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◆◆ 今週のひとこと 

■  特定技能の許可件数が 2,200 人超に 

 

法務省は、2020 年 1 月 20 日、昨年 12 月末現在で、特定技能外国人の許可件数等が 2,201

人（速報値）となったと発表しました。内訳は、在留資格認定証明書交付件数が 1,139 件、

在留資格変更許可件数が 1,062 件です。 

 

特定技能制度については、入管法改正により 2019 年 4 月から創設されていますが、同年 6

月までの許可件数等は 20 件、9 月末でも同 384 件と、当初の予想に比べ許可件数等がなか

なか伸びないといわれていました。しかし、今回許可件数等が 2,200 人超と、3 月前に比べ

5 倍以上と急激に上昇したことは、特定技能制度が本格化に向けて動き出したことを予感さ

せるものとなっています。 

 

また、上記の公表の中で、特定技能 1 号により在留している外国人数が、2019 年 11 月末

現在で 1,019 人（速報値）となっていることも明らかにされました。この特定技能 1 号在留

外国人については分野別の状況も示されていますので見てみますと、飲食料品製造業の 303

人をはじめ、農業 169 人、産業機械製造業 151 人となっています。新たな受入分野として

注目されてきた外食業、宿泊は、それぞれ、71 人、13 人となっています。 

 

特定技能制度の本格化に加えて、本年 4 月からは特定活動 46 号（本邦大学卒業者）による

留学生の就職拡大も動き出すと見込まれます。また、本号 TOPIC４に掲載したとおり、令

和元年１０月末現在の外国人労働者数は前年同期比 20 万人増の 166 万人となり、増勢が続

いています。こうしたことから、2020 年度も外国人材の受入れに目が離せないようです。 

 

本号の「気になる雇用管理」では、外国人雇用企業と非雇用企業の状況調査及び留学生採用

企業の状況調査の結果を掲載しましたので、参考にしてください。 
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＜詳しくは＞ 

法務省制度説明資料（2020.1.20 資料更新）ｐ19～20 

http://www.moj.go.jp/content/001293198.pdf 

 

 

☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆ 

◆◆ ＴＯＰＩＣ 

このコーナーでは、最近の労働関係の動きの中から、民営職業紹介事業に関係のある話題を

紹介しています。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■１  職業紹介事業者、直接募集等でも就職氷河期世代限定求人が可能に／厚生労働省 

 

厚生労働省は、1 月 27 日、労働政策審議会に労働施策総合推進法施行規則（以下、「規則」

といいます。）の一部を改正する省令案要綱を諮問していましたが、31 日、同審議会から妥

当と認めるとの答申がなされました。これにより、規則第 1 条の 3 第 1 項 3 号ニの募集・

採用における年齢にかかわりない均等な機会付与の例外規定が改正され、公共職業安定所

に就職氷河期世代で安定した職業についていない者を対象とした求人を申し込んでいる場

合であって、期間の定めのない労働契約を締結することを目的とし、職業に従事した経験が

あることを求人の条件としない場合に限り、公共職業安定所に求人を申し込まない（国の施

策を活用しない）方法による就職氷河期世代の不安定就労者・無業者の募集・採用を行うこ

とが可能になりました（令和 5 年 3 月 31 日までの措置）。今後、厚生労働省において省令

を制定し、公布と同時に施行の予定ですが、公布日は現時点では未定とのことです。 

＜詳しくは＞ 

下記の資料一覧のうち、資料２－１、２－２参照 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09264.html 

 

■２  12 月の有効求人倍率は 1.57 倍／厚生労働省 

 

厚生労働省では、1 月 31 日、12 月のハローワークにおける求人・求職状況を公表しました。

これによりますと、有効求人倍率（季節調整値）は 1.57 倍と前月と同じ水準、 新規求人倍

率（季節調整値）は 2.43 倍と前月に比べて 0.11 ポイントの上昇となりました。 

また、令和元年平均の有効求人倍率も公表され、年平均で 1.60 倍と前年の 1.61 倍に比べて

0.01 ポイント下回ったということです。 

＜詳しくは＞ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000192005_00004.html 
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■３  完全失業率は 2.2％／総務省 

