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「水産振興」発刊の趣旨
　日本漁業は、沿岸、沖合、そして遠洋の漁業といわれるが、われわれは、それぞれが調和の
とれた振興があることを期待しておるので、その為には、それぞれの個別的分析、乃至振興施
策の必要性を、痛感するものである。坊間には、あまりにもそれぞれを代表する、いわゆる利
益代表的見解が横行しすぎる嫌いがあるのである。われわれは、わが国民経済のなかにおける
日本漁業を、近代産業として、より発展振興させることが要請されていると信ずるものである。
　ここに、われわれは、日本水産業の個別的分析の徹底につとめるとともにその総合的視点か
らの研究、さらに、世界経済とともに発展振興する方策の樹立に一層精進を加えることを考え
たものである。
　この様な努力目標にむかってわれわれの調査研究事業を発足させた次第で冊子の生れた処以、
またこれへの奉仕の、ささやかな表われである。

　昭和 42 年 7月
財団法人　東京水産振興会
（題字は井野碩哉元会長）
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【解題】

早稲田大学・名誉教授、日本農業経営大学校・校長

堀口　健治

　今回の『水産振興』では、公表されたばかりの 2018 年漁業センサスの数字

も用い、水産業で働く外国人の状況把握と分析を北海道大学の佐々木貴文さ

んに行っていただいた。この分野で最も詳しい研究者である。漁業だけではな

く養殖、加工業、それぞれ様子が異なるのであるが、本稿を読めば各分野の

最新の状況を知ることができる。

　2019 年 4 月から始まった外国人の就労ビザ「特定技能 1 号」の中で、農林

水産省が管轄するのは農業、漁業、飲食料品製造業、外食業である。しかし

この 4 種のうちで、外国人単純労働力の導入により先行し、歴史がある技能

実習の対象になっているのは農業、漁業、飲食料品製造業の 3 種であり、外

食業はこの対象ではない。正確に言うと技能実習 2 号、3 号に移行できる職

種（2020 年 2 月末）は、漁業では漁船漁業と養殖業の 2 職種 9 作業であり、

農業は耕種農業と畜産農業の 2 職種 6 作業、食品製造関係は 11 職種 16 作

業である。技能実習 2 号を終え、それなりの技能と日本語を身につけた技能

実習生は特定技能 1 号に応募することができるので、農業、漁業、飲食料品

製造業は一定のレベルにある労働者を集めることができるようになった。海外

での試験の合格者を含め、一定のレベルの労働者が応募してくれるのはありが

たい。その点で技能実習制度が先行し機能してきたことは大きな意味がある。

　外食業はその仕組みがないので、すでに日本に滞在し日本語専門学校や他

の専門学校、大学等で学ぶ留学生を主なターゲットとしている。資格外活動の

経験がある留学生で飲食業をアルバイトとしている者は多いが、これらの留学

生が外食業の特定技能の試験に合格できるものと期待しているのである。今ま

で 4 回の国内試験での合格率は 6 ～ 7 割水準のようで、今後、正規の従業員
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として期待できる人が増えていくはずである。

　これらの流れを見ると以下のように言えるであろう。日本の単純労働力の分

野では、単純な就労ビザではない「技能実習」ビザで先ず単純労働力を受入れ、

その上で「特定産業（14 の特定産業分野）に属する相当程度の知識又は経験

を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」として、よ

り高いレベルの外国人労働力を受け入れる特定技能 1 号（通年で最長 5 年）

に繋げたことになる。

　台湾のように全く中国語を知らない外国人でもすぐに受け入れ、台湾で稼げ

る仕組みと日本は大いに異なる。日本は技能実習で来るためには一定の日本

語等の訓練を求めている。また日本は研修という性格を持つために単純労働

ではあるが複数の異なる仕事を雇う側に求めるので、単純労働のみに徹する

韓国の就労ビザとは異なる。そして日本は研修の性格があるとはいえ「労働基

準法」に守られる労働者であり、賃金水準より低い水準にある研修手当では

ない。そのため残業規制も強く、この点で規制が弱く（韓国では農業は労基

法の対象外）出稼ぎとしては残業収入が多い韓国が魅力的ということからいえ

ば、日本の吸引力が弱いことは事実である。

　しかし、そうであっても、日本は先ずは技能実習で一定の技能や日本語を身

につけ、さらに特定技能にトライする仕組みを設けたのである。当然に賃金が

引き上げられることが想定されている。さらに一定の条件下では技能実習ビザ

で 3 号を設け、さらに 2 年の滞在を認めた。その後、特定技能 1 号に同じよ

うに応募できる。

　そしてまだ 3 種の産業に制限されているが、家族も帯同できる特定技能 2

号に応募できる。この特定技能 2 号は、大学卒や大学院修了で高度人材とし

て専門職で雇われる就労資格の「技術・人文知識・国際業務」ビザ（技術ビ

ザと略称）と同じように、一定年数を経過した場合、移民に近い性格の永住

ビザに転換できる可能性が強まったことになる。高卒が多い技能実習生がこの

ような経過を踏めば、また特定技能 2 号の対象になれば、永住ビザに到達す



― 3 ―

る可能性が出てきたのである。

　解題者は農業を主な分析対象として、2019 年 12 月に「ヒラ（技能実習ビザ）

から幹部（技術ビザ）にも広がる外国人労働力―農業通年雇用者不足下の外

国人の急速な量的質的拡大―」という論文を『農業経済研究』（91 巻 3 号）

に載せた。そして農業での外国人は、数としては技能実習 1・2 号が多いが、

これに 3 号、そして技術ビザが増加していることを指摘した。また、申請が多

いにもかかわらず特定技能は未だわずかしか認められていないことも明らかに

した。

　これらの流れは、雇われる外国人は日本人と同じように職階に位置付けられ、

給料水準も上がることを意味する。外国人の人材育成が意図的に組まれ、例

えば企業による受験料の負担等で日本の運転免許証（外国免許切替）を取り、

大型農業機械を取り扱う技能実習生が多く生まれている。免許証を取れば月

給で 1.5 万円の増額になる。畜産業では、日本の獣医師のみが行える仕事は

出来ないが、その周辺の仕事や動物の観察、獣医師が来る前に必要な作業を

こなすような、外国大学の獣医学科を卒業した学士が技術ビザで来日している。

　日本で働く外国人は、数が急速に増加しているだけではない。単純労働力

から高度人材まで質的にも幅が広がっているのである。では水産業ではこの流

れはどうであろうか。大いに関心のあるところである。
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北海道大学大学院水産科学研究院　　　

准教授　佐々木　貴文

はじめに

（1）深刻化するわが国の労働力事情・人口事情

　日本はすでに、生産年齢人口の減少局面に入って久しい。合計特殊出生

率は、2005 年に記録した過去最低の 1.26 から持ち直しつつあったが、この

間ふたたび頭をもたげつつあり、2018 年は 1.42 と 3 年連続の低下に終わっ

た。出生数が 100 万人を割り込むことがニュースになったのは過去の話となり、

2018 年に生まれた子どもの数は過去最低を更新する 91 万 8,397人で、3 年連

続の 100 万人割れとなった。

　総務省統計局が公表した 2020 年 2 月 1日現在の総人口（概算値）は 1 億

2,601 万人で、前年比で約 30 万人の減少となっている。出生数の低迷は高齢

化と表裏一体であり、総人口の減少のなか、高齢者人口は 3,588 万人（2019

年 9 月公表）と過去最多となっている。高齢者人口が総人口に占める割合、

すなわち高齢化率は 28.4％と過去最高で、この数字は世界で最も高いとされ

ている。後期高齢者（75 歳以上人口）が前期高齢者（65 ～ 74 歳人口）を上

回ったことを意味する「重老齢社会」も、今では人口に膾炙した言葉となった。

　さらに 1940 年代後半に生まれた「団塊の世代」が 75 歳以上となり、国民

の 2 割が医療費負担の大きい後期高齢者となる「2025 年問題」は手の届くと

ころまできているし、日本の高齢者人口がピークをむかえ、現役世代 1.5 人が

高齢者 1 人を支える構図になる「2040 年問題」も遠い未来の話ではなくなっ

てきている。

　政府は、2019 年 6 月に「2040 年を展望した社会保障・働き方改革本部の

水産業における外国人労働力の導入実態と
今後の展望
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とりまとめ」（厚生労働省保険局）を公表して、①多様な就労・社会参加の環

境整備、②健康寿命の延伸、③医療・福祉サービスの向上による生産性の改

善、④給付と負担のバランス見直し等による社会保障の持続性の確保、など

によって「国民誰もが、より長く、元気に活躍できる」社会を実現するとしてい

る。しかし、実質賃金の低迷や雇用環境の不安定化が継続するなか、支える

側となる現役世代の疲弊を放置し続けてきたツケが一気に噴出して掛け声倒れ

となりはしないか心配されるところである。望まぬまま非正規雇用となった者が

多いとされる就職氷河期世代も高齢者層に順次加入していく。

（2）水産業における労働力不足の現状

　こうした日本全体にみられる危機的な労働力事情・人口事情は、産業構造

や外部環境の変化と相まって、漁業にとっても問題となっている。「漁業センサ

ス」によれば漁業就業者は、1993 年の 32 万 4,886 人から2018 年には 15 万

1,701 人にまで減少し、四半世紀で半減を超えるマイナス 53.3% を記録してい

る。近年は毎年 4% 前後の減少を続け、今後はいつ 10 万人水準を割り込むか

が焦点となってくる。水産庁『水産白書』（平成 30 年度）は、2048 年に７万 3,000

人程度になる予測も成り立つとしている。

　日本漁業が縮小するなか、個人経営体（自家漁業）における後継者の確保

割合は、主要な海面養殖で 3 ～ 4 割程度が後継者を確保してなんとか踏ん張

る一方、海面養殖を除く沿岸漁業層は低迷し、2018 年では 12.7% となった〔表

-1、表 -2 参照〕。2008 年時点ですでに 14.1% と低迷していたものがさらに低

下した状態となっている。後継者確保率の問題は、生産力のある動力漁船 5

～ 10トン層が 2008 年の 28.0% から 2018 年には 23.1% にまで確保率を下げ

たことや、小型定置網が 29.0% から 25.9% に低下していることも懸念事項と

いえ、沿岸漁業層では大型・さけ定置網漁業が健闘していることくらいしか明

るい数字がない状況となっている。

　漁業に人材が集まらなくなっている背景には、全国的な少子化を基底にしな
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がらも、漁家や漁村に生まれ育った若者が、より良い賃金水準や雇用環境、

