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吉田　道代

１．はじめに

沖縄における若年労働者の県外出稼ぎ

－送り出し媒介としての人材派遣業者・職業安定所・求人情報誌の役割について－

　沖縄県は，これまでに，「本土」の労働力
需要に応じて，様々な経路を通じて県外に労
働者を送り出してきた．このような県外就労
の中で，本論文で焦点を当てるのは，帰還を
前提として他県に移住し，そこで一定期間就
労する「出稼ぎ」である．
　日本における出稼ぎは，大きく分けると「伝
統型」と「産業予備軍型」に分類することが
できる（松田　1978：71）．伝統型の出稼ぎは，
幕藩期および第二次世界大戦前から農林水産
業，酒造，行商を中心に慣例として行われて
おり，産業予備軍型の出稼ぎは，労働市場の
需給調整としての役割を担ってきた（松田　
1978）．1950 年代半ばから 1970 年代初頭に
かけての高度経済成長期以前には伝統型の出
稼ぎが中心であったが，高度経済成長期に入
り，土木と製造業の分野で後者の出稼ぎ労
働者が急増した（松田　1978；矢野　2004：
13-66）．現在でも出稼ぎの中心は，土木と製
造業に従事する産業予備軍型である．
　沖縄県についてみると，高度経済成長期お
よびそれ以降の県外出稼ぎ労働者の多くは
産業予備軍型に相当し，主に製造業の生産工
程部門で雇用されてきた．例えば，高度経済
成長期には，中学・高校の新規学卒の製造業
分野での「本土」での就職が奨励され，男女
ともに「本土」の事業所への就職が行われた

（山口　2004）．新規学卒の場合，繊維工業部
門における若年女性労働力の高い需要により

（石田・村尾　2000），中卒・高卒とも県外に
就職した労働者数は，女性が男性を上回って
いる．新規学卒でない労働者の「本土」への
出稼ぎも沖縄県では定着していた．新規学卒
でない出稼ぎ労働者の場合，大多数が男性で
あったが，1980 年代に入り女性による出稼
ぎも一般化していった．これは，1960 年代
から 80 年代前半にかけて地方に分散した自
動車・電気機器の生産工程部門が，1980 年
代半ばに始まる好景気の中で未曾有の労働力
不足を経験したことと関連がある．その時期，
電気機器製造の事業所の労働力需要の高まり
により，人材派遣業者 1) を通じて沖縄県の若
年女性を募集し短期契約を結ぶ派遣労働が本
格化している．沖縄県の女性のこのような出
稼ぎは，景気が沈滞している現在においても
愛知県を中心とする中部地域の製造業事業所
などで継続されており，この雇用形態が，単
なる一時的な労働力不足の埋め合わせではな
く，常態化していることがうかがえる．一方，
男性については，愛知県の自動車産業を中心
とする製造業の生産工程部門が主な出稼ぎの
就業先となり，ここでも人材派遣業者を通じ
た雇用が中心となっている．
　以上の動向をふまえ，本稿では，1980 年
代半ばから増加する短期契約の人材派遣業者
を通じた出稼ぎを主な研究対象とする．特に
派遣先事業所と労働者の媒介となる人材派遣
業者とこれに協力する職業安定所（以下「職
安」と記す）および求人情報誌について，こ
の３者が現在の沖縄県の県外出稼ぎに果たす
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役割を分析し，沖縄県から「本土」へ労働者
を送り出す近年の制度的仕組みの一端を明ら
かにしたい．
　1980 年代半ばから現在までの沖縄県の県
外出稼ぎの送り出し媒介を研究する意義とし
て，次の２点を挙げておく．第１が，地理学
において研究蓄積の少ない近年の産業予備軍
型の出稼ぎに焦点を当てていることである．
高度経済成長期以降の出稼ぎ労働に関する地
理学の調査研究は主に伝統型を対象としてお
り（中村　1993，2000；松田　1999），近年
の産業予備軍型の出稼ぎを扱う研究は非常に
少ない．例外的に山口と江崎の研究（山口・
江崎　2002）が西南九州から中京圏に就職す
る高校新規学卒女性の求人システムの研究で
産業予備軍型の出稼ぎ労働を扱っているが，
新規学卒者の出稼ぎと近年の主流である新規
学卒者でない労働者の出稼ぎでは求人システ
ムが大きく異なっている．それゆえ，新規学
卒以外の出稼ぎ労働者の制度的仕組みについ
ては，これ自体を対象とした調査が必要であ
る．地理学以外の分野でも，近年の産業予備
軍型の国内出稼ぎについては研究が進んでい
ない．経済学や社会学において，外国人労働
者の研究が進み，これを契機にそれまでに製
造業分野での労働力を支えていた存在として
国内の出稼ぎ労働者にも関心が寄せられた
が，これに関する研究の欠落が指摘されてい
る（大久保　2005：70-71）．
　本研究の２つ目の意義は，この研究が労働
者の移動に関する人材派遣業者の役割につい
て分析している点である．雇用の非正規化の
進展を受けて，派遣先業種や派遣期間の規制
が緩和され，労働市場における人材派遣業者
の役割がますます大きくなりつつある．地理
学では，加茂（2006）が，東広島市を事例に，
当該地域における業務請負業の労働力調達の
実態（求められる労働者の属性，求人方法，
求人地域）について調査した．その他では，
友澤・石丸（2004）および石丸・友澤（2006）

