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解 題

坪 田 邦 夫

日本の農業問題といえば、零細分散農地に起因する低生産性、食料安全保障

とコメ需給問題、農産物輸入問題の３つが長らく関心の中心であり、農業団体

も政府もこの３つの問題解決に努力を傾注してきた。そこでは、労働力に比し

て農地が足りない、日本の農と食はコメが支える、脅威は外からくる、という

暗黙の前提があった。しかし、近年状況が全く変わった。耕作放棄地は年々増

え、コメ消費の減少も止まらず、そして気が付くと、農業労働力の不足が日本

農業の存続を内側から脅かし始めている。政府が特定技能資格という名のもと

に農業分野でも外国人「労働者」の受入れに踏み切ったのはそうした危機感か

らであろう。

ただ、農業分野の外国人受入は今に始まったことではない。20年前から研修

生として受入れが始まっており、10年前からは技能実習生という名前に変わっ

て徐々に増えた。この数年は年間３～４千人の増加ペースで増え、2019年には

４万人弱の外国人が技能実習生を中心に農業労働者として働いていると推定さ

れる。これは我が国の20～39歳代の農業常雇い人数の半数に匹敵する。特定技

能資格での外国人農業労働者受け入れは、向こう５年間で36,500人と見込まれ

ている。一見朗報に聞こえるが、制度は複雑で、様々な業者が登録支援機関あ

るいは派遣業者として名乗りを上げており、今後の展開はなかなか見通せない。

現場の農家や農協などからは不安の声も聞こえる。

今回講演をいただいた西山氏は大学卒業後、農業生産額日本一の愛知県田原

市で露地野菜を主にした生産を40年近く続けて来られた方であり、現在は地域

の前向きな農家で作る農業懇話会という会の代表を務めておられる。田原市で

は20年近く前から外国人研修生の受け入れが始まり、現在では800人を超す技

能実習生が働いているが、西山氏も少し遅れて10年前から中国人技能実習生を

受け入れを始められた。講演録を読んでいただければわかるが、西山農園の歴

史は、我が国の農業と外国人受け入れの歴史をそのまま凝縮したものになって

いるといっていい。氏は「西山農園のあゆみ」として、就農後、母親の病気を
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きっかけに家族労働力不足に直面して、周りからの臨時雇用と機械化などで乗

り切ろうとしたが、周りも高齢化して臨時雇用も確保がむつかしくなり、中国

人実習生の受入れに動いたこと、それにより経営の拡大が可能になり、日本人

も含む雇用労力を中心とした経営に切り替えたこと、最近は雇用労働力の有効

活用の点から切り干し大根の加工販売にも乗り出したことなどを紹介されてい

る。ここからは我が国農村が次第に人手不足になりつつあり、その中で導入し

た外国人技能実習生が経営拡大のきっかけになったこと、またその結果として

農業の形態が変わってきたことなど、興味深い点が見て取れる。また外国人実

習生についても中国人実習生から始まり、「我が家の2015年危機」をきっかけ

にカンボジア、フィリピンなどからの実習生も入れてリスク分散を図ったこと、

日本語教育の後押しやお祭り・旅行への同伴など、コミュニケーションにも力

を入れていること、間もなく２号実習を終了する実習生について、現在特定技

能への切り替え準備を進めているなど、やはり我が国の外国人農業労働者受入

れの縮図ともいうべき側面を伺うことができる。

ただ、氏の講演が素晴らしいのは、こうした個人的体験にとどまらず、外国

人農業受け入れ制度やその運用実態を熟知し、冷静な分析の下に行動するとと

もに、周りの仲間や行政に対し様々な提言も行っておられることである。実務

面では、外国人労働力一辺倒にならず、日本人パートや高齢退職者と組み合わ

せてリスク分散を図っておられることや民間と農協という異なる監理機関の良

い点を理解して使い分けておられることなどがその例である。政策提言面では、

最低賃金が県内1本でなく都会と地方を分けること、技能実習機構や入管の手

続きを合理的な範囲で簡素化すること、実習生の寮の改築費用の経費への算入

を柔軟にすることなどを提言されている。

また、氏は大学では理系がご専門であったが、社会経済研究者の目から見て

も、我が家の「危機」が、中国人実習生個人の資質の変化の問題だけでなく円

安による収入の目減りにあることをデータで説明されたことや、外国人労働者

を雇うことが決して安くはないことを詳細なコスト分析で示されたことなど、

我々にも勉強になる材料がたくさん盛り込まれていることは驚きであった。

特定技能農業外国人の受け入れをめぐってなお試行錯誤が続いている。関係

者にはこの西山氏の講演録を是非一読していただきたい。
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司会（田家） 日本農業研究所の第２回講演会に御出席いただきましてあり

がとうございます。

本日の講演者、西山直司さんは、静岡大学を卒業後、渥美半島にある田原市

で実家の農業を継がれ、以降35年間にわたり、今日まで、露地野菜を中心に経

営されておられます。

承継後、規模拡大され、現在は、スイカ、大根など、延べ10haまで栽培され

ております。スイカは「匠」という商標で販売する一方、近年、加工販売にも

力を入れ、大根は加工して、切り干し大根として出荷されるということで、６

次産業化もされております。

田原市は、市町村別農業生産額日本一の自治体です。菊、鉢物などの施設園

芸や畜産を中心に、比較的規模が大きい農家が集まっている地域で、西山さん

は、そういう農家の有志でつくられている田原農業懇話会の会長を４年前から

務めておられます。

外国人労働に関しましては、本年４月から、特定技能に基づく新たな入国管

理制度がスタートしました。

田原市は、外国人農業実習生が900人近く働いている地域で、西山さん御自

身も、10年前から延べ20人近い外国人技能実習生を受け入れてこられた経験を

お持ちです。この問題につきましても、農業懇話会の役員、会長として、相談

に乗ったり、それを踏まえて、先頭に立って、国や県にも働きかけをしてこら

れています。

農業経営者の目線から、この外国人労働問題についてお話しいただけないか

とお願いしたところ、快くお引き受けいただきました。感謝を申し上げます。

恐らく、公開の場で、雇用者の声を直接お聞きできる機会は余りないと思いま

す。そういう意味で貴重な機会だと思います。

西山さんには１時間程度お話しいただき、その後の質疑を含め、全体として

２時間程度、予定させていただきます。質疑の冒頭は、恒例によりまして、本

日の解題者でございます、私ども日本農業研究所の研究員でございます坪田先

生にお願いし、その後、会場の皆様から御発言いただくことにいたします。

それでは、西山さん、よろしくお願いいたします。
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Ⅰ 講 演

西山 皆さん、初めまして、西山と申します。

今日は、講演ということですが、こういうことには不慣れですので、いろい

ろ不行き届きなところがあると思いますが、よろしくお願いします。

田原市の農業は、お手元の資料２頁にあるように、市町村別農業産出額でト

ータルで１位、花き１位、冬キャベツ収穫量１位です、ただ豚は今豚コレラで

とても困っています。

私の個人紹介は、田家理事長からございましたので省略いたします。子供は

３人いますが、上の娘２人はまだ学生です。

お話に出ました田原農業懇話会です（３頁）が、理念としては、組織活動、

相互の連帯感、親睦、また、みずから学び、次世代につながる農業の実現、次

世代の農業者への支援、地域への貢献ということを掲げております。農家の自

主的な運営でやっている会というのが一つの特徴です。また、地域への貢献や

ボランティア活動もやっています。そこで、５年目になるのですが、会長をさ

せていただいております。

最近、私の所にいるフィリピンからの技能実習生ラザード・ジョイスと、他

の会員のところにいる技能実習生３人の合計４人を連れて知事さんを表敬訪問

しました（４頁）。こんなに家庭的な雰囲気で、農業を楽しくやっていますよ、

円滑な技能実習制度の円滑な運用お願いしますとお伝えしました。

うちの農園のあらましを紹介します。５頁は、10年ほど前に雑誌に載ったも

のです。

６頁を見てください。ざっくりとした歩みです。就農してからの問題は、労

働力不足でした。特に、母が50代でがんで亡くなり闘病生活があったので、人

手を補うため雇用労力や機械を入れていかないといけなくなりました。その頃

までは、日雇いの人たちというのですか、漁業の傍ら応援に来てくれる人がい

たのですが、高齢化で続かなくなって、そういう形でなく、短期のパートさん

にお願いするようになりました。そのうちパートさんも次第に同じパートでも
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周年で使ってくださいという話になり、そのため作物の変更や作業の変更をし

ていきました。ただ、日本人のパートも辞めて抜けた後すぐには確保できない

というようないろいろな問題に直面し、その当時から、赤羽根町や渥美町のほ

うでは、まだ技能実習生ではなくて、研修生だったのですが、中国人が随分増

えていたということもありまして、我が家でも中国人をお願いしようというこ

とになりました。そうすると、今度、技能実習生が周年で仕事ができるような

経営をしていかなければいけない、雇用労力に合った商品開発もしていこうと

いうことになったという流れで来たわけです。

７頁には、外国人を含めた雇用労力をどのようなルートで受け入れ、そのた

めの受入れ体制上のどのように工夫してきたかを整理しています。

最初のころは、口コミで募集していたのですが、シルバー人材も頼んだり、

新聞の折り込みもしました。この折り込みに関しては、うちのほうだと割と安

くて、１枠２万円ぐらいでできるのですね。これで募集したのですが、一番多

いときには、１回募集すると十何人、応募が来て、頑張って１日で面接したり

したのですが、定年退職後の男性が多かったです。

その後、中国人の研修生になって、周年雇用体制で、作業量も当然平準化し

ていかなければいけない。これは後ほど述べますが、我が家の2015年問題とい

うのがありまして、そこでネット募集ということになって、日本人の若者をお

願いするということで、これは本当にたまたまだと思うのですが、１人運よく

得られ、今でも定着してくれています。

外国人は、中国人の研修生中心だった段階から、今は多国籍の技能実習生と

いう形になっています。ネット募集は、もともと２名募集したのですが、冬場

限定の募集だったものですから、今は１人です。シルバーの人も、１人は随分

やってくれたのですが、亡くなってしまいました。８頁の下段にあるように、

今こんな形の人数で頑張っています。

外国人技能実習生の受入れについて先ほどの2015年問題というのがあると言

いました。８頁の資料を見てください。真ん中で分かれているのですが、2009

年から、これだけの数の実習生を受け入れていたわけです。楊芬、朱小闖が始

まりで、なかでも王楠という子は、中国の日本語学校を卒業して来たのですが、

とても優秀な実習生でした。
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最後に２人女性をひきうけたわけですが、技能実習生は、来ると１ヵ月、座