住環境を求めて都市部に流出してきた現実がある。結果的に、漁港背後集落

の高齢化率の上昇も継続しており、2018 年には全国平均より10 ポイント高い

38.9％に達した〔図 -1 参照〕。漁業・漁村は高齢化の点で日本全体の動向を

一歩先ゆく形で深刻さを増す状況にある。

　はたして労働力不足は、沿岸漁業のみならず、事業継続の意思が十分にあ

り、かつ多くの雇用労働力を必要とする沖合漁業や一部の貝類養殖業、それ

表-1　個⼈経営体における⾃家漁業の後継者の有無別経営体数（海⾯養殖を除く沿岸漁業層）

表-2　個⼈経営体における⾃家漁業の後継者の有無別経営体数（主要な海⾯養殖）

注）各年の漁業センサスより作成。

注）各年の漁業センサスより作成。

2008 年 2018 年 B/A*
100計 後継者

あり （%）:A 計 後継者
あり （%）:B

沿岸漁業層計
（海⾯養殖を除く）

87,174 12,333 14.1 58,611 7,454 12.7 89.9

漁船⾮使⽤ 3,686 270 7.3 2,590 228 8.8 120.2
無動⼒漁船のみ 156 15 9.6 47 5 10.6 110.6
動⼒船１トン未満 27,447 3,372 12.3 19,287 2,016 10.5 85.1
１〜３トン 18,033 1,520 8.4 10,618 800 7.5 89.4
３〜５トン 25,308 3,595 14.2 16,615 2,123 12.8 90.0
５〜１０トン 9,241 2,583 28.0 7,255 1,678 23.1 82.7
⼤型・さけ定置網 274 100 36.5 230 94 40.9 112.0
⼩型定置網 3,029 878 29.0 1,969 510 25.9 89.4

2008 年 2018 年 B/A*
100計 後継者

あり （%）:A 計 後継者
あり （%）:B

⿂類養殖 1,474 577 39.1 809 290 35.8 91.6
ほたてがい養殖 3,313 1,296 39.1 2,390 948 39.7 101.4
かき類養殖 2,734 888 32.5 1,880 568 30.2 93.0
こんぶ類養殖 1,283 373 29.1 912 255 28.0 96.2
わかめ類養殖 2,321 627 27.0 1,813 495 27.3 101.1
のり類養殖 4,411 1,389 31.5 2,864 1,019 35.6 113.0
真珠養殖 855 241 28.2 513 138 26.9 95.4
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に漁港背後集落などを拠点に労働集約的な生産活動を展開する水産加工業で

表出するようになっている。例えば、漁家の「次男三男」などを頼って労働力

を確保してきた漁船漁業の人手不足は顕著で、それは有効求人倍率の推移に

反映されるようになっている。国土交通省「船員職業安定年報」によると漁船

の有効求人倍率は、「団塊の世代」の退職で労働力不足に直面していた商船

を2016 年に抜きさり、さらに 2018 年にはついに 3 の大台を超えて 3.02 となっ

ている〔表 -3 参照〕。全産業の有効求人倍率は 1.61（2018 年）であるので、

漁船は倍近い値となっている。

　水産加工業でも労働力不足は深刻で、漁村・周縁地域の人口減少や高齢

化が進むなかで日本人のパート従業員の確保が困難となり、最低賃金での労

図-1　漁港背後集落における⾼齢化率の推移（単位：%）
注）⽔産庁資料より作成。

表-3　漁船ならびに商船の有効求⼈倍率の推移

注）各年の国⼟交通省「船員職業安定年報」より作成。

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
漁船 0.47 0.33 0.50 0.55 1.16 1.41 1.70 1.66 2.15 2.52 3.02
商船等 1.03 0.44 0.40 0.73 1.03 1.28 1.93 2.03 2.03 2.31 2.33
全産業計 0.88 0.47 0.52 0.65 0.80 0.93 1.09 1.2 1.36 1.5 1.61
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働力確保が思うようにいかなくなっている。「国勢調査」から水産食料品製造

業従事者数の推移を確認すると、総数の減少と高齢化の進展がはっきりと跡

付けられている。2000 年調査時には 22 万 1,537人であった従事者総数が、

2005 年には 20 万人を割り込み、2010 年には 18 万 4,630 人、2015 年には

16 万 5,390 人となった〔図 -2 参照〕。高齢化率は逆に増加の一途をたどり、

2000 年の 8.3% から、9.4%、10.5%ときて、2015 年には14.7%となっている。「国

図-2　⽔産⾷料品製造業従事者数の推移と⾼齢化率（国勢調査）

図-3　⽔産⾷料品製造業従事者数の年齢階層別推移（国勢調査、単位：⼈）
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勢調査」から明らかとなる従事者数の年齢階層も、徐々に進む高齢者依存の実

態をうつし出しており、若年層の確保が容易ではないことがわかる〔図 -3 参照〕。

　経済産業省「工業統計調査」（従業者４人以上の事業所に関する統計表）

によれば、水産食料品製造業は直近の 10 年間をみても安定して 3 兆円を超え

る出荷額をほこり、比較的大きな産業として存在感を示している。2017 年の

製造品出荷額は 3 兆 3,833 億円であり、2007 年の 3 兆 4,071 億円とほぼ変

わらず安定して生産実績を積み重ねている。引き続き地域経済を支えていくた

めにも、安定した労働力の確保が求められている。

（3）本論考の目的

　本論考は、以上のようなわが国の水産業のおかれた厳しい局面について、

労働力の面から現状を分析し、この深刻な問題への対応策の一つとなってい

る外国人労働力の導入実態と、導入拡大にともなう諸課題に接近することを目

的としている。そして、『水産振興』での前作となる佐々木貴文・三輪千年・堀

口健治「外国人労働力に支えられた日本漁業の現実と課題－技能実習制度の

運用と展開に必要な視点－」『水産振興』（49-4）を踏まえて、新たな潮流の

確認と課題対処策についての考察をおこない、今後の展望としたい。

　具体的な内容としては、まず漁船漁業に関して沖合漁業における外国人技

能実習生の導入実態と彼ら実習生が生産現場で果たしている役割について触

れる。そのうえで漁船海技士不足の問題に関心を寄せ、今後の課題と対策を

検討する。海面養殖業については、カキ類養殖における外国人技能実習生依

存の深まりとその構造に触れるとともに、最近増加傾向にあるホタテガイ養殖

における実習生の導入実態を最大の生産地である北海道の事例からみていく。

水産加工業は、労働力確保が容易ではない全国実態に加え、数的にみてやは

り外国人労働力を最も多く導入している北海道に注目した考察を加える。そし

て、以上の統計・実態分析と今日のわが国の社会状況に関する考察を交えるこ

とで、水産業において外国人労働力依存が継続し、ますます拡大していくと
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予想されるなかでの未来を見据える。

　なお本論考は、現地調査や 2018 年漁業センサスの分析作業をJSPS 科研

費 19H01620・20K06249 の助成を受けて実施し、執筆したものとなっています。

記して謝意を表します。また本論考は、「日本漁業と「船上のディアスポラ」― “黒

塗り” にされる男たち」『産業構造の変化と外国人労働者』（明石書店、2018 年）

や「水産業における労働力構造の変化」、漁業経済学会『漁業経済研究』（64-1、

2020 年）、「日本漁業の〝生命線〟になる外国人」、成蹊大学アジア太平洋研

究センター『アジア太平洋研究』（44、2019 年）などの拙稿に修正を加えて再

構成したものでもあります。あわせてご参照ください。

第１章　 水産業における外国人労働力の現状

（1）水産業における外国人労働力の導入にかかわる制度

　労働力不足が顕在化するなかで、漁業ならびに水産加工業においては外国

人労働力に頼る就業構造が形成されている。漁業ではかなり以前より、マルシッ

プ制度と外国人技能実習制度による外国人労働力の導入が進められてきた。

　前者のマルシップ制度とは、日本法人が所有する船舶を外国法人に裸用船

として貸し渡し、その外国法人が現地で外国人船員（マルシップ船員）を乗り

組ませた漁船を、貸し渡した日本法人が定期用船として再度チャーターする制

度となっている。こうした制度設計が為されているため、漁船マルシップ制度

は基本的に、遠洋漁業で用いられる制度となっている。

　マルシップ制度自体は、1970 年代後半に商船に導入された外国人船員の受

け入れ方式であり、世界的な海運（運賃）競争の激化を受けて取り組まれた人

件費削減を目指した外国人混乗制度として成立した。漁船漁業では 1990 年に

「海船協方式」として導入され、燃油費や入漁料といった操業コスト高に苦し

む漁業経営体を側面支援するための施策として機能した。そしてその後、本格

的な「国連海洋法条約時代」の到来や燃油費・資材高騰、外国漁船との競
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争激化など、操業の外部環境が悪化し続けたことをうけ、1998 年に従来の混