が人材派遣業者について調査しているが，こ
れらの研究の主たる関心は人材派遣業の立地
特性に向けられており，地域間の労働市場の
つながりにおいて人材派遣業者が果たす役割
についての調査は行われていない． 
　雇用の非正規化の進展と地域格差の拡がり
を伴う現在の労働市場の再編の中で，労働需
給の高い地域の労働市場が国内縁辺地域の労
働力を産業予備軍として組み込んでいく際に
人材派遣業者が果たす役割は見落とされるべ
きではなく，さらなる事例研究の蓄積が必要
である．沖縄労働局職業安定部の資料 2) によ
れば，沖縄県には，2007 年９月６日現在で
134 の人材派遣業者が登録しており，そのほ
とんどが労働者の県外派遣を行っている．本
論文では労働力の供給地域に重点を置き，こ
れらの人材派遣業者の労働者募集・雇用方法
を明らかにしている．
　なお，本研究のデータは，2003 年 10 月か
ら 2007 年７月にかけて，断続的に行われた
那覇市を中心とする沖縄県および愛知県での
フィールド調査により得られたものである．
論文で利用される主なデータは，フィールド
調査で収集した政府統計資料・求人情報誌の
他，2005 年 11 月２日に，那覇公共職業安定
所 3) で実施した職員からの聞き取りおよび同
年 11 月３日に行った高校教員からの聞き取
り，2007 年７月４日に愛知県の女子短大で
の教員および職員からの聞き取りを通じて得
られた．
　以下，本論文の２章では，近年の沖縄県か
らの出稼ぎの背景として，出稼ぎ労働者の需
要を生み出す日本の労働市場の構造について
説明する．３章では，県外就職に焦点を当て
ながら沖縄県の労働市場を概観する．４章で
は，求人情報誌と職安が沖縄県の若年労働者
と「本土」の事業所をどのようにつないでい
るかについて分析し，結論を述べていく．
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２．近年の沖縄県からの出稼ぎの背景：
　　日本労働市場の二重構造と移住労働

　1980 年代半ばから 90 年代初頭にかけて，
日本は高度経済成長期以来の大型好景気を迎
え，様々な産業分野でこれまでにない労働力
不足が起こった．労働力不足がとりわけ顕著
だったのは，サービス業と製造業の生産工程
部門の未熟練労働の分野である．特に，サー
ビス業が集中する東京・横浜などの大都市と
生産工程部門の職種が集中する北関東や中部
地方など地域での労働力不足は深刻であっ
た．
　このような状況の中で，製造業の事業所は，
まず，国内の出稼ぎ労働者の獲得に力を入れ
た．季節・臨時労働という雇用形態で直接に
あるいは派遣業者 4) を通じて間接的に，東北
地方・九州や沖縄県などで労働者が募集され，
北関東や中部地方などの労働力不足が逼迫し
た地域に送り込まれていった．そして，国
内の労働者の確保も困難になった事業所や人
材派遣業者は，求人先を海外に求め，日本の
製造業分野で海外出身の出稼ぎ労働者が増加
する結果となった 5)（大久保　2005；吉田　
1992）．
　国内での労働力確保において季節や臨時あ
るいは派遣労働の雇用形態が利用されたの
は，限定された期間内に集中的に稼ぐことを
目的とする遠隔地の労働者の要望に合わせた
労働形態を用意する必要があったためであ
る．しかし，それ以上に企業が重視したの
は，不足の労働者を常勤ではなく，労働力需
要の変化に柔軟に対応できる雇用形態を用い
て埋め合わせることである．この雇用戦略は，
後述するように，1990 年代後半に強化され，
景気後退期に入っても出稼ぎ労働者の需要が
存続した要因の一つとなっている．
　こうした出稼ぎ労働者の労働市場におけ
る位置づけは，ドーリンジャーとピオレ