学をやるのです。その当時は農協の実習生だったものですから、家から通って、

その会場まで送り迎えしているのですが、それを１ヵ月やって、終わった時点

で、そのうちの一人が妊娠していますということになりまして妊娠発覚。では、

どうするかという話で、本人は、また戻ってきますということで中国に帰りま

した。１ヵ月後に戻ってきたら、２人の男の人が訪ねてきまして、「泊まりに

行ってもいいですか」と言うので、「ちょっと勘弁して。明日の朝、来てね」

と言ったら彼女は夜中にいなくなってしまった。「これはどうするんだ？ 大

変だよ、ちょっと行方不明だけど」ということで、監理会社の人と連絡をとっ

てみると、どうも名古屋に彼氏がいるらしいということだったのですが、旦那

は中国にいるのですね。「困ったな」ということで、どこにいるか、はっきり

させなければいけない。彼氏と思われる人は、先輩の中国人と一緒にうちを訪

ねてきていたのですね。最終的には、彼氏と思われる人は寮にいて連絡がつい

たのですが、彼女はそこにはおらず迎えにきた先輩と一緒にホテルに泊まって

いるとのこと。これは目が点になるような話で、「さすがにこれはお帰りいた

だくしかないね」ということになって帰国。そのようなこともありました。

時間の制約もありますので、この後、しばらく、資料の写真を紹介していき

ます。

９頁は、ＪＡの受入式ですが、年に３回、１回に70人、この地域にすごい数

が入ってきました。10頁は４人目が帰るころの写真です。このころもまだ何ら

問題なかったのですが、最初の頃に比べて、段々と何かちょっと雰囲気が変わ

ってきたなという感じを受けていました。2015年５月頃、中国人の技能実習生

がさきほど述べたようなこともあって色々な事情から途中帰国し、いなくなり、

さあ､大変だということになりました。これが、2015年危機です。

11頁は、2015年危機から１年後です。この時点では、日本人の男性の従業員

がネット募集できてくれることになった。これに、カンボジア人が２人、中国

人が１人という形で、この写真は多分、「なばなの里」のイルミネーションを

泊まりで見にいっていたときのものです。

次の12頁は、2017年で地元の盆踊りです。お祭りには必ず連れて行くことに

していました。日本に来ると、必ず１枚ずつ浴衣を買って、盆踊りのたびに着

－ 60 －



- 5 -

て、３年終わると帰るわけですが、日本のお土産として、その浴衣を持って帰

ります。初詣にも大晦日のカウントダウンとともに行く。その１つには、外国

人に日本を見てもらうというのもあるのですが、地元の人に慣れてもらうのが

一番だろうということで、行くと必ず長老さんがこの神社のところにいるもの

ですから、いつもこの子たちは声をかけてもらって、割と理解をしていただい

ているという感じですね。

18年の１月にテレビの取材がありまして、これは西田ひかるです（13頁）。

私たちから見るとすぐわかりますが、外国人や若い人が見ると、うちの息子で

もそうですが、「誰？」という感じで、余りにみんなが無関心なので、うちの

お母さんが慌てて色紙を持って、サインをもらいに行ったという話があります。

また18年にはうれしいこともありました。かつて技能実習生の３人目に来て

いた王楠という子が、帰国後蘇州にある日本料理店の店長をやっていましたが、

今度、オーナーが中国で日本食の高級割烹店を開くので、おまえ、店長だから、

研修に行けということで日本に来ていて、その途中、うちに寄ってくれたので

す。「王ちゃんのいるお店に僕らが行こうか」と言ったら、「お父さん、いい

です。私、行きます」ということで来てくれました。後でお店を調べたら１人

２万円でした。１人２万円のお店に研修に来ていたので、行かなくてよかった

かなと思います（笑）。

この子は、日本にいる間に日本語検定２級を取りまして、中国に帰って、今

で言うＮ１に合格しました。日本語は完全に流暢です。日本で研修して、日本

に関係する仕事をしていることは、とてもうれしいことだと思います。

さて、外国人労働の田原市の特徴です。14頁を見て下さい。圧倒的に女性比

率が高い。これはほかの農業地帯にないことなのですが、この理由としては、

野菜もありますが、施設花卉など、手先の仕事が多かったこと。それから、う

ちでもそうですが、もともとパートとして女性が幅広く活躍されていた。

更に、結構重要だったのは、導入当初、その中心になった方々が、コミュニ

ティでのあつれきを心配して、女性を選択した。若い女の子なら、外国人でも

そんなに警戒されないだろうと。結果的に、これが大きなあつれきを生まなか

ったということはあります。

もう一つの特徴は、ＪＡが監理団体として、かなりの数を受け入れたという

－ 61 －



- 6 -

ことがあります。これがほかの地域と若干違うのかなと。ＪＡ愛知みなみは経

済事業中心で、農家の意向を結構重点的に考える農協だったことがあります。

結果的に、ＪＡが監理団体になったことで、農家さんが最初に技能実習生を入

れるのに、顔見知りの農協の職員にお願いできるということで、初期、割とハ

ードルが低かったということも関係します。

加えて、ＪＡの場合は、監理費が非常に安かったとか、農家の状況が逐一わ

かるということで監理が比較的容易であるというメリットもあったのですが、

逆に、農協としては、受入農家が組合員であるため、問題があっても、「勧告」

というのですか改善指導がしにくいというデメリットがあります。

今、農協も自己改革を進める取組みが求められています。これは、農家のた

めの農協という意味であり、この点から見て、外国人労働への取組みは大変誇

っていい事業だと私は思うのですけれども、ＪＡ愛知みなみとしても、この事

業をやっていますと誇れる雰囲気でもなくなってしまっている空気感はありま

す。でも、私は、本当は誇るべきだと思います。更に、問題としては、監理事

業は、赤字事業で、人手が回らないという現象を起こして、担当者がなかなか

続かない。担当者が、ギブアップしてしまうということもよくあります。

15頁は、田原市全体のデータで、合併以降の2013年からしかないです。これ

で見ると、2013年の時点で既に800人近くいて、我が家の2015年問題（中国人

の減少による技能実習生の減少）は、我が家の問題だけではなかったという話

なのですね。2015年に急激に減って、最近また急激に伸びている。中国は一貫

して減っている。ベトナムはそこそこ増えているのですが、多分これは、全国

的な平均から見ると、とっくに中国を追い越していますが、そんなに多くない。

フィリピンはコンスタントにじわじわ増えている。タイも、多くはないですが、

少しずつ増えている。2017年、2018年で急激に数を伸ばしてきているのがイン

ドネシアとカンボジアという感じですね。

なぜベトナムがさほど伸びなかったかというと、2014年、2015年あたりで、

中国はあかんよねという話になったときに、では、どこを入れるかといったと

きに、ベトナムという話が全体的にはあったのですが、ちょうどこのころ、失

踪はベトナム人が非常に多くて、私たちの関係している監理団体などで、ベト

ナムはやめたほうがいいのではないかという話が結構あったので、こんな感じ
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になったのではないかなと想像しています。

16頁は、愛知みなみの技能実習生の在籍人数です。特徴的なのは、施設園芸

の比率が圧倒的に高いということです。在籍の75％が施設園芸で、この中でも

花卉がかなり多い。先ほど言いましたが、男性比率が極めて低いということで

す。全部で18人で、238分の18ですからね。次に、酪農、畑作野菜ということ

になります。

17頁はＪＡの受入れの推移です。上で我が家の2015年危機と言いましたが、

ＪＡでは2015年が多い。これは、基本的にはリカバリーです。みんな帰ってし

まったので、また次の人を入れたということです。フィリピンが15年から始ま

って、受け入れを徐々に増やしているという感じです。でも、中国もまだ結構

あります。これは、中国とフィリピンの事情について話すときにまた触れます。

途中帰国についてですが、ＪＡに問い合わせたところ、2015年ごろは１年以

内の帰国が２割近くもあり、２年目でもまだ帰るという状況だったそうです（1

8頁）。19頁は、私が関係しているある民間監理団体の国別の受入れの状況を

グラフに示したものです。やはり2014、15年頃全体数がグググッと落ちている

のですが、最近伸びてきたという感じです。この民間監理団体でも、中国は露

骨に激減という感じですね。かなり減っているという感じです。ベトナムがこ

こでちょっと増えたのですが、2014、15ぐらいで頭打ち、その後はベトナムは

控えたというのがはっきりわかります。タイは相変わらず少しずつ。カンボジ

アは増えています。インドネシアも急激に伸ばしています。特徴的なのは、ネ

パールはここで少し入ったけれども、もう一切いません。フィリピンは割と少

ない数ですが、コンスタントに来ているという感じですね。

20頁は、同じ民間監理団体の途中帰国者の割合の推移ですが、2010年は中国

のみでおよそ５％です。中国は、５、９、12、16、21、25、23、８、９％とい

うことで、やはり2015年に多く途中帰国していたということです。基本的に、

その時期にたくさん帰国した。2015年を中心に、結構いろいろなことが起きて

いたということがわかります。

これはなぜだろうということになったときに、21頁の為替レートを見てみる

と、2015年以前、2011年ぐらいまでは一貫して円高だったのです。これは対人

民元のレートですが、大体15円から16円でずっといって、どんどん円高になっ
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ていって、ピーク時は12円とかになっていたのです。ところが、第二次安倍内

閣で、ここから急激にアベノミクス、量的緩和、円安みたいな話になって、ピ

ークで１元＝20円ぐらいまで、円安が急速に進みました。これが2015年。

技能実習生の給料は、その間もずっと、日本円ベースでは伸びていたのです

が、ここの為替レートですっ飛んだという形になって、かなりの目減りがあっ

たという形です。このときに日本の主要な輸出産業は逆に息を吹き返したとい

う感じです。

22頁は、よく使われる図で、2015年ぐらいから、外国の賃金も急激に上がっ

ているという話です。

技能実習制度のイメージ(23頁)ですが、今、悪いイメージが多いと思うので

す。低賃金、長時間労働、劣悪な住環境、非人道的な扱い、失踪や事件、犯罪、

日本人の雇用が奪われる。この辺は余り言われていないかもしれませんが。最

低賃金で働く外国人のため、日本人の給与水準が抑えられる。こういうイメー

ジがあると思います。

低賃金ですが、最低賃金を下回る残業単価や未払いはほとんどないと言って

もいいです。これは今、当局の一番のチェック項目で、監理団体も、いろいろ

なところも、これはかなり厳しく調べていますので、最低賃金以下の残業単価

や未払いはまずないと思います。今、実習生も完全にネットに依存しています

ので、もしこういうことがあったら、すぐ世間に知られてしまうので、これは

ほとんどないと考えていだたいていいと思います。

次に、長時間労働ということで、この話はなかなか難しいところがあるので

すが、お金を貯めたい実習生自身は残業をいっぱいやりたいのです。やりたく

てやりたくて仕方がない。農家も忙しいといったときに、今の36協定で定めた

時間があるわけですが、ひょっとすると、これを超えてしまっていることもあ

ることはあると思うのですが、農家としてはかなり気をつけています。

あと、住環境ということで、これも結構いろいろあって、ひどいところもあ

ると聞きますが、私たちの地域としては、最初に入れるときのＪＡの指導は、

自分の子供が下宿して我慢できる範囲にしてくださいということで、もともと、

そんなむちゃなところはほとんどなかったと思います。中には、「ちょっとこ

れはね」というところもありました。古い建物だったり、そういうところを簡
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易改装したり、コンテナハウスなどもあったのですが、先ほどの話ではないで