乗率上限 40%を上回って外国人船員を乗せることができる漁船マルシップ制度

へと移行して今日にいたっている。

　後者の外国人技能実習制度とは、1989 年に在留資格が明確化された外国

人研修制度を土台としたもので、漁船漁業では 1992 年以降 1 年間に限定して

カツオ一本釣り漁業で受け入れがスタートした。その後はイカ釣り漁業やはえ

縄漁業、さらにはまき網漁業や底びき網漁業などへと受入れ可能漁業種類が

拡大していった。当初は海上での「研修」という特殊性にかんがみてパイロッ

トケースとして導入されたが、2009 年 7 月の「入管法」改定（施行は 2010 年

7 月）以降は試行制度から本制度に格上げされ、今日に続く漁業技能実習制

度の骨格が形成された。養殖業については、2009 年 12 月に「ほたてがい・ま

がき養殖」作業が認定され、2010 年より今日の制度が動き始めている。

　2020 年 2 月現在、漁業関係では「かつお一本釣り漁業」、「延縄漁業」、「い

か釣り漁業」、「まき網漁業」、「ひき網漁業」、「刺し網漁業」、「定置網漁業」、

「かに・えびかご漁業」、「ほたてがい・まがき養殖」が 2 年以上の実習が可能

な作業に指定されている。これら漁業関係と同様に、水産加工業でも外国人

技能実習制度は盛んに利用されており、「加熱性水産加工食品製造業」、「非

加熱性水産加工食品製造業」「水産練り製品」「缶詰巻締」の 4 職種が対象

となっており、近く「生食用食品製造」と「調理加工品製造」が追加される予

定となっている。

　現在の漁業・水産加工業における技能実習制度では、最長 5 年間にわたっ

て実習生が働くことが可能となっている。技能実習は 3 つに区分され、入国

後 1 年目の修得期間（第 1 号技能実習）、2・3 年目の習熟期間（第 2 号技能

実習）、4・5 年目の熟達期間（第 3 号技能実習）が設けられている。2 号へ

の移行には学科と実技、3 号への移行には実技の技能評価試験があり、合格

が条件づけられている。

　実習生の受入・管理方式は、海外に現地法人や合弁会社などを持つ企業が
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独自に技能実習生を受け入れる企業単独型と、事業協同組合や商工会等の営

利を目的としない団体が受け入れる団体監理型の２方式がある。9 割強の実習

生が後者の方式で実習を受けており、水産業でも後者の方式が用いられてい

る。技能実習生には日本人と同じ労働法規が適用され、「船員法」や「労働基

準法」にもとづいて処遇されている。

　その技能実習生であるが、かつての漁業分野ではフィリピンや中国からやっ

てきた若者もみられていたものの、現在は養殖業や定置網漁業を除きインドネ

シアからの労働者が大多数を占めている。インドネシア依存はマルシップ漁船

でもみられており、要因としては、①インドネシア全土に水産高校が整備され

ていること、②現地の賃金水準が依然として低いこと、③労働集約的な産業

が多数残存するインドネシアでは高学歴者の失業率が相対的に高いことなどが

あげられる。

　なおマルシップ漁船の場合、入漁条件として漁場国労働者の雇用が義務付

けられることがあり、フィジーやキリバス、ミクロネシア連邦等の労働者が働く

写真-1　接岸作業にとりかかる海外まき網漁船で働くマルシップ船員
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姿がみられる〔写真 -1 参照〕。

　養殖分野や水産加工分野では、圧倒的に中国からの実習生が多かったが、

ここ数年で一気にベトナムシフトが進んだ。中国国内の物価・人件費が上昇し、

来日メリットが薄れたためであった。代替国となったベトナムは、国として〝出

稼ぎ〟を重要な外貨獲得産業と認識しており、台湾や韓国、中東などにも多く

の労働者を送り出している。そのなかで日本は給与未払いリスクが低く治安も

良好であり、場合によっては帰国後、習得した日本語能力を活かして日系企業

への就職が可能であることから魅力が再認識されている状況にある。インドネ

シアと同様、若年層（15 ～ 24 歳）の失業問題を抱えている国内事情があるこ

とから、日本側には大卒者といった高い教育を受けた人材の確保が可能な点

に魅力を感じる経営者もいる。はたして、養殖分野での技能実習生の国籍割

合（2018 年）は、水産庁が調べたところによると、ベトナム 49%、中国 35%、

インドネシア 14%、フィリピン 2% の構成比となっている。

　この二つの制度に加えて、2019 年からは新たな在留資格「特定技能」によ

る労働力確保の道が開かれており、食料品製造業に位置付けられた水産加工

業での導入が徐々に始まっている。水産加工業では日系人や留学生なども働い

ており、外国人材への依存はとどまるところを知らない。

　特定技能については、2020 年以降、漁船漁業・養殖業でも第 2 号技能実

習を修了した外国人が在留資格を取得して就労するようになっており、大中型

まき網漁船などで活躍する姿がみられる。技能実習を経ていない者を受け入

れるための「漁業技能測定試験（漁業又は養殖業）」と日本語能力試験も実

施されることとなっており、導入事例は拡大していくとみられている。

　水産庁は、「漁業分野の有効求人倍率は、漁船員 2.52 倍（船員職業安定

年報）、水産養殖作業員 2.08 倍（職業安定業務統計）となっているなど、深

刻な人手不足の状況にある」ため、特定技能制度に基づいて外国人労働力の「受

入れの必要性」が十分にあるとしている。そのため「受入れ見込数」は、「向

こう５年間で２万人程度の人手不足が見込まれる」として、5 年間で最大 9000
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人に設定した（水産庁「漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の

運用に関する方針」より）。

　この人数は、かなり余裕をもって設定されたように見受けられるが、技能実

習 2 号として実習を修了した者が、技能実習 3 号を選択するのか、特定技能

1 号を選択するのかは今後、その背景も含めて注目したい。また技能実習を終

えて帰国した者が、再度来日の意向を示すのかどうかも注目であろう。

（2）2018 年漁業センサスから明らかとなる水産業における

外国人労働力の導入実態

　漁業への外国人労働力の導入実態を、公表されたばかりの 2018 年漁業セ

表-4　11⽉１⽇現在の海上作業従事者数と外国⼈労働者数

注）各年の漁業センサスより作成。

2008 年 2018 年
従事者数 外国⼈数 外国⼈⽐率 従事者数 外国⼈数 外国⼈⽐率

総計 217,107 6,170 2.8 155,692 6,644 4.3
船外機付漁船 22,641 - - 16,259 6 0.0

動⼒漁船
使⽤

１トン未満 3,287 - - 1,910 - -
１〜３ 19,133 - - 11,205 2 0.0
３〜５ 33,562 3 0.0 21,090 8 0.0
５〜10 17,880 23 0.1 13,473 68 0.5
10〜20 14,536 567 3.9 11,024 796 7.2
20〜30 3,252 15 0.5 2,461 45 1.8
30〜50 3,730 118 3.2 3,124 236 7.6
50〜100 4,397 220 5.0 2,929 365 12.5
100〜200 5,062 255 5.0 4,679 704 15.0
200〜500 3,709 748 20.2 1,881 389 20.7
500〜1,000 3,088 978 31.7 2,091 687 32.9
1,000〜3,000 6,242 2,777 44.5 4,312 1,707 39.6
3,000トン以上 824 409 49.6 402 214 53.2

⼤型定置網 6,222 15 0.2 5,116 95 1.9
さけ定置網 4,801 - - 3,832 3 0.1
⼩型定置網 9,406 - - 5,659 15 0.3
海⾯養殖計 53,104 42 0.1 42,626 1,304 3.1

内訳
⿂類養殖 8,432 - - 7,062 41 0.6
ほたてがい養殖 10,080 - - 8,910 202 2.3
かき類養殖 6,329 40 0.6 5,615 1,035 18.4
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ンサスを中心に確認すると、2008 年から2018 年の 10 年間で 500 人ほど増加

して 6,644 人となっていることがわかる〔表 -4 参照〕。漁船漁業では、汎用性

の高い 10 ～ 20トン漁船を例外として、基本的に漁船の規模が大きくなればな

るほど外国人比率が高まる傾向にあり、この傾向は 2008 年でも 2018 年でも

変わらない。しかしながら内訳をみると、10 年で 10 ～ 20トン層で 200人以上、

100 ～ 200トン層で 400 人以上増加しているのに対して、200 ～ 500トン層で

は半減しており、500 ～ 1,000トン層や 1,000 ～ 3,000トン層、そして 3,000ト

ン以上層でも同様に大きく数を減らしていることがわかる。すなわち、沖合漁

業での導入拡大が進む一方で、経営体数を大きく減らしてきた遠洋漁業での

縮小が確認できる結果となっているのである〔図 -4 参照〕。

　漁船漁業以外では、大型定置網での導入拡大が始まっていることや、カキ

類養殖で急速に導入が進み 1,000 人ほどの増加がみられる点が注目される。

ホタテガイ養殖でもいよいよ導入が本格化している様子がうかがえる。

　こうした漁業センサス結果からは、漁船漁業では遠洋漁業が縮小しマルシッ

プ船員が減少するなかで、沖合漁業や養殖業への外国人技能実習生の導入が

進み、トータルでは増加傾向が継続していることがわかる。実際、マルシップ

図-4　マルシップ制度を利⽤する主な漁業の経営体数変化
注）各年の漁業センサスより作成。なお2013年までは「主とする漁業種類別経営体数」で、2018年は「販
売⾦額１位の漁業種類別経営体数」。
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船員は、遠洋マグロはえ縄漁業や遠洋カツオ一本釣り漁業が大きく経営体数

を減らすなかで減少を続け、2013 年の 5,255 人から2018 年には 4,628 人と、

5 年ほどで 10% を超える減少となっている。沖合漁業における労働力不足と、

遠洋漁業の衰退がしばらく綱引きを続ける可能性もあるけれど、この間、わが

国の海面漁業生産量の 45 ～ 48% 程度をまかなっている沖合漁業における労

働力不足が深刻化していることにより注目していくことが重要になろう。

　水産加工業についても労働力問題は深刻になっていることから外国人労働

力の導入が進んでいる。漁業センサスから水産加工場における外国人労働者

数の推移をみると、2008 年の 1 万 1,629 人から 2018 年には 1 万 7,339 人へ

と 1.5 倍に増加していることがわかる〔図 -5 参照〕。この間、全従業員数は

21 万３千人水準から17 万 1 千人水準へと 2 割減となっているので、外国人比

率は 5.5% から10.1% へと倍増する結果となっている。

　深まる外国人依存は、工場の規模や都道府県ごとによる濃淡がある。工場

の従事者規模別でみると、規模が大きくなると外国人比率が増加する傾向が

みてとれる〔表 -5 参照〕。ただ 2008 年の段階では、10 人以上の工場規模で

図-5　⽔産加⼯場における外国⼈労働者数の推移
注）各年の漁業センサスより作成。
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外国人比率は 5% 水準であったものが、2018 年になると 10 人以上であれば