（Doeringer and Piore　1985）が提示する「内

部労働市場」と「労働市場の二重構造」の概
念を用いるとより明確になる．「内部労働市
場」とは，労働の価格と配分が管理規則や手
続きによって統制される一企業の管理上の単
位である（Doeringer and Piore　1985）．ドー
リンジャーとピオレによれば，アメリカの労
働市場には，企業別や職業別に構成される

「内部労働市場」があり，その外部にある「外
部労働市場」とは区別される．内部労働市場
の構成員，すなわち一つの企業に属する正社
員は，外部の労働者には得られない権利，例
えば一定水準の雇用保障，キャリア形成の機
会，公正かつ規定に基づく職場待遇が受けら
れる．内部労働市場はさらに一次と二次に分
かれており，一次内部労働市場の職務には管
理・専門職が含まれる．二次内部労働市場の
仕事は，一般事務や清掃作業など専門的知識
や訓練を必要としない下位におかれる職務で
ある．
　労働市場は，さらに，中核的な「一次市場」
と周辺的な「二次市場」という２つの異なる
市場によって構成されているとみることもで
きる（Doeringer and Piore　1985）．一次市場
の職務の特徴として挙げられるのは，高賃金，
良好な職場環境，雇用の安定，昇進機会，公
正で適正な手続きを経て就業規則が執行され
ることである．こうした一次市場の雇用を一
次雇用とよぶ．一次雇用の職務は，管理・専
門職として一次内部労働市場に含まれる．二
次市場の職務は，一次市場とは対照的に，未
熟練職種，低い賃金，劣悪な就労環境，高い
離職率，昇進機会の欠落，恣意的管理の横行
で特徴づけられ，この分野での雇用は二次雇
用とよばれる．二次雇用には，内部労働市場
の外におかれるものと，中におかれるものが
ある．後者の雇用は，雇用期間の定めのない
正社員という立場であることから安定的では
あるが，一次雇用に比べて賃金は低く，昇進
機会も制限されている．二次市場は，内部労
働市場の一次雇用の労働条件を維持するため
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の雇用の調節弁としても機能する．一次市場
で労働力不足が起きると，労働力の補充は二
次市場の労働力を一次市場に吸収する方法は
とられず，臨時雇用や下請けを通じて需要が
二次市場に移転される（Doeringer and Piore
1985）．
　上記の「内部労働市場」および「労働市場
の二重構造」の概念で説明されうる労働市場
の分断は，日本の労働市場においても観察さ
れる．大企業の内部労働市場においては，終
身雇用と年功序列で特徴づけられる管理・専
門職を中心とする一次雇用と一般事務や販売
などの二次雇用の間で分断がみられ，さらに，
一次雇用の割合の高い大企業と二次雇用の割
合の高い中小企業の間，内部労働市場とその
外部の構成員（すなわち正社員と非正社員）
の間もまた分断されている（石川 　1991：
287）．
　近年では， 企業による戦略的な内部労働市
場の縮小が進み，より多くの労働者が内部労
働市場の外の二次市場に吸収されるように
なった．こうした企業の雇用戦略としての内
部労働市場の縮小は，1980 年代半ばには既
に顕著にみられる現象であった．この時代に
は，経済のグローバル化が進展し，世界経済
の動向に敏感に対応する必要性と人件費削減
の狙いから，企業は中核となる労働者すなわ
ち内部労働市場の労働力を最小限に抑え，そ
の他必要な労働者を臨時に採用するという方
策をとるようになっていた． 1995 年に日本
経営者団体連盟によって発表された『新時代
の「日本的経営」』（新・日本的経営システム
等研究プロジェクト　1995）は，この方針が
1990 年代に受け継がれ，その後強化されて
いくことを示唆している．ここで提唱された
雇用戦略とは，「管理職・総合職・技能部門
の基幹職」，「専門職」，「一般職」をそれぞれ「長
期蓄積能力活用型」，「高度専門能力活用型」，