すけれども、全部ライブ中継されてしまいますので、いろいろな面で、これは

まずいということで、直すとか、整備とかはしてきていました。ただ、今度、

監督機関がＪＩＴＣＯ（国際研修機構）から技能実習機構（ＯＴＩＴ）に代わ

りまして、寮費が非常に厳密にチェックされるようになって、逆に、寮の整備

というのですか、住環境の整備にストップがかかっているような状態になって

います。

あと、失踪や事件、事故にかかわるという話ですが、失踪後、どんなことに

なっているかというのは、私たちのところではわからないのですけれども、実

習中のいろいろな犯罪や事件は少しは聞きます。畑の作物を持っていってしま

ったといった形なのですが、今、農家は、ほとんど自家用野菜を栽培しており、

実習生はタダでもらえることが多いので、そういう話はまずないと思います。

ただ、10年ぐらい前、中国人がたくさんいたころは結構ワイルドでして、川

の魚をつかまえたり、ハトをつかまえたりして食べている者がいて、川の魚だ

と思っていたら神社の池のコイだったという話で大問題になったことがありま

す。今でも語り草になっているのですが、農協の技能実習生の担当者が寮を訪

ねて、玄関をあけた途端に、首を切られたハトがつるされていて、農協の職員

がひっくり返ってしまったというぐらいワイルドな事例もあったのですが、今、

アジアを含めて、中国も含めて、もう鶏はさばけませんので、その点の問題は

ほぼないということです。

日本人の雇用が奪われるということですが、これはほとんどないのではない

かという感じです。日本人は、募集してもなかなか来ないですし、来ても続か

ないということが多いので、むしろ、うちにもいますが、技能実習生とのコン

ビネーションで日本人を雇うというか、責任者として１人雇うと、外国人の管

理者という感じで頑張ってくれるみたいなところはあるのかなと思います。こ

の辺のことは、私の現場だけでわかりませんが、後でいろいろ考えてみたいと

思います。

さて、これが結構問題になるかと思うのですが、技能実習生は安く使えるの

かということです。私たちはどのくらい負担しているのかという話なのですが、

24頁を見て下さい。基本給が15万円から16万円です。残業代が、多い人で３万
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円から５万円という形になります。渡航費などは全部こちら持ちで、これが25

万円から35万円。監理費用は、農協が1.5万円ということはないのですが、安

いところで大体２万円です。うちの農協が今1.8万円で、民間監理団体では高

いところは４万円ぐらいまである。この上のほうに近い数字は、監理団体によ

っては人を見るというところがあって、ＡさんとＢさんと料金が違うというこ

とも普通にあります。

社会保険等の雇用者負担もいろいろありますし、技能実習特有の保険という

のですか、ＪＩＴＣＯの実習生総合保険も雇用者負担なので、これもかかって

きます。寮費は、一応本人から取ってもいいということになっているのですが、

これは後ほど述べますけれども、当然、100％取れるわけではないので、どれ

だけかは事業主の負担になるということです。

それから、附帯の事務的なものですが、結構１日がかりで、費用もかかるみ

たいな負担もあります。

これを単純に計算で割り戻すとどうなるのかということで、ちょっとやって

みました(24頁)。

これを全部足し算して、３年間の所定労働時間、実際には２年と11ヵ月の所

定労働時間で割り戻して、では、雇用主から見た時給は幾らになっているのだ

ろうというと、大体1,334円でした。これは残業なしです。平均的な残業時間

を月に40時間と仮定すると、1,293円という計算になりました。これは入国費

用や管理団体経費といった固定費の部分が薄まるということです。むしろ残業

したほうが、1.25を掛けても安いということです。

全国のパート時給の平均が1,032円、うちのほうの農業分野のパート賃金が9

00円から1,000円。法定賃金以下でやっているのではないかというところもあ

りますが、大体1,000円として、当然、パートでもいろいろな負担があります

ので、それから考えると、1.2を掛けたとしても1,200円ぐらいなので、外国人

の場合は 1,300円ぐらい、日本人は1,200円ぐらいで使っているのかなという

感じになっています。なので、むしろ日本人を使ったほうが安いということで、

日本人をパートで使おうとしている人はいます。私が住んでいるところは渥美

半島でも根元のほうなので、まだ多少は集まるのですが、先端のほうに行った

らまず集まりません。パートに出る人がいないです。
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もう一つの見方として、では、日本人のパートや日本人の家族として、農家

の目線で見て、仕事に対してどうなのかというと、これはやれる人とやれない

人でばらばらで、役に立つ人もいれば役に立たない人もいるという感じなので

すが、大きくくくると、１年目は、日本語はわからないし、払っただけの仕事

はしてくれないよね、３年目になれば役に立っているかな、賃金以上の仕事を

したかなという感じです。１年目はちょっと持ち出しだけれども、３年目でと

んとんかねみたいな感じのイメージですね。

技能実習生から見てどうなのか。25頁です。これもかなり粗い計算なので、

数字を細かく厳格に考えてもらうと困るのですが、３年間勤め上げた場合に、

もらえる給料は基本給×35ヵ月。講習手当は、ちょっと前は６万円です。今、

７万円。１万円ぐらい変わっていると思います。これが残業代。残業有の計算

のときには、月40時間、基本給の時給に1.25を掛けて計算すると３年間の合計

額がわかります。収入で560万円、残業があると720万円ぐらいです。寮費は、

一般的にというか、うちもこうですが、月２万円で、光熱水費は月１万円とい

うことで、これを35ヵ月分で計算するとこうなります。所得税は、これはちょ

っと少な目かなと思いますが、一応２万円(残業なし)、７万円(残業あり)ぐら

いだろう。健康保険も、所得が多くなれば当然多くなるので概算値。渡航時負

担があるのですが、これは60万円ぐらいが多いのではないか。個々の事例につ

いては後で言いますが、少ない場合で20万円、多い場合、80万円、100万円の

事例も聞いております。

収入計から支出計を差し引くとこのくらいです。370万円と527万円を１ヵ月

手取りに直すと10万円と13万円ちょっとです。ただ、実際は39ヵ月で割ってい

ます。というのは、来る人たちは最低でも２ヵ月、本国で研修するので、36ヵ

月ではなくて、最低でも３ヵ月ぐらいは拘束されているだろうという計算をす

ると、こういう形ですね。逆に、農家の支払額は、２年11ヵ月分払って、それ

を月に直すと21万円と25万円をちょっと超える。26万円ぐらいは払っていると

いうことになるので、差は結構大きい。ここで並べてしまうと、差は結構でか

くなるということですが、これは、途中の間接費と、こちらが払う２年11ヵ月

と39ヵ月、３年３ヵ月というのが、この数字の大きさになって出ています。こ

れは９万円とか13万円ですが、本国の数字にしてみれば、決して安い数字では
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ない。国によっては３倍ぐらいの給料になっているということです。

26頁は、これはうちの寮の外観です。次は(27頁、28頁)、中の様子で、家電

製品で、オーブン、電子レンジ、エアコンもあります。そして、寝室(29頁)で

すが、うちは割と広くて、12畳ぐらいあって、ここに２人住んでいるという状

況です。一般的な寮はこんな感じかというと、そうばかりでもないですが、言

われるような無茶なところは余りないのではないかと思います。

次に、失踪の問題です。30頁です。結局、非人道的な扱いや安い給料が失踪

を招くのではないかみたいな話ですが、テレビ放送だと、ほぼそういう扱いで

すね。今、失踪するのは、本当にかわいそうな人たちばかりなのだろうかとい

うと、私たちの現場で見ると、ちょっと違うのではないかという事例も結構多

いのですね。その辺、どうにか納得してもらえるような形になっているのでは

ないかと思って調べたのですが、これが2017年の失踪者のデータで、総数7,00

0人。

これはどの段階で失踪したとかというのははっきりわからないのですが、Ｊ

ＩＴＣＯのデータを見ると、２号というのは２年目、３年目で、この失踪者の

数が出ているのですね。こっちは年度で出ていて、こっちは年で出ているので、

これをくっつけてしまうことは、本当は問題なのかもしれませんが、一応これ

で粗い計算をすると、１号の段階で、2015年ぐらいには46％失踪している。１

号、１年以内に半分ぐらい失踪してしまっている。失踪者の半分は１年以内。

そういうことを考えると、最初から失踪目的の入国がかなりあるのではないか

ということが想像できます。

31頁は民間監理団体の失踪者の割合の推移ですが、2010年から18年、これだ

けの数が失踪しています。この割合は、３年間の入国を分母に計算して、何％

失踪したかということです。

これを見ていると、国によって完全に違う。ネパールはこの数字ですから、

「ネパールの人たちは最初から失踪するつもりで入っていたのだよ。これしか

考えられないでしょう。これも農家の責任ですか」みたいな話ですね。中国も、

失踪は少しずつはあるのです。

最近、カンボジアが増えています。2017、18年ぐらいに、カンボジアは失踪

が増えたのですが、このときの状況は、本当のことのようですが、リアルなの
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ですけれども、ＳＮＳで、難民申請をすると、それが受け付けられるというの

が、カンボジア人の間で広がってしまいまして、それは結局、日本に住むカン

ボジア人が流しているのですね。難民申請さえできれば、暫定の在留就労許可

がとれるので、仕事ができると。実際にはデマだったのですが、こういうこと

でカンボジアが急激に増えた。でも、これは結局、誤報で、難民申請は受け付

けないということになったものですから、今、これは落ちついていますが、こ

のときでも、カンンボジア人がこのように動いたのは、日本に住むカンボジア

人が起点となって、いろいろなことで動いている。日本人ではなくて、日本に

住む外国人が自分の母国の人たちを犯罪に誘っているという構造です。

失踪を防ぐにはどうしたらいいのかという話です(32頁)。以前から、私たち

がいろいろなところでお願いしていることなのですが、実習実施者は、我々農

家だったり、工場だったりするかもしれませんが、これは今、いろいろな形で、

一生懸命監督しているというか、悪いところは直さなければいけないというこ

とでやっています。しかし、先ほども言ったとおり、実習に来た日に逃げると

いうのもあります。家に着いて、次の日にはもういなかったということがあっ

たり、先ほどのネパールのように、最初から逃げる気で来ていたのも結構いる

ので、実習実施者に全部責任があるというのはもう無理だし、逆に言えば、今、

機構は、ここを取り締まれば何とかなるだろうということでやっていると思う

のですが、私たちから見ると、これはちょっと違うのではないですかと。

実習実施者が問題になるケースも当然ゼロではないのですが、監理団体は、

これは大体わかっています。あそこの農家はちょっとやばいよねというところ

は大体わかっているので、そのための監理団体ですので、あなたのところへは

入れないよというのは、本来、監理団体がやるべきだと思います。

今、完全に逃げ得というか、見つかっても帰されるだけだということで、ロ

ーリスク・ハイリターンです。明らかにブローカーが一杯いて、逃がすことが

システム化されてしまっている。法律的には３年間の懲役または300万円以下

の罰金または両方というのがありますが、検挙されたのは１人もいないのでは

ないですかね。だから、実際、逃げ得。うまくいくし、悪くても帰されるだけ

だ、ローリスク・ハイリターンだというイメージで受け取っているような気が

します。
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ブローカーや組織的手引き受け入れ先ですが、これは、うちの近くでは浜松