のきなみ 10% 程度の高い比率となり、従業者数が 10 人未満の零細な工場を

除けば、どのような規模の工場でも外国人なくしては安定操業が難しい状況に

なっていることがわかる。

　なお都道府県別の推移をやはり漁業センサスでみると、2018 年で外国人比

率が 10% を超えるのは 20 の都道府県にのぼり、2008 年の 4 から大きく増加

している。また 2018 年現在、外国人の人数が 1,000 人を超えるのは北海道

（3,584 人）、宮城県（1,028 人）、千葉県（1,919人）、静岡県（1,187人）となっ

ており、この人数は北海道で2008年の1.53倍、宮城県で1.69倍、千葉県で1.27

倍、静岡県で 0.80 倍となっている。

第２章　 漁船漁業における外国人技能実習生の導入拡大と
その課題

（1）沖合漁業の重要性と労働力不足

　日本の海面漁業生産量は、200 カイリ体制への移行が本格化した 1970 年

代後半から変調をきたした。一定期間におよんだイワシの豊漁が激変緩和に果

表-5　⽔産加⼯場の従事者規模別従事者数（単位：⼈、%）

注）各年の漁業センサスより作成。

2008 年 2018 年
従事者数 従事者数
内外国⼈ 外国⼈⽐率 内外国⼈ 外国⼈⽐率

計 213,159 11,629 5.5 171,360 17,339 10.1
従
業
者
規
模
別
内
訳

1〜 4⼈ 7,365 29 0.4 4,877 42 0.9
5 〜 9 17,328 458 2.6 11,525 392 3.4
10 〜 29 50,943 2,636 5.2 38,217 3,517 9.2
30 〜 49 29,902 1,674 5.6 24,692 2,651 10.7
50 〜 99 43,696 3,068 7.0 34,290 4,167 12.2
100 〜 299 47,256 2,820 6.0 40,100 4,505 11.2
300 ⼈以上 16,669 944 5.7 17,659 2,065 11.7
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たした役割は小さくなかったが、1990 年代に入るといよいよ生産量の減少が

顕在化した。そのダウントレンドは今日まで継続しており、ここ 10 年の海面漁

業生産量だけをみても、2008 年の 552 万トンから 2018 年には 436 万トンへ

と減少した。養殖業が踏ん張りをみせてもなお約 2 割もの生産量が失われた

ことになる〔表 -6 参照〕。1,282 万トン（1984 年）もの漁獲があったピーク時

からみれば、三分の一程度になっている。

　ただこうして生産量が落ち込むなかで、沖合漁業は今なお海面漁業生産量

の半分程度を生産する主力漁業となっている。養殖業への餌料供給や水産加

工業への原魚供給なども担っており、日本水産業にとって重要な位置を占めて

いる。しかし、この沖合漁業も労働力を安定的に確保することが難しいという

課題を抱えている。例えば、沖合漁業のなかでも特に労働負荷の高い沖合底

びき網漁業では、日本人若手船員の確保が難しくなっているため船員の高齢

化が進み、50 代が中心的な存在となっている。たしかに同じ沖合底びき網漁

業であっても、北海道内を根拠地とする船団では日帰り操業が可能であること

や、域内賃金との比較で優位性があるため厚い若年層が存在するといった例

外はあるものの、全国的にみた場合は総じて厳しい局面にある。

計 漁業 養殖業 沿岸
⽐率

養殖
⽐率

沖合
⽐率⼩計 遠洋 沖合 沿岸

2008 年 5,520 4,373 474 2,581 1,319 1,146 23.9 20.8 46.8
2009 年 5,349 4,147 443 2,411 1,293 1,202 24.2 22.5 45.1
2010 年 5,233 4,122 480 2,356 1,286 1,111 24.6 21.2 45.0
2011 年 4,693 3,824 431 2,264 1,129 869 24.1 18.5 48.2
2012 年 4,786 3,747 458 2,198 1,090 1,040 22.8 21.7 45.9
2013 年 4,713 3,713 396 2,169 1,151 997 24.6 21.2 46.0
2014 年 4,701 4,701 369 2,246 1,098 988 23.4 21.0 47.8
2015 年 4,561 3,492 358 2,053 1,081 1,069 23.7 23.4 45.0
2016 年 4,296 3,264 334 1,936 994 1,033 23.1 24.0 45.1
2017 年 4,244 3,258 314 2,051 893 986 21.0 23.2 48.3
2018 年 4,364 3,360 349 2,042 968 1,005 22.2 23.0 46.8

表-6　海⾯漁業⽣産量の推移（単位：千トン、%）

注）漁業・養殖業⽣産統計より作成。
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　各漁船漁船で導入されている外国人技能実習生の量的推移からは、労働力

の確保が難しくなっているのが沖合底びき網漁業だけではないことがわかる。

作業名別（漁業種類別）でみた外国人技能実習生の在留状況は、制度導入か

ら総数で最大の「かつお一本釣り漁業」で頭打ち感がでているものの、ここ

数年で「ひき網漁業」や「まき網漁業」において技能実習生への依存がかな

りのペースで拡大していることを示している〔図 -6、写真 -2、写真 -3 参照〕。

　この結果、養殖を除く漁業分野での技能実習生の雇用は、年 200 人増ペー

スとなっており、2013 年（1,042 人）から 2018 年（1,738 人）までの増加率

は 1.67 倍となった。増加ペースの早い「定置網漁業」を除いても、2013 年の

1,000 人から2018 年の 1,600 人へと 1.60 倍の増加となった。

　他方、マルシップ船員は遠洋漁業が縮小傾向にあることで減少している。マ

ルシップ船員は既述のように、遠洋マグロはえ縄漁業や遠洋カツオ一本釣り漁

業が大きく経営体数を減らすなかで減少を続け、2013 年の 5,255 人から2018

年には 4,628 人となった。率にして 11.9% の減少となっている。この減少を技

能実習生の増加で相殺しているのである。沖合漁業での外国人労働力の導入

図-6　漁業種類別技能実習⽣在留状況（各年度 3⽉ 1⽇現在、単位：⼈）
注）⽔産庁資料より作成。
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写真-2　カニかご漁船で⽔揚げ作業をする外国⼈技能実習⽣

写真-3　カツオ一本釣り漁船で⽔揚げ作業をする外国⼈技能実習⽣
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スピードの速さがわかる。

（2）職務・職責からみた技能実習生の存在感

　沖合漁船漁業で働く技能実習生は、ほとんど例外なくインドネシアの水産高

校を卒業した者（全員が男性）で占められている。同じ海上労働をともなうホ

ガテガイ養殖の場合、ベトナム出身の男性や女性もみられることから、沖合漁

船漁業とインドネシアとのつながりは極めて強固であるといえる。こうした特徴

が形成された理由としては、上で簡単に述べた通りインドネシア全土には後期

中等教育機関として水産教育を施す学校が整備されていることや、当地の雇

用状況が大きく影響している。

　前者の教育制度の点では、日本と同様、義務教育後の教育階梯に水産教

育が根付いており、日本の水産科を設置する高等学校（いわゆる水産高校）

に該当する水産系の SMK（Sekolah Menengah Kejuruan ＝高等専門学校）

が全土に設置されていることが大きな意味を持っている。日本の水産高校と同

様に乗船実習もカリキュラムに位置付けられており、水産教育をうけた優秀な

人材が多数養成されている。彼らは、中学校までの義務教育ですら完全に実

施できておらず、高等学校への進学率も低いインドネシアにおける〝エリート〟

として、高い判断力や適応力が期待できる人材として社会に輩出されている。

　そしてインドネシアの雇用情勢は、彼ら水産界の〝エリート〟が日本で働くこ

とを後押ししている。労働集約的な産業がいまだ広範囲に残存するインドネシ

アにおいては、義務教育に満たない学歴の者が労働市場で重宝されているの

に対して、学歴が高くなるほど失業率が高くなるという日本で考えられる状況

とは逆の現象が生じているためである。はたして日本の沖合では、日本の漁船

漁業に従事しつつも、心理的・文化的・経済的に出身国との結びつきを保ち、

なおかつ送金や技能移転を通じて祖国に貢献しようとする労働者集団としての

「船上のディアスポラ」が大きな存在感を発揮するようになっている。

　彼らが担っている職務・職責もまた彼らの存在感を際立たせている。カツオ
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一本釣り漁業では漁獲作業だけではなく魚群探索（眼鏡作業）も担う。魚群

探索は双眼鏡を用いて魚群（や海鳥）を探す作業であり、海面（や空）の様

子を長時間凝視し続けるという高い集中力が求められる。漁獲作業では、海

面から距離があり労働負荷も高くなりがちな船首部分に配置されることも珍し

くない。

　沖合底びき網漁業ではさらなる〝活躍〟を見せる。出港準備はもちろん、投

網・揚網作業、漁獲物処理作業（選別・保管等）のすべてを担う。漁場への

移動時間を除くほとんどが体に大きな負荷をかける労働時間となっている点や、

市場での評価を左右する漁獲物処理作業でも重要な働きを見せていることが

注目される。漁獲物処理作業ではゴミの除去、トロ箱への一時保管、魚種や

サイズごとに選別して出荷用のトロ箱に見栄え良く並べる作業などがある。選

別後に砕いた氷を敷き詰める作業も欠かせない。甲板上に積まれた魚を木箱

に移す作業では、腰を曲げて魚をすくい上げる作業を繰り返す。高齢の日本人

乗組員には容易ではない。こうした労働負荷の高い現場では、技能実習生の

存在感は否が応でも高まる。

　かかる選別作業は、市場でサイズの統一や見栄えなどが重視される今日、

商品性の向上に不可欠であり、販売価格に跳ね返ることで経営を左右するよ

うになっている。外国人技能実習生は、単純労働力としてではなく、その技

能で底びき網漁業経営の一端を支えているといえよう。

　こうした重要な役割を果たしている「船上のディアスポラ」であるが、彼らの

賃金は陸上労働に従事する技能実習生とは算定基準も水準も異なる。漁船漁

業の場合、「船員法」第 71 条により、労働時間（1日 8 時間・週 40 時間）や

休憩、休日の各規定が適用除外となっているためであり、時間外や休日の割増

賃金という考え方すらない。そのため漁船漁業では、技能実習生の賃金は彼

らが特別組合員となっている労働組合と経営体とが労働協約を締結して決めら

れることになっており、2019 年 11 月以降は第 1 号で 15 万 4,000 円、第 2 号

で 16 万 4,000 円、第 3 号で 19 万 3,000 円が基準額となっている。水産加工
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業などではほとんどみられない昇給があることと、その昇給幅が比較的大きい