「雇用柔軟型」に分類し，「長期蓄積能力活用
型」以外の労働者を有期雇用契約の対象とす

ることである（新・日本的経営システム等研
究プロジェクト　1995：30-34）．これは，管
理職および管理的な専門職といった中核的な
一次雇用のみを内部労働市場に残し，従来内
部労働市場に含まれていた専門職および一般
職を外部化するということを意味する．
　この雇用戦略は製造業の生産工場でも実践
されている．筆者が1990年から1992年に行っ
た岐阜県可茂地域の調査においては，自動車
製造工場で，臨時・季節工の採用数が増加し
ており，景気の動向に労働者数をより効率
的に対応させるために，正規の常勤雇用を増
やさず臨時・季節工を増加する戦略を採って
いることが確認できた（吉田　1992）．また，
臨時・季節工は，かつては企業に直接雇用さ
れ，内部労働市場の末端に位置していたが，
こうした労働者の雇用は間接雇用に切り替え
られていった（吉田　1992）．このような臨
時的な労働力を企業に調達する役割を担った
のが，人材派遣業者である．
　日本では，従来民間による仕事の斡旋紹介
は法律で禁じられていたが，1980 年代半ば
に始まる労働力不足への対応および雇用戦略
の変化により，人材派遣業者に対する需要が
高まった．そして，これに応える形で 1985
年に労働者派遣法が制定され 6)，労働者派遣
が合法化されている（大橋　2007：2）．1985
年制定の労働者派遣法では，派遣可能な業
務は 13 種に限定されていたが，その後改定
を繰り返して業種および派遣期間は拡大して
いった（表 1）7)．
　製造業については，生産工程部門への派遣
は禁止されていたが，社外工や請負の形式を
とりながら実質的な労働者派遣が行われてい
た．しかし，2002 年 12 月には，厚生労働省
労働政策審議会民間労働力需要調整制度部会
最終報告で，派遣期間を１年間に限定するこ
とを条件に製造業での派遣事業を解禁する提
案がなされた（依光　2003：46）．2003 年６
月には，改正労働者派遣法が参院を通過し， 
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2004 年３月より製造業生産工程部門への労
働者派遣が認められた．また，派遣期間の制
限も緩和されつつある（表１）．
　製造業の生産工程部門を担う事業所が集積
する中部や北関東地域では，人材派遣業者を
通じて雇用される労働者は南米出身の日系人
によって占められつつある（大久保　2005）．
しかし，日系人労働者の雇用が拡大しても，
製造業においては一定の国内出稼ぎ労働者の
需要があった．日系人労働者は，賃金におい
て国内の派遣労働者とほぼ同水準にあり 8)，
国内の派遣労働者に比べて費用面で利点があ
るとはいえない．また，外国人労働者の雇用
には，国内の労働者にはない法的規制や言語
の壁などもあり，通訳兼入国・滞在に関わる
諸手続きに携わる人材を確保するなどの手間
や経費もかかる．これらの点を考慮すると，
沖縄県などの国内遠隔地からの出稼ぎ労働者
は，恒常的な労働力不足に悩まされている製
造業事業所にとって重要な労働力であり，景
気後退期後もこのような国内の出稼ぎ労働者
に対する労働力需要は存在したのである．