などにあって、ピックアップするのは別の組織らしいのですけれども、ピック

アップ要員が来て、夜中にポッと連れていくそうです。

ただ、私たちがこういう話を聞くとちょっとショックなのは、渥美半島で失

踪した実習生がある県の農家で見つかった。そういうことがちょこちょこある

のですね。これは想像ですが、技能実習生がいなくなったり、受け入れができ

なくなったその県の農家が、背に腹はかえられず、そういう内緒の人たちを入

れているのではないかなという感じです。

逆に、先ほどコストのところでも言いましたが、経営的には何もなければ、

それなりの時給を払っても何とかなる。実習生もピンはねされないし、農家さ

んも、監理団体や国に余分なお金を払わなければ、実習生に相当払えるという、

ちょっと悲しい構図も見えます。

悪質なケースの場合、実習生にも刑事罰を科すべきではないかと思っていま

す。

それから、ブローカーや組織的手引き受け入れ先などはしっかり取り締まっ

ていかないと、この３つの面から対応を同時にやらないと、多分、失踪は防げ

ないのではないかと思います。

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律が2018年

の11月で大分変わりました。皆さん、仕組みのポンチ絵(33、34頁)は、よく見

られていると思うので、時間がないので飛ばします。

35頁が、優良な実習実施者であるかどうかということです。得点の算定に当

って、この失踪などは結構重要です。３年間で４人いたら、１人失踪した時点

で 25％ですから、20％以上、マイナス10点です。責めがあったらマイナス50

点ですかね。失踪したのが捕まって、農家さんにいじめられたとかと言った場

合にはマイナス50点ということですので、まさに農家さんには泣き面に蜂。

36頁は、農家目線バージョンですが、何が変わったか。書類が増えた。入国

までの時間がすごく増えた。３年修了前に専門級受験が必要になった。責任者

講習が義務づけられた。今まで技能実習責任者というのはなかったのですが、

この新しい資格は講習が必須で、これもかかるようになった。宿舎費などにつ

いて、厳密に原価計算が行われるようになった。抜き打ち検査がある。受け入
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れ枠で、年数４年目、５年目ができるようになったということですが、受け入

れ枠に関しては、常勤職員数を超えないというのがあるので、３人家族で、日

本人の正規雇用の社員がいなければ３人までだということで余り変わらない。

変わっている人もいますが、これはなかなか難しいということで、さらに優良

であるかどうかの判断も難しいということです。

37頁は、書類が大きく増えましたよ、ちょっと勘弁してくださいということ

です。

今、私たちで一番問題になっているのは入国までの時間が延びたことです（3

8頁）。今まで４ヵ月から５ヵ月ぐらいで入っていたのですが、機構になって

から短くても半年、下手すれば７ヵ月、場合によってはそれでもわからない。

一体いつまでかかるのかみたいな話ですね。機構ができたときの話としては、

実習実施者に番号を振って、次は実習実施者の番号で照会するから、早くなり

ますみたいなことだったのですが、余り変わっていないです。

フィリピンやタイは、さらに大使館への書類提出が必要なのです。最近、フ

ィリピンが入ったのですが、３ヵ月から６ヵ月ぐらいの遅れです。遅れがこん

なになっています。こういうことが起こってしまうと、３月入国予定が６月に

なりそうだという形ですね。農家のレベルだと、これは一体どんなことになっ

てしまうのかというのは、結局、農業は、時期とか、作業ができる範囲とか、

いろいろなことがありますね。入ってきたら、当然、その仕事を用意しなけれ

ばいけないわけです。当然来るという前提で仕事を用意していますが、これが

来なくなってしまったとか、何らかの事情で帰国を余儀なくされることはしょ

っちゅうあります。親が亡くなったとか、病気をしたとかということで、帰国

が必要になることもあるのですが、そういうときにはリカバリーが全くできな

いということなのですね。そういう場合のリカバリーだと、下手すると１年近

くかかってしまうという話です。これは極端な話なのですが、このような状況

が起こったらどうするか。

「お母さん、どうする？」「日本人でやるしかないな。だって外国人は予定

時間オーバーできんもん」「どうする？」「農家には、人権も人道もへったく

れもないよね。農家は何時間働いてもいいよね。実習機構の人は計画書のこと

を言うんだけど、３ヵ月も遅れて、計画書どおりなんかできっこないじゃんね。
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作物をつくったことのないやつにはわからん」という話でしょう。「これはし

ゃあないよ」「でも、そんなことを言ったって、今度の機構は権限を持ってい

るので、下手なことを言って逆らったら大変やで」「そうか。そうだよな。何

かお役人に土下座する江戸時代の農民みたいだね」という会話が家であったか

どうかわかりませんが、今、気分的には、「お代官様、早くお願いします」と

いう感じですね。

次ですが、試験の義務づけが行われたということです（39頁）。この内容は

農業高校レベルぐらいだと思うのですが、重要です。この試験の成績は優良の

重要な要素です。特に問題なのは、２号で終わる人は３号に行かないので、試

験のモチベーションが全然ないのですね。でも、農家としては、帰る人も合格

率に全部影響してきますので、受かってくれないととても困るということで、

インセンティブを与える必要があるけれども、これも当然、実施者が負担しな

ければいけない。

農業は、一定一律の技能評価は難しいのではないかというのが私ら現場の意

見です。作物や形態は違うし、本来、技能実習の過程で身につくものではない

のですね。身につくことを前提に試験をしているわけですが、現実は全然違っ

て、受験対策が必要で、そのためにコストと時間がかかるというのが現状です。

次に、技能実習責任者ですが（40頁）、これは講習が義務づけられています。

受講料をもっと安くする工夫がないかということです。

次に、実習生から徴収する費用の説明書が書類で必要になったということで

す（41頁）。家賃の算定根拠は厳格となっています。賃貸物件で借りたものに

関しては、その借料でいいのですが、機構が言っているのは、コストの算定に

算入できるのは、減価償却相当額で、費用と耐用年数によって算出される額だ

けだと。例えば、通常の物件ですと、まだ払っていないけれども、すぐ修理や

壁紙の張り替えが必要といった場合、その辺の経費を見込んで家賃は設定する

わけですが、これは絶対入れてはいかんと。ただし、それを払い、その費用を

償却資産として償却したのちは入れてもいいというのが機構の考え方です。

機構は家賃は無償にするのが望ましいと指導していますが、実費の徴収は、

認めていますので、ＪＡの受け入れ農家の連絡会では、どう対応するか議論が

行われました。
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農家では、ＪＡの募集は一括で募集するので、高かったり安かったりすると

困るということで、低いほうに合わせて横並びをやったのですが、これでも届

かないケースがあって、今、ばらついているということです。

ここですね（42頁）。実際にはあらかじめ計算できないので、寮費を安めに

設定すると、その後、幾らかけても上げられないのですね。寮の改築にお金を

かけてしまったから、寮費を上げると言っても、これはまず受け入れられない

話になるので、結局、メンテナンスや新設はやらない。

ばらつきがあるので、私のところの寮費はこんなに安いよという話がすぐ周

りに伝わるので、コストをかけて寮をつくっても、結局、回収できないという

ことになって、もうやらない。本来、実習生の住環境をよくしようと言ったは

ずで、こっちのほうが重要なはずだと思うのですが、余分なお金を取らないと

いうことだけに重点が置かれて、整備のほうは逆に停滞するという現象を起こ

しています。

機構は、住居は無償で提供するのが望ましい、もしくは格安で提供するのが

望ましいと言うのですが、実際には、無償にした賃貸料相当額は、現物給与が

あったとみなし所得税の所得算定に、社会保険の場合は、標準報酬月額算定に

織り込まなければなりません。愛知県の場合は、１畳当たり1,470円を掛けた

額ということになっていますので、古い家などを借りると、普通に１人当たり

10畳なので、無償にした場合は１万5,000円ぐらいは、もし社会保険の標準月

額に入れなければならないのですが、事業主も知らないことが多い、これを実

習生に説明するのはほぼ難しいという話なので、結局、税金も社会保険も納め

ない状態になっています。機構も無償にする場合、そのような措置が必要にな

る事を何も説明していません。機構は何を考えているのでしょうかという話な

のですね。

最近、抜き打ち検査が始まりました（43頁）。これは本当に最近です。５月

後半ぐらいです。これは豊橋大葉で不正事例があったことが関係しているのか

なと思うのですが、実際には書類の不備で、現実的な問題はほとんどないです。

ただ、これは、本当にその日の午前中に電話が来て、午後から検査に来るとい

った本当の抜き打ちが普通に行われます。税務調査でも大体１週間ぐらい余裕

があるのですが、これはないです。その日に来ることもあります。印籠（検査
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命令書）もしっかりあります。

送り出し機関の問題です（44頁）。これは本来、実習事業では重要というか、

実際にちゃんとしてくれなくては困るのですが、実際のところはどうなのでし

ょうねという話で、２が費用の明細です。これはほかのところから持ってきた

資料なのですが、実習生が幾らぐらい送出し機関に払っているかというと、イ

ンドネシア20万円、タイ60万円、カンボジア55万円、フィリピンはゼロです。

これは法律で取ってはいかんということになっていて、実習実施者が逆に15万

円払う。中国50万円、ベトナム40万円。これはかなり違いがあるみたいですね。

この中でも違う。国でも違うけれども、送り出し機関によっても違う。さらに、

送り出し機関が仲人口で、実際よりかなりよく言うのですね。残業時間が100

時間ぐらいある人のを見て、このくらい稼げますよと。それは100時間だと違

法なのですが、その数字を言って、きれいな寮の写真を見せて、こんなところ

に住めますよと言う。そんな形になっているものが多いですね。

農業とかどの部門の技能がいいかという、そこら辺のマッチングは、送り出

し機関はほぼしていないです。送り出し機関としては、技能実習を長く続ける

より、技能実習生をどんどんかえて送っていったほうがもうかるみたいな構図

になっています。

では、技能実習は農業をどう変えたかという問題です（45頁）。規模拡大に

道を開いた、入れている農家と入れていない農家では規模にかなりの違いが出

てきています。それから、経営内容の変化です。周年で雇用者がいることから、

作目の変更や加工などが行われるようになった。３番目は、これも結構大きい

のですが、雇用労働に慣れていない農家にとって、ファーストエントリーにな

った。今まで農家が雇うのはパートやアルバイト程度で、本格的な雇用は余り

やってこなかった。技能実習生は、外国人といえども正規社員になりますので、

法制度やマネジメントなどいろいろな複雑なことを一生懸命勉強するような機

会になっていったのではないか。また、その人材をどう指導、配置するかとい

ったことになって、次のステップで、中核人材としての日本人の雇用みたいな

ところまで進む。４番目は、これはいいことばかりではないかもしれませんが、

後継者がいない、あるいはまだ時間がかかる農家で、高齢になって体力が続か

んけれども、経営能力はあるという人が、外国人に助けられて、何とか農業を
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維持できているという部分もあります。これは速く新陳代謝をしたほうがいい