ことが漁船漁業の特徴となっている。

（3）不可欠となる日本人海技士の確保策

　わが国の漁船漁業は、外国人依存を 20 年間以上にわたって続けてきており、

特に近年では沖合漁業でその依存度が高くなっている。今後もこうした動きが

逆回転することは考えにくい。しかしながら、そうであるからこそ依存を継続し

てきたことの弊害が海技士不足として表出するようになっていることには十分注

目する必要がある。

　2017 年の大日本水産会の調査では、現状の漁船海技士の年齢構成は、60

～ 64 歳の年齢層が最大で、55 歳以上の年齢層が占める割合も 48.4% にまで

高まっている。一方、産業規模の縮小が進み、外国人労働力依存などといっ

た経営の合理化が進められるなかでキャリアをスタートさせた 35 ～ 39 歳の層、

40 ～ 44 歳の層は、各 400 人ほどにとどまり、産業の持続性が失われつつあ

る実態が浮き彫りになる（『水産界』第 1587 号）。

　船舶の運航は、漁船も商船も同じ海技士という資格者によって担われるため、

水産高校で海技士資格を取得した者であっても、賃金水準や労働環境の良好

な商船分野に就職しようとする者が後を絶たない。職業選択の自由を妨げるこ

とはできないうえ、強力な経済要因が漁船の労働力確保を困難にしている。

　もちろん一般部員も全体的には労働力不足にあるものの、生産性が高く賃

金水準の良好な漁業種類とそうでないものとではやや傾向が異なる。多くの船

員を確保する必要があるカツオ一本釣り漁業などは、日本人を確保できていな

いだけでなく、賃金上昇が続いている外国人技能実習生の雇用も経営上容易

ではなくなっている。人件費負担を抑制することも当初の導入目的としてあっ

た外国人労働力であるが、今般、一部の沖合漁業では彼らの人件費上昇が事

業継続のリスクとなっているのである。

　漁船漁業にも新たな外国人労働力を受け入れることを可能にする「特定技
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能」制度の導入が始まっているが、彼らの賃金は技能実習生の第 3 号と同等

以上とされ、月額 20 万円水準となることが想定されている。一本釣り漁業以

外にもこの賃金水準に起因して日本人だけでなく外国人の確保さえ困難な経営

体がでてくる可能性もあろう。

　漁船漁業はこれを契機に、労働災害の発生率（2017 年度現在、漁船は千

人当たり11.6 人で一般船舶の 1.9 倍、陸上全産業の 5.3 倍）を抑える取り組

みや、若年層が渇望するWi-Fi 環境の整備、唯一のプライベート空間となるベッ

トスペースの拡大など、労働者の視点から様々な船内環境の改善を図っていか

なければならない。安定的な人材確保に向けた投資は喫緊の課題となってい

る。

　ここで海技士確保に関する商船分野との人材争奪戦の実態を、水産科を設

置する高等学校（いわゆる水産高校）の卒業生の動向から確認しておく（『全

国公立水産関係高等学校一覧』）。本科卒業生の場合、漁船への就業が 100

人前後で横ばいとなる一方で、商船への就業が 2013 年度（漁船 99人、商船

86 人）から急増し、この間は 200 人水準で推移するようになっている（2018

年度は漁船 117人、商船 198 人）。漁業・漁船離れは 3 級海技士養成機関で

ある専攻科（本科 3 年に接続）の卒業生の場合より顕著で、商船への就業が

毎年 130 人から150 人程度で推移する一方、漁船への就業は 20 人程度と低

迷し、また自営漁業への就業はほとんど皆無といえる状況が長らく続いている。

専攻科を卒業して 3 級海技士の資格を取得した者にとって、漁船への就業と

いう進路がくすんで見えていることがはっきりとわかる。

　こうした現実に危機感を持った業界や水産庁は、漁船乗組員確保養成プロ

ジェクトを始動させている。プロジェクトの始動は、2016 年 7 月、日本かつ

お・まぐろ漁業協同組合による問題提起に対応して、大日本水産会が自民党

水産基本政策員会に漁船乗組員確保養成に関する要請をおこなったのが契機

となった。その後、水産基本政策委員会での議論（2016 年 10 月）を踏まえ、

水産庁が同委員会で海技士養成案を提示（2016 年 11 月・12 月）するにいたっ
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ている。2017 年 2 月には、水産庁、文部科学省、国土交通省、大日本水産界、

全日本海員組合、14 漁業中央団体、全国水産高等学校長協会（幹事校：静

岡県立焼津水産高等学校）が参加してプロジェクト創設会合がもたれた。

　この段階で示された養成案では、水産高校や水産大学校といった水産教育

機関に、水産高校本科 3 年を終えた者を受け入れる1 年間の「乗船実習コース」

を設置することが柱とされた。コースの特徴としては、修了後すぐに海技士資

格を取得できるという点であり、現行の就業後に必要となる1 年から2 年程度

の乗船履歴を、コース在学中に得るという速成養成事業となっていた。この養

成方針は、2017 年 4 月 28 日に閣議決定された「水産基本計画」において、「海

技士等の人材の育成・確保」という独立した項目によって明記されるにいたっ

ている。

　2019 年度より実際に開始された養成事業は、水産高校側が受講生の身分

が定まらないことや受入体制等を問題視したため、まずは 5 年間のパイロット

事業として農林水産省が管轄する水産大学校での一括養成という形に軌道修

正を図って実施されることになった。すなわち、全国の 6 つの水産高校（4 級

海技士養成校）から漁業会社への就業が内定した者を10 名ほど募集し、水

産大学校に設置した「乗船実習コース」において 6ヵ月間の乗船実習を課すこ

とで、課程修了直後に 4 級海技士資格を取得させることを目指した教育活動を

展開することとしたのである。

　こうした養成事業は日本漁業の持続性を担保するうえでなくてはならない。

多くの若者が漁業界で働くことを後押しする漁船の労働環境の改善とともに、

ぜひ成功してほしい取り組みといえる。

第３章　 外国人技能実習生の導入拡大を続ける養殖業

（1）カキ類養殖における外国人技能実習生の量的拡大

　海面養殖業（個人経営体における自家漁業部分）は比較的後継者の確保
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率が高い。2018 年漁業センサスでは魚類養殖で 35.8%、ホタテガイ養殖で

39.7%、カキ類養殖で 30.2%、ノリ類養殖で 35.6% となっている。経営体数

の多い主要な海面養殖はいずれも 3 割の確保率を維持しており、沿岸漁業層

（海面養殖層を除く）ほどの悲壮感はない〔表 -2 参照〕。

　海面養殖業で一定程度の後継者を確保できている理由の一つに漁撈所得が

ある。沿岸漁船漁家が 200 万円前後の所得しか確保できていないのに対して、

零細経営体の退出が進み、体力のある経営体への漁場の集約が進む海面養

殖は、ここ数年、個人経営体の漁撈所得が 1,000 万円を超える水準を確保で

きており、経営を維持・継承していくことへの不安感は相対的に小さい状況に

ある〔図 -7 参照〕。

　ただし労働力問題と無縁かといえば決してそうではない。魚類養殖を中心

に海上・水揚作業での機械化が進み労働力不足の顕在化には猶予があるもの

の、産地・経営体が担う一次加工の部分は人手不足感が目立つ。特にカキ類

養殖におけるむき身作業（カキ打ち）は正月に前後する冬場に作業が集中する

ことから、各産地では繁忙期の労働力確保に苦労しており、慢性的な労働力

不足に直面している。かつては域内の高齢者や農閑期の農業就業者を頼って

図-7　海⾯養殖個⼈経営体の漁撈所得（単位：万円）
注）⽔産庁資料より作成。
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いたが、現在では少子高齢化の進展や都市部への労働力の流出でそれが難し

くなっている。

　その結果、カキ類養殖では外国人技能実習生への依存をかなりのペースで

深めている。技能評価試験初級合格者数は確実に増加傾向をたどっており、

この合格者数などから明らかとなる技能実習生の推計は、2018 年現在でカキ

類養殖が 1,471 人となり、ホタテガイ養殖の 380 人の約 4 倍の受け入れ人数と

なっている〔図 -8 参照〕。

　この 1,500 人近い実習生は多くが広島県や岡山県といった瀬戸内地方で働

いている。カキ類養殖における雇用労働力への依存度には地域性があり、宮

城県や岩手県などの三陸地方では伝統的に雇用労働力への依存度が低く、そ

の分だけ技能実習生への依存度も低い。農林水産省『平成 30 年漁業経営調

査報告』によると、一経営体当たりの「最盛期の漁業従事者数」は三陸で 5.3 人、

うち雇用者 2.6人であるのに対して瀬戸内では 12.9人、うち雇用者 9.8人となっ

ている。また雇用労働力への依存は、一経営体当たりの生産量との関係もあ

図-8　⽔産庁が集計した養殖業における外国⼈技能実習⽣の推移（単位：⼈）
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り、先の『平成 30 年漁業経営調査報告』によると、三陸の「収穫量（むき身）」