 

総務省は、1 月 31 日、「労働力調査」（基本集計・速報）を公表しました。これによります

と、12 月の完全失業率（季節調整値）は 2.2%と前月と同じ水準となりました。 

＜詳しくは＞ 

https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.html 

 

 

■４  外国人労働者数は約 166 万人。過去最高を更新／厚生労働省 

 

厚生労働省では、1 月 31 日、令和元年 10 月末現在の「外国人雇用状況」の届出状況のまと

めを公表しました。主な結果は、次のとおりです。 

 

〔主な結果〕 

 

○ 外国人労働者数は 1,658,804 人で、前年同期比 198,341 人、13.6％の増加となった（平

成 19 年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新）。 

○ 外国人労働者を雇用する事業所数は 242,608 か所で、前年同期比 26,260 か所、12.1％

の増加となった（平成 19 年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新）。 

○ 国籍別では、中国が最も多く 418,327 人（外国人労働者数全体の 25.2％）。次いでベト

ナム 401,326 人（同 24.2％）、フィリピン 179,685 人（同 10.8％）の順。対前年伸び率は、

ベトナム（26.7％）、インドネシア（23.4％）、ネパール（12.5％）が高い。 

○ 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」の労働者数が 329,034 人で、前年

同期比 52,264 人、18.9％の増加。また、永住者や日本人の配偶者など「身分に基づく在留

資格」の労働者数は 531,781 人で、前年同期比 36,113 人、7.3％の増加などとなっている。 

 

＜詳しくは＞ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09109.html 

 

 

■５  「特定技能」の国内試験の受験資格拡大／出入国在留管理庁 

 

出入国在留管理庁は、1 月 30 日、「『特定技能』に係る試験の方針について」を 4 月 1 日か

ら改正することとしました。これにより、これまでは，国内で受験できる方は中長期在留者
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及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方などに限られ，過去に日本に

中長期在留した経験がない方などは受験が認められていませんでしたが、4 月以降は、正規

の在留資格を有する方については一律国内試験の受験が認められることになり、受験機会

の増加・受入れの促進が図られることになります。 

 

＜詳しくは＞ 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00135.html 

 

 

☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆ 

◆◆  気になる雇用管理 

このコーナーでは、「行政の動き」「統計の動き」「労務管理」「研究・報告」等のテーマの中

から、適宜取り上げて紹介しています。本号では、「雇用管理」のテーマから外国人雇用に

ついて２つの調査結果を紹介します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

■  調査結果（１）：3 割の企業で外国人雇用に前向き／日本政策金融公庫 

 

株式会社日本政策金融公庫は、12 月 5 日、「外国人労働者の雇用に関するアンケート調査結

果」の結果をとりまとめ、公表しました。この調査は、生活衛生関係営業の企業 3,290 社を

対象に実施し、回答のあった企業 3,151 社（回収率 95.8％）のうち従業員を 1 人以上雇用

していると回答した企業 1,488 社の回答を集計したものです。集計対象企業の主な業種は、

飲食業（727 社）、美容業（186 社）、理容業（131 社）、ホテル・旅館業（119 社）などとな

っています。主な結果は、次のとおりです。 

 

〔主な結果〕 

 

【１】外国人労働者の雇用への関心 

 

外国人労働者の雇用について、「関心がある」（「とても関心がある」と「ある程度関心があ

る」の計）と回答した企業の割合は 31.7％であった。特に、ホテル・旅館業では 61.3％と

高かった。 

 

【２】外国人労働者の雇用状況 

 

（１）外国人の雇用状況 
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現在外国人労働者を「雇用している」（「正社員としてのみ雇用」「非正社員としてのみ雇用」