という経済学の考え方もあるかもしれませんが、現場サイドでは重要な要素に

なっていると思います。

技能実習制度への要望（46頁）ということで、この辺のことがあるというこ

となのですが、時間が押していますので急ぎます。

まず、入国の迅速化ということです。これは私たちが一番お願いしたいこと

で、これは提案です。47頁の入国までの流れを見てください。最初の①番は、

送り出し機関と監理団体の契約です。②番目に申し込みのオファーの受け付け。

これは受入企業と書いてありますが、農家です。農家が申し込むと、これにそ

って、③送り出し機関が募集、選別をし、④農家との雇用契約ができると、⑤

農家は実習計画書を作成します。⑥実習計画は監理団体を通して機構の承認を

受ける必要があり、⑦この計画書がオーケーだったら⑧監理団体は入管に申請

して、⑨入国許可をもらい、やっと日本に入国と。⑩番目ということなのです

が、私たちが提唱しているのは、①番の後に⑤番をやりましょうと。⑤番は実

習計画の作成・申請ですね。実習計画や実施機関の可否を機構で審査するとい

う前提なのですが、この審査は誰を入れるかということとは本来関係ないので

はないか。どこの国のどの子を入れるかというのはさほど問題ではないのだろ

うから、ここは先に済ませておこうということです。そこで実習計画や内容に

問題がなければ、実習実施者、農家は入れてもいいという事前の資格認定的な

形にしてはどうか(48頁)。これをあらかじめ済ませておけば、②、③、④は必

要になった段階でやれる。だから、実習生を申し込んで、応募して、雇用契約

をやる。機構には雇用契約が決まった段階で雇用計画書を提出する必要はある

と思いますがその後は実習生に問題はないかの入管の審査だけで済む。入管の

審査は、人が決まってからやるということです。これだと農家も迅速に受け入

れることもできるし、ここは結構大きいと思うのですが、なにより、実習生を

待たせる時間が少なくなる。今、実習生は各国で取り合いで、日本に行くのは

時間がかかるという評判なのですね。だから、これは実習生にとってもメリッ

トになる。機構にとってもあらかじめの申請なので、審査に要する時間に多少

余裕ができる。

次は間接的費用の削減についてです。49頁をご覧ください。農家の支払い総
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額がどうなるかを我が家を例にとって試算したものです。残業ありだと支払総

額は実習生の給与を含めて968万円ほどになります。実習生への名目給与支払

額は矢印の部分から反時計回りに４分の３ほど回って社会保険の手前までで

す。赤い部分は実習生の手取りということになります。残る４分の１の部分の

うち社会保険料雇用者負担分と福利厚生費を除く、入国費用、監理団体手数料、

寮費の雇用主負担分の合計が雇用者にとっての間接費用です。実習生にとって

の間接経費は渡航費用の部分で、旅費を含め送出し機関に支払うお金です。こ

こら辺の間接的な経費はもうちょっと何とかならんのかと。その途中がもうけ

ているかもしれないという話は無論あるわけですが、ここら辺は何とかならな

いのでしょうかという話です。ちなみに、ちょっとグラフが分かりにくくなっ

ていますが、寮費、光熱水道費は実習生が負担している部分、寮費等は雇用主

が負担している寮費。光熱水道費の部分です。

50頁は、人材獲得競争が始まったということで、これは「農業経営者」とい

う雑誌に載っていたのですが、東南アジアで生産年齢の人口がこのくらいの数

が減っていくと。一番問題なのは中国ですね。特に若年層の人口減少。中国は

かなり労働力不足になる可能性がある。中国の場合、戸籍制度の問題を何とか

すれば、何とかなるという説もあるものの、むしろ中国は労働力の輸入国にな

る可能性が高いということで、日本はこのままの入国管理制度設計で国際競争

に勝てるかなというところです。今、私たちの現場でも、研修生は、韓国に行

き損なったから日本に来たとか、日本を待っているのは時間がかかって困るの

で、韓国に行くというのが普通にあります。上海とかに行くという話になって

くると、日本はこのままだと買い負ける。中国が爆買いしたら何ともならんの

ではないかという危機感を現場でもちょっと感じ出しました。

次に、特定技能の話に行きます（51頁）。特定技能というのは、このほかに、

農業の場合は、特区制度での外国人もあるのですが、これはそのうち特定技能

に集約するということで、なくなっていきます。要点は、技能実習の上位に位

置づけられ、３年を超えて在留可能ということ。農業の場合は、１号だけなの

で５年です。業種によっては在留期間の上限がない２号に移行できる業種もあ

りますが。

まず受入れ機関と登録支援機関です（52頁）。受入機関は定められた規則に
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従って外国人の就労・生活を支援することが義務になっていますが、登録支援

機関にその義務の一部または全部を委託することもできます。もちろん受入れ

機関単独でも自分で全部対応できればそれでもオーケーみたいな話になってい

ます。図にこの仕組みが示されています。これが具体的にどのようになるのか

わからないのですが、現場ではいろいろな形で動きが急激に進んできています。

海外から採用するケースと国内在留者を採用するケースがあります。後者は、

技能実習３年が終わって、その修了資格で特定技能による在留資格を得るため、

そのまま在留資格変更申請を行う方法です(54頁)。登録支援機関がどうなるか

はまだはっきりしないのですが、今の技能実習の監理団体がある程度関与した

形で、登録支援機関になることが考えられています。秋には、私のところの技

能実習者はこの時期（３年間の技能実習の修了）が来るので、在留資格変更申

請をして、そのまま４年目をやってもらおうと考えています。本人は、４年目

も在留は大丈夫ですと言っているものですから、現在進行形です。

農業分野の特定技能の受入れのフレームです（55頁）。農業分野では向こう

５年間で３万6,500人、見込みがあるのですね。農業技能試験は全国農業会議

所がやって、国際交流基金が日本語の試験をやると聞いています。

農業特定技能協議会という組織ができるらしいのですが、人手不足の把握と

分析ということで、特に、大都市圏への集中回避に係る対応策の検討・調整を

ここでやるのだそうです。受入れ機関になれば、これは入らなければいけない

ということだそうです。

特定技能の受け入れの話は、今、現場ではどうなっているのだということに

ついてお話ししたいと思います（56頁）。今、現場は、はっきり言って、混乱

しているというか、よくわかりません。まず、ＪＡですが、うちのほうのＪＡ

は、自らが登録支援機関となることはほぼ断念しました。この理由としては、

通訳の確保が困難なこととその他の人件費が大き過ぎるということです。ペイ

しないのではないかということと、今、技能実習だけで手いっぱいという部分

も結構あります。

では、他の民間監理団体はどうかというと、自分のところで支援機関の資格

をとると、どちらかに問題が発生した場合には両方アウトになるということで、

自分のところではやらない場合が多いと聞きました。行政書士グループと幾つ
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かの民間監理団体が連携して別組織を作り、監理団体とは独立した受入れ機関、

登録支援機関を立ち上げる計画などがあるそうです。

次が農家の費用の問題です（56頁）。農家の疑問としては、受入農家にも幾

つか要件があるので、それが何かです。「我が家は資格オーケー？」みたいな

話ですね。これは時間的にどうなのか、費用はどのくらいになるのか、何かあ

ったときにどうするのだろうねということで、費用はまだはっきりわからなか

ったのですが、ごく最近になって、１ヵ月の費用は１万円から２万円ではない

だろうかということです。

今回の登録支援機関の特徴は、サービスがオプション制なので、基本料金は

意外と安くしておいて、オプション料は高いみたいなこともあり得るのかなと。

どこかにありそうな商売ですが。もうちょっと吟味が必要かなという話です。

今、農家としては最近、登録支援機関に名乗りを上げたところの売り込みが

始まったので、地元で、登録支援機関から来てもらって、話を聞く機会を26日

にセットしています。そんな形ですね。うちもそうですが、一部は既に動きが

始まっているという状態です。

次に、農家の費用支払い余力ということですが、特定技能で、特に給料は幾

らぐらいなら払えるのでしょうねという話です（57頁）。では、農業の労働生

産性はどうだということでネットで調べたら、野菜は時給換算731円。これで

はほぼ暮らせないですね。このデータは2010年ですが、これではまともに生活

できないのは当たり前で、時給が安い分、家族が精いっぱい頑張って、がっつ

り働いて労働時間を確保して、なんとかやってきたという図式なのかなと思う

のですが、では、田原市ではどうだろうということで調べてみました。

田原市は真ん中の表の１です。雇用労働を含む労働生産性──労働生産性と

いう言葉を使っていますが、厳密に合っているのかどうかよくわかりませんが、

年間で１人766万円です。これは単純に売り上げを従事者数で割ったものだと

思うのですが、ここから考えると、１人当たり766万円の売り上げがあるから、

経費を引いた残りが、労働の配分として稼得可能性があるお金ということにな

るわけですけれども、それが半分とすると、383万円ということになります。

今、技能実習生１人当たりの年間支払い額はおよそ278万円、残業有で300万円

強ですから、計算上は余裕は若干ある。でも、一般的に所得率は30％ぐらいだ
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ということになるから、そうすると、余力はほとんどないのかなと思われます。