が 11,578 ㎏であるのに対して瀬戸内は 69,040 ㎏となっており、生産規模の大

きい瀬戸内でより多くの労働力の投入が必要になっていることがわかる。

　なお雇用労働力への依存度に注目すると、カキ類養殖は養殖業のなかで必

ずしも突出して依存度が高いわけではない。2018 年漁業センサスでカキ類養

殖における「11 月１日現在の海上作業従事者数」をみると、従事者 5,615 人の

うち雇用者が 2,760 人（日本人 1,725 人、外国人 1,035 人）で雇用者比率は

49.2% となる。魚類養殖が 7,062 人で 71.3%（日本人 4,995 人、外国人 41 人）、

ホタテガイ養殖が 8,910 人で 47.9%（日本人 4,066、外国人 202 人）となっており、

コンブ養殖の 23.6%（1,773 人のうち 418 人）やワカメ養殖の 35.7%（3,802 人

のうち外国人 8 人を含む 1,356 人）、ノリ類養殖 34.3%（10,333 人のうち外国

人 11 人を含む 3,543 人）よりも高いものの、養殖業では平均的な依存度となっ

ている。

　それにもかかわらずホタテガイ養殖と比べて外国人技能実習生が多いという

のは、やはり陸上において長時間の反復作業が求められるカキ打ち作業の存

在が大きいといえる。農林水産省『平成 30 年漁業経営調査報告』によると、

ホタテガイ養殖の延べ労働時間に占める陸上労働は 61.2% であったのに対し

て、カキ類養殖は 77.3% と 16 ポイントも高い結果となった。同じ数字は、ブ

リ類養殖で 16.3%、マダイ養殖で 23.6%、ノリ養殖でも 45.2% であるので、カ

キ類養殖の陸上労働の占める割合の高さがわかる。

　このように、外国人技能実習生に依存して危機的状況を回避しているカキ

類養殖業ではあるが、解消が容易ではない課題にも直面するようになっている。

カキ類養殖業では、冬場のカキ打ち作業が集中する時期に作業量が急増し、

それ以外の時期は家族労働力で十分まかなえる程度の作業量に落ち着く。こ

うした一年のなかでの大きな作業量の変動によって、雇用した技能実習生の〝も

てあまし感〟が顕在化するのである。水産加工業でも原料の確保が難しい時

期があることから、同様の労働力の〝もてあまし感〟が表出する場合もあるけ
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れども、輸入原料や冷凍原料の加工でしのぐことができるのでカキ類養殖業

ほどの深刻さはない。

　カキ類養殖経営体は、作業がなくとも実習計画に基づき最低限の仕事を確

保して賃金を払う必要があり、労働者も一定以上の賃金が支払われることを前

提に来日している以上、仕事を求めて声をあげる。雇用者側の精神的な部分を

含めた負担感は小さくない。

（2）ホタテガイ養殖における外国人技能実習生の導入拡大とその特質

　カキ類養殖が、受入れ制度スタートの 2010 年からすぐに外国人技能実習生

への依存度を深めてきたのに対して、当初ホタテガイ養殖での導入の動きはに

ぶかった。しかし 2015 年を境に徐々に導入数が増え、2017 年には 222 人と

一気に増加した。2018 年もその増加ペースを維持して 380 人にまで拡大した。

　こうした拡大の様子はホタテの最大産地となっている北海道ではっきりと確

認できるようになっている。特に噴火湾に面した渡島振興局管内や、稚貝生産

で有力な留萌振興局管内での導入が目立っている。

　北海道では 2018 年現在、漁業に就く外国人技能実習生は 238 人となって

おり全国の 15% 程度を占めている。北海道経済部労働局人材育成課「外国人

技能実習制度に係る受入状況調査」によると、その人数は 2014 年以降に伸

び始め、31 人（2014 年）、57人（2015 年）、111 人（2016 年）、160 人（2017 年）、

238 人（2018 年）と毎年 1.5 倍程度の伸びを見せている。

　2018 年の 238 人についてみると、渡島管内が 136 人と全体の 68.5% を占

め、次いで留萌管内の 43 人（18.1%）、そして日高管内の 24 人（10.1%）が続く。

7 割近くを占める渡島管内は、ホタテ養殖を中心に、イカ釣り漁業やカニかご

漁業などにも外国人技能実習生の導入が進んでいる。また二番手につける留

萌管内は、管内北部でカニかご・エビかご漁業に従事する技能実習生が若干

名存在しているものの、大半はホタテ稚貝生産に携わっている。日高管内につ

いては、多くが刺し網漁業に従事している。結果的に、北海道では漁業関係
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で働く技能実習生のかなりの部分がホタテ養殖に携わっており、漁船漁業で

の活用は拡大途上といった状況にある。

　ただ、渡島管内と留萌管内では、同じ垂下式でホタテを生産していても、

成貝出荷と稚貝出荷という最終製品の形態が異なることに起因して、技能実

習生が従事する主な作業にも違いがみられている。成貝出荷を目指す渡島管

内では、分散作業などにともなった海上労働が多く、他の漁業種類と同様に

男性の技能実習生を雇用することが少なくない。一方、オホーツク海でおこな

われているホタテ増殖（地まき式ホタテ漁業）に必要とされる大量の稚貝を生

産し、〝ホタテ種苗供給基地〟となっている留萌管内では、小さな稚貝を大量

の四角錘型稚貝篭や円柱型丸篭で育成している。経営体にとって重要な作業

は、この膨大な数のカゴの管理（定期的な入れ替えやほつれ等の補修）であり、

この作業に多くの労働力が必要となる。必ずしも腕力は必要ではなく、網目の

補修など細かな手作業が多くなることから、女性を積極的に雇用している経営

体もみられる〔写真 -4 参照〕。

写真-4　ホタテ稚⾙養殖で⽤いるカゴの補修をおこなう外国⼈技能実習⽣
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　なお、北海道はカキ類についても重要な生産拠点となっているが、カキ類

養殖には外国人技能実習生の導入は進んでいない。例えば、主要産地となっ

ている厚岸湾（厚岸漁業協同組合）では、通年出荷可能なカキを「弁天かき」

などとしてブランド化し、イカとならぶ主力商品として生産しているものの、カ

キ打ち作業は域内労働力でまかなわれ、技能実習生は 2019 年末現在、一人

も働いていない。

第４章　 外国人技能実習生なくしては存続が難しい  
水産加工業

（1）労働力不足に直面する水産加工業

　水産加工業を含む食料品製造業への外国人労働力の依存度合いは地域に

よって濃淡があり、就業構造も一様ではない。しかし同時に、食料品製造業

はわが国産業の外国人労働力依存を体現する代表的な産業の一角を占めてお

り、外国人労働力なくしては産業の維持が困難となっている地域が散見される。

　外国人依存の背景には、従来の水産加工業が依存してきた日本人女性パー

ト従業員の確保が難しくなっている現実がある。その要因は多岐にわたるが、

①雇用者側の資本力が十分でなく最低賃金水準でしか雇い入れることができ

ないでいること、②水場での仕事で特有の臭いもある労働環境であること、③

一般的に漁港背後集落など水産加工業が集積しやすい地域は高齢化や人口減

少が進む周縁地域であること、などが指摘できる。

　こうした現状にあって水産加工業は外国人労働力への依存を深めている。

例えば外国人技能実習生の導入実態（従事する実習生数）をみると、「水産

練り製品製造」、「缶詰巻締」、「加熱性水産加工食品製造業」、「非加熱性水

産加工食品製造業」の 4 職種の合計では、2013 年度の 15,607人が 2016

年度には 18,459 人へと急増しており、リーマン・ショックや東日本大震災の影

響が一巡して以降、毎年 1,000 人程度の増加が続いていることがわかる〔図
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-9 参照〕。

　都道府県別でみた水産加工場における外国人労働者数で最大の雇用地と

なっている北海道では、2018 年現在、4,000 人を超える技能実習生が「水産

加工品製造業」で働くようになっており、北海道の他の業種を圧倒して最大の

勢力となっている（北海道経済部労働局人材育成課「「外国人技能実習制度に

係る受入状況調査」）。その規模は「農業」の 1.5 倍、「建設関連工事業」の 4.0

倍、「漁業」の 16.9 倍などとなっており、他を大きく引き離している〔表 -7 参照〕。

道内で働く技能実習生に占める割合も、他の業種での導入が進むなかで低下

傾向にあるとはいえ、2018 年でも 40.0% を占めている。

　農林水産省や法務省などでは、こうした水産加工業での厳しい人材確保状

況を踏まえ、上記の技能実習 2 号への移行が可能な 4 職種に「生食用食品製

造」と「調理加工品製造」を追加することを目指して調整作業に当たっており、

今後もさらなる外国人労働力依存が深化するものと見込まれる。

図-9　⽔産加⼯品製造（4職種）に従事する
外国⼈技能実習⽣数の推移（単位：⼈）

注）⽔産庁資料より作成。数字は当該年度を含む過去3年間の2号移⾏申請者数の合計。
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（2）水産加工業における外国人技能実習生への依存拡大とその実態

　さて、既述のように北海道においては水産加工業で就労する外国人技能実

習生が極めて多い。その人数は 2018 年現在、4,016 人と北海道の技能実習

生の 40.0% を占める〔表 -7 参照〕。振興局別でみた受入数も、オホーツクが

1,017人、渡島が 980 人、石狩が 921 人などとなっており、一つの振興局です

でに漁業などの他分野の受入数を上回る。この上位 3 振興局以外でも、宗谷

の 601 人、後志の 430 人、釧路の 411 人などが続き、それ以外の振興局で

も 200 名前後の技能実習生が水産加工業で働いている。

　実際の就労実態はというと、基本的には比較的単純な反復作業に就くこと

が多く、例えば釧路管内のサンマ加工場では、傷物を除いたうえで向きをそろ

えて規定数にする発泡スチロール箱への封入作業などが主要な仕事となって

いる。ホタテ加工場では、冷凍品（玉冷）への加工の際には貝柱を外す脱殻

作業を、乾燥品への加工の際にはうろ取りと呼ばれる内臓除去作業を主に担っ

ている。

　もちろん、小規模な水産加工場の場合は、全ての行程を担うことが求められ、

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
⾷料品製造業 3,261 3,332 3,245 3,608 3,865 4,848 5,357
うち⽔産加⼯品製造業 3,089 3,210 3,056 3,339 3,446 3,987 4,016
⽔産加⼯品製造業⽐率（%） 94.7 96.3 94.2 92.5 89.2 82.2 75.0
農業 1,410 1,479 1,654 1,868 2,155 2,441 2,765
建設関連⼯事業 49 80 176 261 375 711 999
漁業 13 19 31 57 111 160 238
⾐服・その他の繊維製品製造業 160 200 231 241 218 135 191
⾦属製品製造業 8 10 0 10 28 17 117
一般機械器具製造業 49 0 42 32 2 7 44
その他製造業 6 0 0 23 7 10 25
その他 32 22 34 112 156 173 296
合計 4,988 5,142 5,413 6,212 6,917 8,502 10,032
⽔産加⼯品製造業⽐率（%） 61.9 62.4 56.5 53.8 49.8 46.9 40.0

