材に力を発揮し続けて

◆若年性認知症に関する調査
65 歳未満で発症した認知症を「若年性認知

もらうためにも、受診勧奨、休職・復職、職務変

症」と呼びます。有名なアルツハイマー型だけで

更に関する規定の整備や相談先に関する情報

はなく、脳血管の障害や頭部外傷によっても発

提供など、該当する従業員が現れた場合に会社

症したり、その原因は多様です。働き盛りの現役

が適切な対応を取れるよう、検討しておく必要が

世代が認知症を発症すると、仕事に影響を及ぼ

あるでしょう。

し、会社を辞めることになった場合には、経済的
困難に直面し、生活設計が崩れるなど大きな影

若手社員の「飲み会嫌い」は本当か？
～平成・昭和生まれ意識調査より

響があります。
若年性認知症について、企業と団体を対象に
実施したアンケート調査（認知症介護研究・研修
大府センター；2017 年）の結果から、次のような

◆「平成生まれ」と「昭和生まれ」の意識調査

ことが明らかになりました。

ソニー生命保険株式会社が、平成生まれ（20
歳～28 歳）と昭和生まれ（52 歳～59 歳）を対象
にアンケートを行い、『平成生まれ・昭和生まれ

◆発見の経緯は職場での受診勧奨が最多
会社が若年性認知症の人を把握した経緯とし

の生活意識調査』として公表しました。同調査か

て「会社からの受診勧奨」が最も多くなっていま

ら、それぞれの有職者に対して仕事にまつわる

す（約５割）。その他は、「本人からの相談・申告」 質問を取り上げます。
が約４割、「家族からの相談・申告」が約１割と
なっています。企業等 に勤めている人では、家

◆「仕事に対する考え方」の傾向

庭よりも職場での気づきが重要なようです。

理想的な仕事は「給料が高い仕事」と「やりが
いがある仕事」のどちらかという質問に対し、平
成生まれは「給料が高い仕事」の方が 56.7％と

◆会社としての対応状況
会社の対応としては、約６割で「他の業務・作

多く、昭和生まれは「やりがいがある仕事」の方

業に変更した」としており、配置転換による就労

が 61.8％と多い結果となりました。

継 続 を図 っています。次 いで、「労 働 時 間 の短

また、残業が多い人は「頑張っている人だと思

縮・時間外労働削減」、「管理職業務からの変更」 う」か「仕事ができない人だと思う」か、という質
が行われています。報酬・雇用については、「作

問では、「頑張っている人だと思う」が平成生ま
2

れで 60.1％、昭和生まれで 52.5％となりました。

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

同調査は「働き方改革を掲げ、業務効率改善や

月以降に採用した労働者がいる場合＞

残業時間削減の方針を打ち出す企業は増加し

［公共職業安定所］

ていますが、平成生まれには、“残業が多い＝

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前

頑張っている”と考える人が多いようです」として

月以降に一括有期事業を開始している場合

います。

＞
［労働基準監督署］
○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

◆「飲み会」への考え方
勤務先でのイベントは「積極的に参加したい」

［郵便局または銀行］

か「プライベートを大切にしたい」か、という質問
では、平成生まれの 61.5%、昭和生まれの

7月1日

71.3%が「プライベートを大切にしたい」と回答し

○ 個 人 の道 府 県 民 税 ・市 町 村 民 税 の納 付 ＜

ており、昭和生まれのほうがより多い結果となり

第 1 期分＞［郵便局または銀行］

ました。

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

同調査はこの結果を、若手はいわゆる“飲み

行］

ニュケーション”に消極的などといわれることがあ

○ 健 康 保険 印紙 受 払等 報告 書 の提 出［年 金

りますが、必ずしもそうではないようだ、と総括し

事務所］

ています。

○ 労働保険 印 紙保険料 納 付・納付計 器使用

シチズン時計が昨年行った「社会人 1 年目の

状況報告書の提出［公共職業安定所］

仕事と時間意識」でも、「実際にあった飲み会の

○ 外 国 人雇 用状 況 報告（雇 用 保険 の被 保 険

頻度」が「理想の飲み会の頻度」より少ないとい

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日

う結果となり、同社も「職場のコミュニケーション

＞［公共職業安定所］

機会として『もう少し誘って欲しい』と考えている
新入社員もいる」と、さきほどの調査と同様の結

雇入時及び毎年一回

論となっています。

○ 健康診断個人票［事業場］

俗に「５月病・６月病」などともいわれるように、
入社・新年度からしばらく経ち、新しい環境に適

編集後記

応できず思い悩んでしまう若手が増える時期で
す。気になる社員をみかけたら、あまり気負うよ
うなことなく、お酒の席へなどへ誘ってみてはい

６月になりました。季節は梅雨の到来。

かがでしょうか

とかくの公園で紫陽花を見つけたのは５月の下
旬だったと思います。
今年は季節が早く訪れると聞いていましたが、

6 月の税務と労務の手続提出期限
［提出先・納付先］

本当に早いと感じました。
こんな季節の散歩には鎌倉が合う様な…。
シトシトの雨の中でも紫陽花と木々の緑が

1日

気 分 をリフレッシュしてくれる。そんな気 がしま

○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月 10

す。

日まで＞［労働基準監督署］
10 日
○ 源 泉 徴収 税額 ・住 民税特 別 徴収 税額 の納
付［郵便局または銀行］
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