ただ、技能実習を入れている農家は、生産性の高い農家も多いし、スケール

メリットで経営的によくなっているというか、統計的な数字よりはよくなって

いる可能性もあるのかなと思いますが、では、実習生に対する支払いをがっつ

り上げて耐え得るかというと、それは多分ないでしょうねという感じですね。

では、どうしたらいいか。それには生産性向上ということが大前提で、農業

の場合、生産性向上ということは、機械化してということなのですが、今まで、

機械化して生産性が上がった分はほとんど農家に残らないという状況でした。

わかりやすい例で言うと、養鶏は劇的に生産性が向上したのですが、卵の値段

が下がっただけで、養鶏農家がもうけているわけではないという状況がずっと

続いていますね。そういうことを考えると、生産性の向上分は、消費者であっ

たり、その機械をつくるところに行ってしまったりして、農家には余り残って

こない。こういうことを考えると、機械化で生産性が劇的に上がるというのも

ちょっと難しいのかなと考えています。

それよりも、売上げは何だろうというと、単価×量ですので、単価向上が重

要ではないかと思います。一昨年ぐらいからヤマト運輸が大幅に運賃を上げま

したね。我々は運賃値上げのあおりを食らっているわけですが、運送業界は一

気に生産性が上がりました。それで賃上げもできた。これが一つの鍵になるの

かなと。消費者が農業のために、どれだけ値上げを受け入れてくれるか、これ

が今後の流れが変わってくる鍵になるのかなと思っています。そのことが受け

入れられてくれば、支払い原資になっていくので、高い給料を払えるし、外国

人の雇用が日本人の賃金の上昇を妨げるといったこともなくなるのではないか

と思っています。

特定技能について思うことです（58頁）。これはあくまでも思うことですの

で。まず、技能実習の建前がなくなる。そういうことはありがたいのかなと思

います。次に、転職、移動が自由になります。それは当然、コストをかけて面

倒見ても条件次第でどこかへ行ってしまうということでもあるのですが、当面、

技能実習を終えた人が対象ということと、ブローカーがすぐには整備されない

でしょうから、当分はないのではないかなと。その家にいた実習生がそのまま

特定技能に行くというケースか、過去にいた人が行くというケースがほとんど
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だと思いますので。

次に、登録支援機関ですが、これが果たす役割が現場に落とし込まれたとき

にどのような問題が出てくるかわかりませんが、ただ書類の代行やあっせんの

仲介だけではすまないケースが考えられます。全く新しい登録支援機関が不特

定の外国人の支援やあっせんをするのは難しいので、当面は技能実習生の監理

団体や送り出し機関が、特定支援機関と何らかの形で連携を取って、一部、関

与を続けるという形になるのではないでしょうか。ただ、その場合手数料や経

費・リスク負担がどうなるかは気になるところです。

次に、給与体系ですが、これはなかなか時間がかかる。どのくらいの相場観

になるのかというのは、もう少し時間がたってみないとわかりませんし、農家

側に先ほどの賃上げ余力がどれほどあるかということです。

次に重要になっていくのが、資格試験です。これがどんなものになるか、と

ても難しいかどうかです。この難易度いかんで、技能実習が入り口のスタンダ

ードのまま残るか、特定技能が全体としてのスタンダードになっていくかとい

うのが変わってくるのかなという気がします。ここら辺は、試験を余り難しく

してしまうと、応募者が減ったり、不正を誘発したりといったいろいろ問題が

でてくるのではないかという感じがします。

あと、労基法上の時間制限。農業は労基法第41条で適用除外ということにな

っているのですが、このあたりもちょっと難しいことになるのではないかと考

えています。うちらのほうで言えば、そもそも施設で大葉や菊をつくるのは労

基法適用除外なのでしょうかというあたりなのですが、幾つか聞いてみると、

どうも適用除外にならないのではないかということを言う労基署もあるようで

す。つまり農業が適用除外となったのは、農業という事業は、天候などの自然

条件に左右され、大自然の中で、農繁期と農閑期がはっきりしているからであ

る。天気の悪い日や農閑期に休養が十分とれるのだから、労基法によって労働

者保護を図る必要はないとの立法趣旨によるものである。ところが、キュウリ

やトマトのハウスでの周年栽培は天候に左右されないし、一年中収穫できて、

農閑期がない。ならば適用除外とする必要はないという解釈らしいです。その

ため、うちの地域で、菊や大葉は労働時間が適用除外なのか、そうではないの

かという解釈でもめそうな感じです。
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では、我が家みたいにスイカや大根をつくっているところはどうか。露地で

すので、これは当然適用除外ということだと思うのですが、加工などもやって

いると、どの程度やっていたらだめかという話になります。運用は実際にはど

うなるかわからないのですが、加工していたら適用除外にならないといっても、

一個でもやっていたらだめなのか、ちょっとならいいのかとか、いろいろある

と思います。

もう一つは、適用除外の中には、割増し賃金適用の義務がないという部分が

あるのですが、実習時代の残業は、割増しだったのに、それがなくなってしま

うと。技能実習生だった人たちから不満が出るのは当然だと思います。基本時

給が上がっているから、トータルでみればまあいいでしょうという話になって、

納得してくれればいいのですが、その辺の問題もありますね。また、外国人だ

けに割増し賃金を払うといったら、今度は日本人の従業員やパートは絶対文句

を言いますよね。私たちにも割増しを下さいみたいな話になりますね。

もう一つは、深夜作業など、適用除外にならない部分もありますので、これ

は、農家は十分理解しなければいけないのですが、この辺も浸透に結構時間が

かかるというか、わからないのが多いのではないかと思います。この辺もトラ

ブルの原因になるのではないかという気がします。

逆に、メリットとしては、残業の総量規制や休日という問題がなくなるので、

農繁期にしっかり稼いで、農閑期に休むということも可能になるので、特に高

原野菜みたいに、夏場は休みなく朝から晩まで働いて、冬場、２ヵ月休んで国

に帰るのは合法的という形になります。現場としては、そういう運用ができる

という思いもあります。

今まで、農繁期は多忙で、日本人や家族でカバーするしかないといったとき

に、家族や日本人は暗くなるまで働いても、外国人は、「あなたたちは５時で

上がりなさい」ということが行われてきたわけですが、今度、そういう問題も

なくなるので、どうしようもないときはみんなで頑張ろうねということで、一

つのチームになれる可能性もあるという意味でいいのかなと思います。

もう一つ、特に話題に出てくるのですが、韓国は残業規制がほぼないと聞い

ていて、日本に行くと稼げないけれども、韓国なら残業で稼げるみたいなこと

があって、これは、逆に言えば、農業だったら残業もある程度できて、韓国に
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行くのと遜色がないぐらい稼げるかもしれないということになるかもしれませ

んので、国際競争力につながる可能性もあるし、また、日本国内で、建設業や

製造業は当然規制を受けますが、農業ならいいので、国内の競争に有利に働く

可能性もあります。

ただ、万が一にでも、農業分野で、過労とかで何か問題が起きると、完全に

世論から袋だたきになるので、その辺の差配をどのようにするか、ちょっと難

しいのかなと思います。

最後は、受入れ見込人数という形の上限規制です。これが多いか少ないかと

いうのはよくわからないのですが、これが少なくて足らんということになった

場合には、当然、引き抜きの問題が出てくるような気がします。この辺の数が

妥当であるかどうかというのは、私はわかりませんが、これは十分ある、余裕

があるということになれば、引き抜きは余り起きないのではないかと思います。

転籍ですが、入国までに物すごくコストや時間がかかるようだと、転籍者を

雇うほうがいいということで、転籍のリスクもあるかなと思いますが、全体と

して、まだよくわからん、仮定で話すしかないということなのですが、この特

定技能制度は、全体としては、期待していい制度ではないかと思います。

特に、技能実習の場合でも、規制や試験を強化すると、全体として高コスト

につながることははっきりわかっているので、できるだけ簡単な制度がいいの

ではないかと思います。特に、試験などを難しくすると、向こうの国でやるわ

けですから、替え玉受験や偽造などが普通にある国がほとんどですね。それよ

りは、ちょっと頑張れば何とかなるという試験にしておいて、特別な方法を考

えて、その人物の評価をしたほうがいいのではないかと思います。

受入れ機関の規制についてですが、転籍は自由ということになるので、悪い

ところは淘汰されるのだから、そんなに一々規制しなくてもいいのではないか

という説もあると思うのですが、今、出しなさいと言われている提出書類のリ

ストを見るだけですごい量なので、これはちょっと望み薄ですね。

全体としては、技能実習３号は恐らくなくなっていくのではないかと思って

います。技能実習２号は、最初の入り口として温存されるか、特定技能一本に

なるかは今後の展開次第かなと思います。

失踪については、少し前でも触れましたが、失踪者をすべてかわいそうな外
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国人としてしまうと、悪質なものもあるので、悪質な外国人にはお帰りいただ

く判断も必要かなと思います。

これが（59頁）最後になりました。「終わりに」ということで、外国人とい

っても、結局は人間なので、この国の人はこうだと決めつけてステレオタイプ

で見るとか、経済的な要因で見ることはいかんのかな、人としてつき合うこと

が大事かな、と思います。

ちょっと前に、外国人を受けいれる連絡会の会長が公の席での挨拶で、民度

の低い国の連中を入れているのだから、みたいなことを発言してしまったこと

があって、これは会長が公の席で発言している差別用語で、さすがにまずいで

しょうみたいな話になって、ちょっと問題になったのですが、これは反省しな

ければいけないと思います。失言としても、ちょっと行き過ぎだぞという話で

す。

次、技能実習の国際貢献。国際貢献の名をかりた労働力ではないだろうかと

批判されるのですが、私のところで３年過ごして、帰るときに私にこう言った

実習生がたくさんいるのですね。「日本に来て、勤労と誠実を学びました。そ

れは私の財産です」と言いました。国の自然や状況が違うので、日本の農業技

術をそのまま使えることはほぼありません。特に農業分野は、農業技術やその

体系をそのまま移転してうまくいくとは思えないのですが、一方では、農作物

をつくるためにどういう努力をするか、どういう観察をするか、どういう工夫

をするかというところは役に立っているのではないか。それは、農業でない部

分においても役に立っているのでないか。また、日本で得たお金で家をつくっ

たり、土地を買ったり、農地を買った人もいます。そういうところは、実習生

の次の基盤になっているわけです。だから、これは十分国際貢献している事業

ではないかと自分では思っています。

最後、日本社会の中での役割ということですが、ようやく外国人と共生して

いく。いい悪いはいろいろあるかもしれませんが、とめることはもう無理だと

いう考え方だと思うのですね。だから、これはどのように考えていくかという

ことですが、農業という部分で言えば、世界一安心・安全で、リーズナブルな

値段で買える農産物というのは日本の誇れることだと思うのです。でも、これ

は、農家と外国人の力で実現している状況ですね。いま外国人以上に深刻なの
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は農家です。近いうちに農家は激減するでしょうという話なのですね。では、