表-7　北海道において⽔産加⼯品製造業に従事する外国⼈技能実習⽣の推移

注）各年の北海道経済部労働局⼈材育成課「外国⼈技能実習制度に係る受⼊状況調査」より作成。
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例えば函館市のカズノコ加工場では、輸入原魚であるニシンの腹部を割いて魚

卵を取り出して調味加工をほどこす作業や、完成品の真空パック、出荷用段ボー

ル箱への梱包作業など全部を担当している。企業規模や就労地域による差異

が大きいといえる。

　ただどの地域でも、外国人技能実習生の安定確保には苦労しており、例え

ばオホーツク海側でホタテ生産の有力地となっている紋別市では、加工業者だ

けでなく、市役所や加工業協同組合も協力して技能実習生の確保に取り組ん

でいる。

　紋別市のホタテ加工場では、眼前に広がる広大な海域で獲れたホタテや、

隣接地域から運ばれてきたホタテを冷凍品や乾燥品に加工する水産加工場が

集積しており、海が流氷に覆われ原料が確保できない 12 月から 3 月中旬まで

の期間を除き、中国への輸出を念頭においた生産を活発におこなっている。原

貝洗浄、スチーム処理、脱殻、内臓除去（うろ取り）、サイズ選別、ボイル処理、

写真-5　ホタテの内臓除去（うろ取り）作業をおこなう外国⼈技能実習⽣
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乾燥、等級分け、保管・出荷と作業が続くが、外国人技能実習生は内臓除去

行程を主に担う〔写真 -5 参照〕。ベルトコンベアで流れてくる脱殻後のホタテ

貝柱から、貝柱本体に傷をつけぬように手作業で周囲の内臓を除去する作業

となる。原料供給が止まる冬場には、完成一歩手前の乾燥貝柱から異物を取

り除く作業等にも従事するが、基本的には内臓除去作業が重要な位置を占め

ている。

　紋別市では、こうした作業に従事する外国人技能実習生が毎年 10 ～ 20 人

のペースで増加しており、2015 年 12 月末時点で 205 人であったのが、2019

年 12 月末現在では 258 人にまで増加してきている。国籍は中国人が大多数

を占めていた状況から変化がみられ、近年ではベトナム人やタイ人も働くように

なっている。その内訳を 2018 年 12 月末現在の 215 人についてみると、中国

人 101 人、ベトナム人 63 人、タイ人 51 人となっている。ベトナム人やタイ人の

男性実習生もみられるが、大半は女性となっている。

　こうした水産加工場で働く技能実習生の賃金は全国どこでも最低賃金である

ことがほとんどとなっている。余力のある経営体では毎年 10 円程度の賃上げ

を実施しているが、全国的にみれば極めて少数である。技能実習生の雇用には、

入国時の費用や毎月の管理団体への管理費支払いなどが必要であり、その額

は初年度で 70 万円ほどになる。2 年目以降は入国費用が不要なため 50 万円

ほどとなるが、それでも月々の支払いがかさむため経営者にとっては最賃で労

働者を雇い入れているという意識はない。日本人女性パート従業員が確保でき

ればこちらの方が〝安価な労働力〟として魅力的となっている。しかし水産加

工場が集積する地域では、すでにパート従業員となる層が著しく縮小した状態

で、他の分野に比して労働環境が良好ではない水産加工業はさらに日本人確

保が難しい状況にある。

　労働環境については、小規模零細経営で自己資本比率が低く、新規投資

余力の限られる水産加工業では改善が容易ではない。水産庁資料（令和元年

5 月 30 日付「水産加工振興検討会」資料）によると、水産加工業は「従業員
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数 20 人未満の加工業者が 7 割以上を占める」とし、「原料費が製品出荷額の

約 7 割を占める低い経常利益率（0.7%）の下で脆弱な経営を余儀なくされてい

る」とする。

　水産加工業は、全国的にも最低賃金の低い周縁地域に存立することが多い

こともあり、外国人労働力を含めた人材確保の難しさがより際立つ結果となっ

ている。こうした状況にあって、投資余力のある水産加工場では技能実習生へ

の福利厚生を重視した施策を打ち出しており、それが住環境の向上につながっ

ている地域もある〔写真 -6 参照〕。

　ただこうした投資で外国人技能実習生の満足度を向上させる取り組みができ

ているのはごく一部の加工場にとどまる。資源不足にともなった原料価格の高

騰に苦しむ多くの水産加工場では、居住環境については外国人技能実習機構

の監査をクリアするのに精いっぱいという加工場が少なくない。水産加工業は、

写真-6　液晶テレビやFF式⽯油暖房機が完備された外国⼈技能実習⽣⽤の宿舎
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主要な原料が各地で異なるのと同じく、経営状況も大きな落差を内包した状況

にあり、それが今後、外国人労働力の確保についても小さくない影響をおよぼ

していく可能性がある。

おわりに

（1）水産業の存続を揺るがす今日の社会状況

　以上にみてきたような、水産業にみられる労働力不足が表出する状況下で、

新たな在留資格として分野内での転職も可能な「特定技能」が創出された。漁

業については 2020 年度以降の導入であり、現場がどうなっていくのかは現段

階では予測の域をでないが、漁船漁業分野では賃金水準が高く長期にわたっ

てキャリア形成していく特定技能労働者と、その同じ船上で働くことになる技

能実習生との共存をいかに図っていくのかが課題となろう。また船上で熟練度

の高い外国人材が一定数になると、技能の伝達・習得が日本人を介さなくなる

ことも考えられ、漁船漁業労働がこれまで以上に日本人を必要としなくなると

いう、新たなステージに移行することも考えられる。日本漁業における生産の「外

部化」ともいえるこの現象は、実質的な食料自給率の低下とも理解でき、産

業の持続性を見据えた場合、リスクになりかねない。

　しかし新制度の導入で、船上で彼らの職責がますます拡大し、長期間の乗

船で高度な技能を身に付けていくことは十分に予想される未来となった。日本

人海技士不足が深刻化するなかで、漁撈長を補佐するような外国人材がでて

きてもおかしくない。現在は筆記・口述試験での高いハードルなどがあって外

国人の海技士資格の取得は険しい道のりとなっているが、日本政府が 2012

年発効の「漁船員の訓練及び資格証明並びに当直に関する国際基準」である

STCW-F 条約を批准した場合、外国人が母国で取得した漁船海技士免状を

日本で活用する道が開ける。また漁船乗組員確保養成プロジェクトが動き始め

たことで、この事業に優秀な成績で技能実習を修了した外国人材を受け入れ、
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漁船海技士不足に対応することも荒唐無稽なことではなくなっている。〝パラダ

イムシフト〟は近いのかもしれない。

　一方、食品産業に「特定技能制度」が普及するようになると、分野内での

転職が可能という特徴が雇用者側・労働者側の双方に意識されることになろう。

最低賃金の高い都市部にある水産加工ではない（労働環境の良好な）他の食

品産業に人材が流出し、安定的な労働力の確保が困難になるという懸念が現

実化するかもしれない。

　またもう少し先の懸念事項となるが、特定技能 1 号から、在留期間更新が

可能で家族の帯同を認める特定技能 2 号への移行問題がある。2 号への移行

とは、すなわち実質的な「移民」化を意味することとなり、外国人労働者の量

的拡大に対する国民の理解が不可欠となる。台湾や韓国、シンガポールなどの

国 と々、国境をまたいだ人材争奪戦が展開されているなかにあって、アクセル

とブレーキを間断なく微調整し続けることが求められよう。さらには受け入れた

外国人労働者の支援体制の整備など、新制度の運用には十分な予算とマンパ

ワーの投入が必要となるが、はたして現行の監督官庁にそうした余力が残って

いるのかは疑わしい。十分な体制整備と、国民の理解を得たうえで制度が運

用されることを望みたい。

　漁船漁業については、「働き方改革」に注目が集まるなかで、労働時間（1

日 8 時間・週 40 時間）や休憩、休日の各規定を漁船については適用除外と

する「船員法」の第 71 条の問題は見過ごせない。また「定額働かせ放題」と

まではいかないが、「低額働かせ放題」になる可能性のある大仲歩合制＋代分

け制による賃金算出は、労働力不足を叫ぶ産業には似つかわしくない。現在

にいたるまで当然のことと考えられてきた旧来型の雇用慣行の継続を許さない

社会状況の出現にも目配りしながら、一歩一歩軌道修正を図っていくことが求

められよう。

　前者については、変動が大きく所在のはっきりしない天然資源を追い求める

漁業生産の特質からやむを得ない面もあるが、「働かせ放題」を可能とする「船
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員法」第 71 条は、時代に適合できる形に見直していくことが時代の要請となっ