「正社員・非正社員員のいずれの形態でも雇用」の計）と回答した企業の割合は 11.3％であ

った。最も高いホテル・旅館業では 32.0％であった。 

 

（２）雇用されている外国人の状況等 

a. 外国人の国籍は、中国（39.1％）、ベトナム（29.6％）、フィリピン（17.2％）、ネパール

（11.8％）、台湾（7.7％）の順であった。(複数回答)。 

b. 外国人労働者の採用経緯は、「求人サイト、求人情報誌での募集」（27.8％）、「知人から

の紹介」（27.8％）、「自社従業員からの紹介」（23.7％）、「民間の人材紹介会社・派遣会社か

らの紹介」（15.4％）、「学校からの紹介」（13.0％）の順であった(複数回答)。 

c. 外国人労働者が活躍できる職場づくりのために行っている取組は、「公正な評価」

（56.2％）、「日本人の従業員とのコミュニケーションの機会の提供」（55.0％）、「衣食住に

関するサポート・助言」（38.5％）、「母国への帰国のための長期休暇付与」（29.0％）、「外国

人の文化・宗教行事に対する配慮」（16.0％）、「日本文化を理解するための研修」（14.8％）、

「マニュアルを外国語で作成」（5.9％）の順であった(複数回答)。 

 

【３】現在外国人を雇用している企業の状況 

 

（１）今後の外国人労働者の雇用方針 

外国人労働者を雇用している企業では、「今よりも雇用を増やしたい」が 45.6％と半数近く

に上り、「現状の人員を維持したい」が 49.7％、「いまよりも減らしたい」が 4.7％であった。 

 

（２）外国人労働者を雇用したい理由 

外国人労働者を雇用している企業で、外国人労働者を雇用したい理由は、「日本人を募集し

ても応募がない・少ないため」63.4％、「外国人のお客様への対応に有用であるため」38.5％、

「日本人よりも外国人の方が真面目に働いてくれるため」34.2％、「優秀な人材を採用しや

すいため」32.9％、「新たな在留資格『特定技能』が新設され、雇用しやすくなったため」

10.6％の順であった(複数回答)。 

 

（３）必要とする支援 

外国人労働者を雇用している企業では、「外国人労働者の日本語習得の支援」49.1％、「外国

人労働者の衣食住に関する支援」34.8％、「相談窓口の充実」26.1％、「専門家による雇用手

続の支援」22.4％、「良好事例や留意点などの情報提供」20.5％、「就労マッチングの支援」

20.5％の順であった(複数回答)。 

 

【４】雇用していない企業の今後の方針等 
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（１）今後の外国人の雇用方針 

現在外国人労働者を雇用していない企業では、外国人労働者を「雇用したい」、「よい人物に

出会えれば雇用したい」といった前向きな回答は、31.9％あった。「雇用するつもりはない」

とする企業は 68.1％であった。 

 

（２）外国人材を雇用したい理由 

外国人労働者を雇用していない企業で雇用に前向きな企業において、外国人労働者を雇用

したい理由については、「日本人を募集しても応募がない・少ないため」61.5％、「外国人の

お客様への対応に有用であるため」41.1％、「優秀な人材を採用しやすいため」26.6％、「日

本人よりも外国人の方が真面目に働いてくれるため」20.0％、「新たな在留資格『特定技能』

が新設され、雇用しやすくなったため」8.6％の順であった(複数回答)。 

 

（３）必要とする支援 

外国人労働者を雇用していない企業で雇用に前向きな企業において、外国人労働者の雇用

において必要とする支援は、「外国人労働者の日本語習得の支援」60.8％、「外国人労働者の

衣食住に関する支援」44.4％、「専門家による雇用手続の支援」39.0％、「相談窓口の充実」

33.7％、「就労マッチングの支援」32.8％、「良好事例や留意点などの情報提供」30.2％の順

であった(複数回答)。 

 