残った農家を何とかしようということで、外国人の力をかりて頑張っていると

いうのが今の図式だと思うのです。

先ほどのテレビ放送（講演の途中で映写したビデオ､講演の記録において省

略）は、非常に中立的に両方の意見を出してくれたと思うのですが、一般には

農家がほぼたたかれていますね。そういうのを見ると、農家が外国人を奴隷の

ように使うとか、実習機構からしたら、ほぼ犯罪者という感じですので、実際

には、心が折れてくる農家もかなり増えていくのではないかという気がします。

そういうことを含めて私たちが思うことは、農家と外国人、あるいは生産者

と消費者、両方が感謝と思いやりというところで結びついていけば、工夫と知

恵を働かせていけば、何とかいい循環ができていくのではないかと申し上げ、

終わりにさせていただきます。

Ⅱ 質 疑 応 答

(1) 坪田邦夫氏の質問

坪田 西山さん、どうもありがとうございました。本当は、こういう細かい

微妙なお話を公の席でしゃべっていただくことは大変難しいのですが、昔から

のおつき合いで、西山さんに無理にお願いして、大変長い準備をしていただき

まして、今日は、ありがとうございました。私が余計なことを質問するよりも、

他の皆さん方が質問が一杯あるのではないかと思うので、簡単にします。

私の印象としては、西山さんがおっしゃったように、日本の農業の現場は、

国際的な人の移動がなければ成り立たないような状況に急速になりつつあると

思います。そのために政府はいろいろな制度をつくって、外国人労働者の入国

管理もだんだん緩くしてやってきているわけですが、その中で、西山さんの話

を伺っていると、幾つか問題があって、私は、特に失踪の問題が大きなネック

になっているのではないかという気がします。

あと、最低賃金の問題です。実は最低賃金は、過去５年間調べてみますと、

15％も上がっています。去年から今年にかけて３％。そうやって毎年上がっ
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ていったときに、農産物価格はずっと横ばいですから、最低賃金で外国人を雇

えるからといって、成り立っていくのかどうかということについてお伺いした

い。

もう一つは、西山さんは余り触れられませんでしたが、本当は農協の役割が

とても重要になるのではないか。特に、自分のところは小さいから、大量の外

国人は雇えないけれども、労働力の確保の観点から、１人、２人入れたいとい

う農家の人たちにとって、農協が外国人労働者の斡旋をしたり、いろいろ支援

をしたとすれば、プラスになるのではないか。実は特定技能の登録支援機関が

現時点で 1,500あるのですけれども、その中に農協と書いてあるのは２つしか

ないのです。逆に言うと、農協さんは、特定技能というチャンスが回ってきた

にもかかわらず、及び腰になっているととれないこともない。そうすると、で

は、日本の農家の代表である農協さんは一体どうなっていくのかなということ

について、西山さんはどうお考えかということをお伺いしたいと思います。

西山 まず、最低賃金がこういう状況で上がってきて、果たして農家が経営

として成り立つかというのは、結局、よくわかりませんという話ですね。先ほ

どの支払い余力はどのくらいあるかという話の中で、最終的には農産品の価格

がキーを握るでしょうと。だから、横ばいだったら、いずれ破綻しますね。こ

っちは上がってきて、こっちは横ばいだったら、どこかでひっくり返るのは確

実ですから、そこはどのような判断になるかということだけですね。

ただ、感覚としては、まともな値段が多くなってきましたね。昔のように、

むちゃなことになる確率はちょっと下がったかなと。そういう状況がありまし

たが、農産品がただになる確率はちょっと減って、それなりの価格で動く確率

がちょっと多くなったかなと。それはなぜかというと、それだけ生産基盤が弱

体しているのではないか。だから、何か起こったときには、あっという間に物

不足に陥るというイメージはあります。そうすると、長期的には、農産品の価

格上昇トレンドはあるのか。ただ、これは海外の輸入との比較で、消費者が海

外を選ぶか選ばないか、途中の流通の段階をどうするかということで決まって

くると思うのですね。

もう一点は、農協の役割ですが、私もそう思います。特定技能は絶対やらな

ければだめだと。技能実習よりずっと楽なはずだし、農家のためになるし、農
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協は今度、派遣事業をやれるでしょう。そういう意味でいくと、農協に絶対や

ってほしいし、やるべきだと思ったのですが、いかんせん、人員不足と経営判

断がついていかないというか、そこまで勇気がないという状況で今来ています

ね。絶対やったほうがいいと私は思います。

(2) 両角和夫氏の質問

両角 私は両角と申します。ここの研究員です。坪田さんからいつもお話を

伺っておりました。今、農協の話が出たので、それに関連して少し追加という

か、さっきのお話の中で、最初、農協はやっていたと。でも、だんだん引いて

きたような印象のお話をされたのですが、その要因をお伺いしたい。

それから、実は去年、お隣のひまわり農協の専務さんがお見えになって、ひ

まわり農協も、愛知みなみと並んで、非常に経営のいい農協だと思いますが、

ここはあと５年ぐらいで事業収益が半減すると。しかも、中金から戻ってくる、

農協の主要な収入源である預金金利が物すごく下がるので、非常に苦しいとい

う話を伺って、私はちょっとびっくりしたのです。さっきのお話では、西山さ

んはやったほうがいいとおっしゃっていますが、私も、事業収益の関係から、

新しい分野に手を広げて、これをきちんとやれば、相当収益になるのではない

かと思うのですね。なぜやらないのだろうかというと、さっきおっしゃったよ

うに、人がいないとか、経営判断がちょっと甘いといった話になるかもしれま

せんが、西山さんに、農協はこうしたらいいのではないかというお考えがもし

あれば、もうちょっと詳しくお伺いしたい。この２点です。よろしくお願いし

ます。

西山 まず、最初に写真を見せて、「農協は、この当時は70人もいたんだよ

ね。今は少ないよね」という話をしたのはなぜかということなのですが、農協

は引いている部分がゼロではないのですが、一番は、農協は年に３回しか入国

させずに、さらに国は中国とフィリピンしか取り扱わなかった。結局、農家さ

んが早期帰国実習生のリカバリーが必要になったときにとても間に合わない。

うちでもそうだったのですが、その当時、入国はカンボジアが一番早かったで

す。４ヵ月、５ヵ月で入国したのですね。今はもうちょっとかかります。それ

は、農協は扱っていない。農協は年３回、希望が取りまとまった時点で動くの
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で、希望を締め切った後だと、そこから４ヵ月待っている。４ヵ月後の応募の

人と同じになるのですね。これではたまらんというのが、農協の扱い数が減っ

た一番大きな理由です。

ひまわりが、事業収入が半分ない、預金が下がるというのは、愛知みなみも

一緒です。超低金利が金融機関に及ぼしている影響は、どこの農協にも同じよ

うに来るので。農協の職員たちと技能実習を入れている農家さんの集まりがあ

るのですね。その総会などがあるわけです。そのときに必ず値上げの話が出る

のですね。監理費を上げてくださいというときに、農家さんから、「おまえら、

この事業で損しておるかもしれんが、どれだけプラスがあるかわかっとるか」

という話が必ず出るのです。

それはなぜかというと、農協さんは、農産品販売の扱いが多い農家を優先す

るので、農協から外国人研修生を入れている人は、農協にある程度以上出荷し

ている農家なのです。

そういうことで言うと、「あんたら、これだけの人間を入れることによって、

赤字かもしれんが、農産品の取り扱いがどれだけ増えているか。さらに、資材

をどれだけ買っているか。さらに預金はどうだ？ 当然保険にも入るわけだか

ら、保険はどうだ？ あんたら、ここに１万円投資して、一体どれだけプラス

があるか」と。産業連関の考え方だと思いますが、結局、農協全体として見る

と、大きな経済波及効果が出てきているはずだから、農協としては、ここで少

しぐらい損してもいいではないかという議論が必ず出ます。現実に損していま

す。１万8,000円の監理費はあり得ませんということです。特定技能になって

も同じ考え方だと思うので、特定技能を入れてやることによって、農家の農協

への出荷額が増えるかどうかというのは微妙ですが、その連関を考えたときに

は、農協にとって必ずプラスになるはずです。

(3) 青山浩子氏の質問

青山 ありがとうございました。農業関係のライターをしております青山と

申します。

２つお聞きしたいと思います。

１つは、2015年問題で中国人の方が帰ってしまったことが、ほかの国を増や
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したということになるとお聞きしたのですが、ほかの国に対しても円安の影響

があったのではないかと思うのですが、中国以外の国の人たちにとっては、日

本に行きたくないということがなかったのかどうかということが１つ。

もう一つ、一番最後におっしゃった、日本の農産物の単価向上が大事だとい

うことなのですが、消費者からすると、農産物の価格がぱっと上がるのはなか

なか受け入れがたいのかなと思うのですが、西山さんとしては、どのようなア

プローチがあれば、消費者が納得するのか、それのブランド化を図るのか、６

次化を図るのか、どのような形が実現可能か、どのようなものが消費者が受け

入れてくれる方法と思われますでしょうか、お聞かせください。

西山 まず、我が家にとっての2015年問題は、結局、我が家だけではなかっ

たという話なのですが、円安が中国人実習生の行動にそんなに大きく影響する

なら、ほかの国だって当然円安だったのだから、というお話なのですけれども、

このときには、他のアジアの国はまださほど入っていません。それから、下が

っても、まだその国よりよかった。それ以前の数字の浸透が少ないということ

と、日本の円の価値が下がっても、本国の給料から見れば、まだ給料差が十分

あったということで、タイやフィリピン、インドネシアなどは日本に行きたい

と。今、インドネシアとカンボジアが増えているのは、そこら辺の経済格差の

大きさがあるのは事実ですね。

あと、価格ですが、これはどうしたらいいか、私が教えてほしいぐらいです。

どうしたら高く買ってくれるのでしょうかという話ですが、農家さんはできる

だけの工夫をして、６次化なり何なり、やれるところはどんどんやっていくわ

けですけれども、最後、突き詰めていったら、供給が少なくなるしかないので

しょうねということですね。さっきの話で、ちょっと言いかけましたが、物が

なくなれば高くなる。さっきの、価格が高いことが割と多いですというのは、

結局、それだけ供給できなくなった。最後は、そこへ行き着いてしまうのかな

と。余りいい話ではないですが、そんな気がします。

(4) 加納青夏氏の質問

加納 東京農業大学４年の加納青夏と申します。お話、ありがとうございま

した。
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ビデオの中の実習生はかなり手を切ってしまったりということで、受け入れ