ている。また漁船乗組員報酬額の歩合割合の高さとして表れている後者の問

題は、改めて漁船乗組員が不安定な賃金体系のなかで暮らしを維持すること

が求められていることを浮き彫りにする〔図 -10 参照〕。そしてこの二つの問題

が結合することで、不漁時や魚価安時においては漁船乗組員を「低額働かせ

放題」リスクに直面させる。今後、漁船漁業が若年労働力を確保したいとする

のであれば、着実に改めていかなければならない部分といえる。

　問題はまだある。いずれ日本は、生産年齢人口と老年人口がほぼ同数とな

り、今以上に減少していく生産年齢人口を高度に効率化して活用することが求

められる時代となる。この際、水産業が人材を確保できるかは、かなり疑わし

い。現在でさえ人材確保競争の枠外に置かれる状況があり、それがより深刻

化することも考えられる。

　例えば、枠外におかれる状況を生み出す足元の変化としては、水産業にか

かわる人材に付与される「社会経済的地位」の著しい低下があげられる。社会

学でしばしば用いられるこの「社会経済的地位」概念は、個人の「学歴」や 

図-10　漁船（専業船）乗組員 1ヵ⽉平均報酬額の歩合割合（持代数 1.0、単位%）
注）各年度の国⼟交通省「船員労働統計」より作成。ただし、固定給と歩合給の併⽤制漁船に限定。
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「職業」、「所得」などの要素によって規定されるものであるが、水産業の「職業」

としてのステイタスや水産業から得られる「所得」が低下するなか、水産業は

労働者（求職者）からみた産業としての魅力を低下させてきた。

　また高等教育機関への進学率が 2018 年度には 81.5% と過去最高を更新（4

年制大学進学率も 53.3% で過去最高を更新）していることにみられる、人材

の「高学歴化」が続く状況は、歴史的に中卒者や高卒者を重要な労働力とし

て獲得してきた水産業が、人材確保の機会を失いつつあることを意味している

と理解することができる。これはいうならば、水産業が求める人材像と学校教

育の現実が大きく乖離し、水産業は日本人の人材供給源を失った状態になって

いることを示す。

　女性の「高学歴化」も水産業にとっては厳しい現実を突きつける。かつては

女性も重要な労働力として漁業を支えてきたが、高学歴化が進むなかで早 と々

海に出ることをやめている〔表 -8 参照〕。高等教育機関に進学すれば漁村に

戻る機会も減少するだろう。女性の「学歴上昇婚」志向がみられるなかで、結

婚というライフイベントもそれを後押しする。

　すなわち、男女ともに学歴水準が高止まりするなか、少子化という追い打ち

をかけられた水産業は、就業者に対して現在のような「社会経済的地位」し

か付与できないならば、十分な人材の確保は難しいことを覚悟せざるを得ない

のである。

表-8　中学校卒業者の漁業就業動向

注）各年度の「学校基本調査統計」より作成。

漁業作業者数 全就業者数
計 内⼥⼦ ⼥⼦⽐率 計 内⼥⼦ ⼥⼦⽐率

1955 年 3⽉ 14,058 2,552 18.2 698,007 334,660 47.9
1960 年 3⽉ 8,318 1,319 15.9 683,697 327,071 47.8
1965 年 3⽉ 6,655 748 11.2 624,731 300,943 48.2
1970 年 3⽉ 3,528 221 6.3 271,266 130,967 48.3
1975 年 3⽉ 1,470 63 4.3 93,987 45,989 48.9
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（2）外国人労働力依存のなかでの将来展望

　労働力構造の変化から明らかとなる水産業の厳しい現実は、水産業が外国

人労働力なしでは存続し得ない「人材枯渇産業」であることを伝えている。そ

して、それを理解したうえで、本来は外国人労働力への依存という〝一本足打法〟

ではなく、分野ごとにきめの細かい対策を講じて問題を少しずつ解消してく努

力をすべき問題のはずである。しかしながら現在の様子をみると、問題のスター

トラインとして認識すべき外国人労働力依存という現実が、問題の解決策とし

てゴールの扱いを受けている状態にある。

　こうした状況においては、沿岸漁業では新規参入を広く受け入れる漁村の意

識改革とともに、個人経営体を対象としたより加入しやすい、よりメリットのあ

る「漁業者年金」制度の創出など、若者や新規参入者が安心して操業できる

環境整備が不可欠であると思われる。そして法人化や共同施設化などを通して

省力化・効率化を進めるとともに、労働時間の適正な管理や漁場利用体制の

再構築を進めることが大切になろう。

　養殖業においては、海上・水揚作業での機械化が進み労働力不足の顕在化

には猶予があるが、産地・経営体が担う一次加工の部分はひっ迫感があるため、

集中的にこの部分の問題解消を図ることが求められよう。従来の政策でも採

用されてきた加工に関する機械化投資を、公的資金・低利融資などで粘り強く

後押ししていく必要があろう。ホタテ加工では貝柱自動生剥き機が導入されつ

つある。こうした優良な事例の蓄積が望まれる。

　また水産加工業は、外部からみれば食品製造業の一部であり、かつそのな

かでも経営環境が厳しい状態（作業実態での劣位や原料確保の不安定性など）

にある。労働力確保が難しい地域に存立しているだけでなく、資本力が弱く、

また極端に低い利益率で経営している零細企業が散見されるため、外国人労

働者の獲得を巡る食品産業分野での待遇競争などが生じれば、人材確保につ

いては予断を許さない状況に陥る。

　このため水産加工業では、地域特性に応じた労働力確保策の展開が必要で
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あり、やみくもに特定技能人材などの流動性のある労働力に依存した場合、最

低賃金の高い都市部や待遇の良い大企業へ人材が流出する可能性が高い。外

国人技能実習生への依存を深めざるを得ない現実を認めつつ、多様な労働力

の確保と適正な待遇のもとでの活用が求められよう。この際、定住性の高い

日系人社会との関係強化や、外国人材を対象とした福利厚生の充実などは大

切な視点になるものと思われる。

　技能実習生への依存を急速に拡大する漁船漁業（特に沖合漁業）分野では、

操業の中核を担う日本人若年層を安定的に確保するための労働環境の改善が

喫緊の課題であると指摘できる。商船に負けない船内環境を整備しつつ、労

働災害発生率の低減に向けた具体的な対策で若者（とその保護者）に選ばれ

る安心・安全な職場環境の構築を目指すことが産業の維持に不可欠となって

いる。この点では、「低額働かせ放題」を抜本的に見直すための「船員法」改

定も見据える必要があろう。また海技士確保のためにも、外国人依存に一定の

歯止めが必要であり、漁船乗組員確保養成プロジェクトのような取り組みを通

して日本人のキャリア形成を強力に支援し、技能の継承と資格者の確保を確

実にしていくことが政策課題となる。

　以上の細分化した対策に加え、安定した人材確保には水産業分野を取り巻

くマクロ環境への目配りも欠かせない。現在の日本は、学歴と雇用形態、就

労地域を主因とした労働者の階層化が進んでおり、漁業分野が効果的な人材

確保策を展開するためにはそれらの現状把握が欠かせない。水産業分野だけ

を切り取って「成長」を目指す施策が計画・展開できるのかも含め、現状を慎

重に分析・把握する必要がある。

　この原稿を書いている 2020 年 5 月末現在、新型コロナウイルスの蔓延で日

本はもとより世界が動揺している。パンデミックにより日本では外国人技能実

習生の来日ができない、もしくは帰国できない事象が発生している。法務省出

入国在留管理庁は 3 月 19 日、帰国できない実習生が継続して在留できる救

済措置をとることを発表した。在留期間の延長、そして同じ職場であれば就労
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も認めるという。

　本文でも触れた、日本最大級のホタテ加工拠点となっている紋別市（紋別

市水産加工業協同組合）でもその影響は表出しており、2 月入国予定者は受

け入れることができたものの、3 月 25 日を入国日としていた中国からの技能実

習生 48 人が現地で待機状態となっている。6 人を雇用予定であった 6 社、12

人を雇用予定であった 1 社に大きな影響が出ている。3 月中旬からは、沖合で

漁場造成や一部ホタテの生産活動も漁業者によって開始されており、影響を受

けている7 社では生産ラインの変更でやり繰りしている。

　しかし、現状で 2 ～ 3 割の生産能力の低下が見込まれており、海上での本

格操業がはじまる 6 月までに新型コロナウイルスの問題が沈静化しないと、こ

れら水産加工場はさらに甚大な被害を受けることになる。また帰国予定の技能

実習生も 4 月末現在、16 人が日本から出国できずにおり、出入国在留管理庁

は暫定的な措置として「特定活動」への在留資格変更による在留延長と就労

を認める決定をした。現場では、雇用者・労働者ともに動揺している。

　こうした事例は全国に広がっており、特例による救済措置は全国の生産現

場の混乱を跡付けるものとなっている。日本国内での緊急事態宣言の解除が

あっても、相手国がある以上、国境を越えた人材の移動が再開されるまでには

時間がかかるかもしれないし、新型コロナウイルスの世界的な流行がいつ再燃

するかもわからない。水産加工業や漁船の職場環境が三密（密閉・密集・密接）

になりやすいことも懸念事項としてくすぶり続けるだろう。外国人労働者に依存

する産業界にとっては、第二波、第三波に怯え、身構えながらという極めて不

透明感の強い状況のなかで経営を見通していくことを迫られている。

　それだけではない。この新型コロナ禍が沈静化した後、すなわち「アフター

コロナの世界」では、水産物需要がどうなるのかは未知数である。インバウン

ド需要の蒸発や所得低迷による高級食材消費の不振、さらには外食産業の疲

弊の影響が長引けば、水産物消費が〝不要不急〟とされる可能性もゼロでは

ない。輸出も世界経済の先行きによってはブレーキがかかろう。水産業界には、
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計り知れないアフターコロナを生き抜くための知恵と胆力が求められている。

　そして労働の世界でいえば、今回の騒動はいかに日本の生産現場が深く外

国人労働力に依存するようになっているかをうつしだすものとなっている。水産

加工業はもちろん、漁船漁業もこの混乱とは無縁ではなく、高学歴化や少子

化といった社会現象に対応できなかったことで、学校教育（人材養成機関）と

産業の連続・連携が失われており、外国人依存による大きなリスクを内包した

状態にある。そのリスクは、何らかのきっかけで国民への食糧供給に深刻な

影響を及ぼしかねないことを、今回の地球規模での危機のなかにあって今一

度考えてみたい。
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