（４）外国人労働者を雇用しない理由 

外国人労働者を雇用していない企業で外国人労働者を「雇用するつもりはない」と回答した

企業において、外国人労働者を雇用しない理由は、「人手が足りている」53.1％、「言語等の

違いによるコミュニケーションの問題・不安」49.4％、「雇用に関する法律や手続が複雑」

25.2％、「顧客・取引先と上手くやっていけるか不安」23.6％、「日本人を雇用する場合以上

に負担がかかる」22.6％、「日本人の従業員と良好な関係が築けるか不安」15.5％、「採用方

法がわからない」11.8％、「事業所周辺に外国人がいない」11.2％の順となった（複数回答）。 

 

＜詳しくは＞ 

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/seikatsu19_1205a.pdf 

 

 

■  調査結果（２）：留学生の雇用見込増加／民間調査 

 

株式会社ディスコは、1 月 24 日、「外国人留学生／高度外国人材の採用に関する調査」結果

をとりまとめ、公表しました。この調査は、14,509 社を対象に、日本の大学等に留学する
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外国人留学生の状況並びに日本で勤務する高度外国人材（大学卒以上）の状況等を調査した

もので、679 社（回答率 4.7％）から回答を得たものです。主な結果は、次のとおりです。 

 

〔主な結果〕 

 

１．外国人留学生の採用状況 

2019 年度に外国人留学生を「採用した」企業は、予定を含め全体の 34.8％。また、2020 年

度の採用を見込んでいる企業は同 50.6％で、企業規模別には 300 人未満では 47.3％、300

～999 人では 44.7％、1,000 人以上では 68.2％であった。 

 

２．外国人留学生を採用する目的 

外国人留学生を採用する目的は、文系・理系ともに「優秀な人材を確保するため」（文系

69.6％、理系 77.4％）が最多、続いて「日本人社員への影響も含めた社内活性化のため」（文

系 37.6％、理系 36.6％）「外国人としての感性・国際感覚等の強みを発揮してもらうため」

（文系 36.1％、理系 31.7％）の順となっている（複数回答）。 

 

３．外国人留学生の出身国（地域） 

外国人留学生の出身国（地域）2019 年度実績では、「中国」（57.5％）、「東南アジア」（37.2％）、

「韓国」（23.0％）であったが、今後採用したいという希望では、「東南アジア」（67.3％）、

「中国」（56.5％）、「台湾」（31.3％）であった（複数回答）。 

 

４．海外大学卒の外国人材の採用状況 

2019 年度に海外大学卒の外国人材を「採用した」企業は、予定を含め全体の 25.8％、また、

2020 年度の採用を見込んでいる企業は同 27.7％であった。 

 

５．海外大学卒の外国人材の採用でウエイトを置いている出身国（地域） 

「東南アジア」67.7％、「中国」（38.4％）、「韓国」（23.2％）であった。 

 

＜詳しくは＞ 

https://www.disc.co.jp/press_release/7428/ 

 

 

・・・・・・ 民紹協からのお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

◆職業紹介責任者講習◆ 
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職業紹介責任者の方はもとより、職業紹介責任者が行う従事者に対する教育として事業報

告書に記載が可能です。是非当協会の講習を教育の機会としてご活用ください。 

 

□東京:2/21（金）、2/27（木）、3/3(火)、3/10(火)、3/18(水)、3/24(火)、3/30(月) 

□大阪:2/17（月）、3/12（木）、3/26（水） 

□福岡:2/19(水) 愛知:3/5（木） 

 

＜参照＞ 

http://www.minshokyo.or.jp/course/index.html 

 

 

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 

★このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。 

 

□登録のお申込み、バックナンバーの閲覧はこちらから 

http://www.minshokyo.or.jp/seminar/mminfo.html 

□配信中止の手続は、こちらから 

http://www.minshokyo.or.jp/seminar/mminfo.html 

□発行 民紹協 総務課 

  ©公益社団法人全国民営職業紹介事業協会 

  許可なく転載することを禁じます。 
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