先とのコミュニケーションがうまくいっていないのかなという印象を受けたの

ですが、西山さんのところでは、2015年問題を除いて、そういう悪い印象は余

り受けなかったのですけれども、この問題を解決しているコミュニケーション

の工夫とか、受け入れに対しての心構えとか、何か工夫があったら教えていた

だきたいです。よろしくお願いします。

西山 基本的には、同じ人間ですので、そこをしっかり押さえていれば大丈

夫ではないかと思います。相手のことを尊重する。それから、話をよく聞く。

言葉が通じないので、ここが一番難しいのですが、根気よく話をしていくとい

うことが一番大事。また、ふだんの生活の中で、仕事以外の時間でコミュニケ

ーションをするのも大事かなと思います。たまには旅行に連れていくといった

楽しみの部分もつくってあげなければいけないし、うちの場合は、ほかにも、

忙しい時期に頑張るので、例えば、スイカの出荷が終わったら、みんなでご飯

を食べに行こうねとか、暑い時期が終わって、この仕事が済んだら、みんなで

どこどこへ行こうねといったことはやっていますね。日本人より、特にフィリ

ピンとかアジアの人は、慰安旅行とかが本当に好きみたいです。

(5) 青山浩子氏の再質問

青山 もう一つお願いします。別の農業法人で、外国人は本当に貪欲で、ハ

ングリーで働くので、高度人材ということで、ビザをちゃんと取ってもらって、

農場長をやってもらうとか、正社員としてやってもらうといったところが幾つ

かあるのですが、西山さんはそこまでも考えておられますか。

西山 将来的には、日本人の中核人材を置くか、外国人の中核人材を育てる

か、どちらかだと思うのですが、後者の外国人の中核人材を育てるほうが簡単

かもというイメージがありますね。ただ、とても長い期間の計画をつくってい

かないといけないので、そう簡単にはいかないと思いますが、日本人の若者を

中核人材として育てていくよりは可能性も高いし、簡単かなという気はします。

ただ、それは一概には言えませんが、自分ではそう思いますね。

田原には、高度人材のビザで農業に従事している外国人もいないことはない

です。特に畜産関係ですね。獣医の資格を持って畜産関係に来ている人が何人
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かいます。ほかは、高度人材で入っているのはほとんどいないですね。そんな

感じです。

(6) 八木宏典氏の質問

八木 日本農研の八木と申します。２点ほどお伺いしたいのですが、今の青

山さんの質問に重ねての話になるかもしれません。

今、制度的には、外国人でも永住権を持っていたり、日本人と婚姻関係にあ

りますと、農業への参入が可能であるということになっていると思うのですが、

中堅の雇用労働力の育成の先に、外国人が農業経営をするというケースが今、

幾つか出ていますけれども、西山さんは、将来的に、日本の農業はどうあるべ

きか、この中でどのようにお考えなのか、印象程度で結構ですから、教えてい

ただきたい。

スライドの49頁のところで、「間接費用を削減する」ということで、技能実

習制度への要望で、実習生の手取りを増やすために、間接費用が多過ぎるとい

うことだと思うのですが、この費目の中で、何を減らせばいいかということで

す。監理費用や出入国の費用などがあるのだろうと思うのですが、このあたり

はいかがでしょうか。

と申しますのは、多分本音は、短期の優秀な外国人に働いてもらいたいとい

うことではないかと思うのですが、そうした人材を確保するためには、相当リ

クルートといいますか、人材募集のための努力は、かなり大きな効果を生み出

す可能性があるのではないかと思うのですが、このあたりについても少し教え

ていただければと思います。

西山 まず、永住権とか、長期にいて、あるいは、もっと言うと、技能実習

から特定技能までやって、将来は高度人材になって、さらに農場の経営移譲ま

で受ける外国人が出てきたらどうでしょうかという話だと思うのですが、多分、

農家サイドでは別に反対ではないです。オーケーだと思うのですが、簡単には

できないだろうと思います。

最近、農業の現場で一番嫌なというとおかしいですが、仲間がどんどん減っ

ていくのです。あそこでもやめ、ここでもやめ。今、ネットなどがあって、遠

くの農業者と交流する機会もありますが、今、近所で人がどんどんいなくなる
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のですね。だったら外国人でも人がいたほうがいいよねという感じですね。ま

して、その人が10年も20年もいれば、日本語がしゃべれるでしょうから、そう

いう農業経営者がいても、私たちは全然オーケーかなという気がします。ただ、

それは日本のルールに従っていただくのが前提で、犯罪みたいなことはやめて

ねという話ですね。

次に、間接費の話ですが、実は、つくった原稿はもうちょっと長くて、小芝

居があったのです。原稿をはしょってしまったのですが、私たちが特に問題に

しているのは、入国に要する費用ですね。物価水準がかなり違う国なものです

から、本来、費用はかなり安いのではないか。ここですね。渡航時で60万円と

か、100万円とか、実習生から取るわけです。それは高過ぎないかということ

がいつもあるのですね。

私は、実習生の面接で、送出し国に行ったこともあるのですが、夕食の会食

の席には、その地域の有力者がなぜかいるのです。その人はその送り出し機関

と何か関係あるのかなと思って古い原稿では小芝居を挿入してあったのです。

「いつも悪いね、こんなによくしてもらって」「いやあ、お代官様、今度の

うちの実習生もスムーズに出してやってくださいね」「ところで、いつもあり

がたいが、こんなにしてもらって大丈夫か」「いや、実習生からちょっと余計

取れば済むことですから」「そうか。そちも悪よのう、越後屋」という落ちが

あったのですが、賄賂が横行しているような国では、そういうことがあるので

はないでしょうかということです。だから、それは高くないですかみたいな話

ですね。

また、管理団体の監理費も高いよねというところもあるのですが、確かに監

理費は高いです。私たちのイメージとしても高いと思います。ただ、これは監

理会社がむちゃくちゃもうけているのかというと、どうもそうでもないらしい。

結局、これは何かというと、規制に係るコスト、間接費。失踪したりするので、

巡回もこれだけのペースでやらなければいけないといったことがある。余剰利

益は出してほしくない。もうちょっと下げる努力をしてほしいけれども、これ

は仕組みとしても下げないと無理ではないか。もうちょっと安くできる仕組み

を考えないと無理ではないか。表面的に「おまえ、もうけ過ぎているから」と

いう話は、この辺に関しては言えないのかなと。でも、できれば、この辺も規
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制や手続きを簡略化して何とか下げてほしいと思っています。

(7) 矢坂雅充氏の質問

矢坂 東京大学の矢坂と申します。私は特に畜産を勉強しているので、大規

模な酪農企業などを回ると、外国人の実習生の話を聞いたりするのですが、今

日、お話を伺うと、「お父さん」と呼ばれていたり、一緒にお祭りに行かれた

りして、実習生の人とは大家族のような感じでつき合いをされて、それが地元

の人と実習生のつながりをつけたり、信頼感を醸成しているのだなとつくづく

思いましたが、規模が大きくなって、実習生の数というか、外国人の数が２桁

近くなってきたりすると、家族という感じでつき合い切れなくなってしまって、

企業の仕組みとして、もう少し企業的な労務管理で、外国人を管理しなければ

いけなくて、そうすると、先ほどのような地元の人とのつながりをつくること

がなかなか難しくなって、企業の中で福利厚生を整備しなければいけないとい

う意味で、実習生の人のあり方も変わっていくような気がするのです。これか

ら実習生の事業体における規模が大きくなると、今申し上げたような問題が起

こる可能性はないでしょうかという質問です。

西山 あると思いますね。これははしょっていますが、実は私の家のある地

域は、外国人はそんなにいないのです。少ないのです。だから、逆に言うと、

地元の人がかわいがってくれる。ところが、田原市の中でも特定の地域に行く

と、外国人比率がめちゃくちゃ高いところがあるのです。そこに行くと、日本

人と外国人が分かれてしまっているのですね。外国人同士がグループになって、

日本人とは交流がない。

そのようなことにもなっているので、大規模な畜産農家はどのようにやった

らいいのかというのは、私は自分がそうでないのでわからないのですが、規模

が大きくなっても、地域とかとは別に、やはり信頼関係が大事かなと思います。

アジアの人は、特に、ボスがいざというときには出るのを見せるのが大事み

たいです。監理会社やほかの人に病院に連れていってもらっても恩に着ないと

いうのです。ボスが連れていってくれたとか、ボスの奥さんが連れていってく

れたということで恩に着るようなので、そこら辺は、自分が面倒を見れないか

らといって、全部下に任せてしまうよりは、仕事はほかに回して、ここの部分
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だけは面倒を見るようにしたほうがうまくいくのではないかと思います。

(8) 加納青夏氏の再質問

加納 ２つ質問したいのですが、１つ目は、ＪＡが窓口になったときに、い

いところは、監理費が安いけれども、問題になったときに相談できないとおっ

しゃっていたのですが、外国人受入れの制度が変わったから、農家が対応しな

ければいけないとなったときに、どのように課題を解決していらっしゃるのか

という点と、もう一つは、中国の例を見ると、実習生の出身国が発展してしま

うと、その国の実習生を受け入れられないということは、例えば、今はカンボ

ジアになっているけれども、もしカンボジアが経済発展してしまったら次の国

ということで、次、次、次といくと、実習生というものが存在できないのでは

ないかと思ってしまうのですが、農業従事者として、労働力をどうキープして

いったらいいと考えているか教えていただきたいと思います。よろしくお願い

します。

西山 まず、ＪＡのいいところ、悪いところという話の中で、１つは、ＪＡ

が監理業務をする場合に、農家さんの情報がわかっているので、極めて簡便に

できるということを言って、デメリットとして言ったのは、問題がある農家に、

ＪＡ側は文句を言いにくい。あるいは、あなたのところへはもう入れませんよ、

あるいは、ここを改善してくれなければだめですよということは、ほかの都合

があって、ＪＡ側からはなかなか言いにくいです。

もう一つ、ＪＡのデメリットとして言えるのは、課題解決の問題があるので

すが、2018年秋、技能実習の保護法ができた。今度、特定技能ができた。そう

いう意味で、いろいろな新しい形ができているのですが、やはり遅い。これは

確かですね。民間のほうは、ここはいち早く対応していこうというのがはっき

りしています。農協さんからも入れていて、民間からも入れているというのは

少ないのですが、私は両方から入れていて、両方の事情を見ていると、はっき

りわかりますね。

それから、経済発展に伴って、実習生がいなくなるのではないかという話で

すが、それは当然だと思います。中国の給与水準が上がって、経済発展してく

れば、日本に出稼ぎに来るメリットはなくなるし、ほかの国でも全く同じこと
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が起こると思います。だから、外国人にいつまでも頼れるかどうかと言われた

ら、それは全くわかりません。ただ、では、世界中、みんな豊かになるかとい

ったら、それもわかりません。

農家の今の話というか、これは話題程度に受け取ってもらえばいいのですが、

いろいろなことを考えています。

１つは、先ほども言ったように、待遇をよくしていきましょうという考え方

です。特定技能も含めてそうですが、国との賃金格差を少しずつ縮めようとか、

あるいは、ソフトパワーで、日本語を学びたいとか、日本に憧れているという

場合は、給料はそんなに高くないけれども、行きたいという動機づけにしまし

ょうという部分で工夫して、給料格差は縮んだけれども、何とか集めていこう

というのと、もう一つは、「タイは給与水準が近いので、ちょっと難しいよね。

じゃ」というので、今、民間団体では、ウズベキスタンだったですか、次はそ

の国を狙おうということをやっているところもあります。あとは、スリランカ

を入れているところもあります。だから、そのような流れも２つぐらいあるの

かなと思います。

──了──
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