　表１　労働者派遣法における業務・派遣期間
　　　　の規制緩和

　（大橋 (2007：１-65)，労働省安定局編 (1998)，
　  石松他 (2006：34-35) より作成）．　

３．沖縄県の労働市場と県外就職

　本章では，沖縄県の産業構造の特徴を概観
した上で，沖縄県の労働市場を県外就職に焦
点を当てながら説明していく．
　まず，沖縄県の産業構造についてみてみよ
う．同県の経済・産業構造の特徴として挙げ
られるのは，軍事基地・公共投資・観光への
依存度の高さである（内田　2002：14）．沖
縄県は，1945 年の第二次世界大戦終戦から
日本に再編入される 1972 年までアメリカ合
衆国の統治下にあり，その間に農業中心から
米軍基地の需要に支えられる産業構造へと転
換していった（内田　2002：34；与那国　
2001： 124-140）．軍施設の建設や運営により
建設業・運輸業が発展し（内田　2002：34），
軍施設の周辺地域では，基地関係者向けに
サービス業が発展してきた（与那国　2001：
132）．他に，基地内で働く地元従業員の給与，
土地を提供する地主の軍用地料，基地に所属
する軍人や軍属とその家族の消費活動によっ
てもたらされる経済効果は大きい．沖縄県の
知事公室基地対策課ホームページによれば，
2002 年度の基地関係受取額は 1931 億円に上
り，県民総生産に占める割合は 5.2％になっ
ている．もう一つの特徴である公共投資への
依存は，沖縄県の日本復帰に際して日本政府
が策定した沖縄経済振興策によって促進され
た．この経済振興策の中核をなす沖縄振興開
発事業費は，1972 年の開始以来 2001 年度ま
でに６兆 4000 億円に上り，このうち 92％が
公共事業費に投入された（内田　2002：37）．
この莫大な額の公共投資により，沖縄県では
社会資本の整備が大幅に進んだが，安定した
雇用を創出する生産性の高い製造業の誘致・
育成には至らなかった（内田　2002：19，
37）．産業別就業者数をみると，沖縄県の製
造業従事者の割合は全国平均からみて著しく
低く，基地や公共事業の需要により建設業従
事者の割合が高くなっている（表２）．なお，
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沖縄県で現在最も成長が著しいのは，観光業
である．2006 年度の観光収入は 4082 億 8600
円 ( 沖縄県観光商工部観光企画課　2007) で，
沖縄県の総生産額の約 10％を占め，同年度
の県外・外国から沖縄県への観光客数も過去
最高の 570 万 5100 人となっている（沖縄県
観光商工部観光企画課　2007）．こうした観
光業の成長は，宿泊施設や飲食店の雇用を創
出し，表２にみられるように同県の就業者割
合がサービス業に特化する一因となってい
る．しかし，観光関連の雇用は季節による変
動が大きく，失業者を生み出す原因ともなっ
ている（内田　2002：106-107）．
　次に，沖縄県の労働市場についてみていこ
う．『国勢調査』によれば，2005 年 10 月１
日現在の沖縄県の人口は，136 万 1594 人（沖
縄県統計協会　2007：17）で，労働力人口比
率は 2005 年現在 58.4％である．これは，同
年の全国平均の労働力人口比率が 60.4％であ

　　　　表２　産業別就業者（2006 年）　

「サービス業」には，「飲食店・宿泊業」，「医療・　福

祉」，「教育・学習支援業」，「複合サービス業」，　「サー

ビス業（他に分類されないもの）」を含む．

（総務庁統計局『労働力調査』（総務庁統計局ホームペー

ジ）および沖縄県統計課『労働力調査』（沖縄県統計

協会　2007：48）より作成）．

るのに比べ，やや低い数字といえる 9)．図１
が示すように，沖縄県における失業率は，全
国平均よりも常に高い．2005 年の完全失業
率は 7.9％で，同年の全国平均 4.4% を大き
く上回っている（図１）． 2005 年の沖縄県の
失業率を年齢別にみると，15 ～ 29 歳に含ま
れる年齢層の人々が他の年齢層に比べて高い
失業率となっている（表 3）．また，沖縄県
における 15 ～ 29 歳の失業率は，全国平均と
比較しても 5.8 ポイント高い．新規学卒者の
無業者率についても，沖縄県は全国平均より
はるかに高い．文部科学省『学校基本調査』
によれば，2005 年度の大卒等無業者が全国
で 17.8% であるのに対し，沖縄県は 41.5％
となっている（沖縄県観光商工部産業政策課
雇用創出戦略スタッフ　2007）．また，高卒
無業者についても，全国平均が 6.6％である
のに対し，沖縄県は 20.9％となっている（沖
縄県観光商工部産業政策課雇用創出戦略ス

　　図１　全国および沖縄県の失業率の推移
　　　　　　　（1982-2005 年）
　（沖縄県企画開発部統計課『労働力調査』および総務

　省統計局『労働力調査』．沖縄労働局職業安定局（2007：

　4）より作成）．

　　　　表 3　年齢別完全失業率（2005 年）　

　（原資料は総務省統計『労働力調査』，沖縄県企画部

　統計課『労働力調査』．沖縄県観光商工部産業政策課

　雇用創出戦略スタッフ（2007：9-10）10) より作成）．
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タッフ　2007）．このような沖縄県の若年者
の失業率の高さは，県外就職を促す要因の一
つになっていると考えられる．
　次に沖縄県の県外就職について，主に『職
業安定行政年報』（沖縄労働局職業安定部
2003；2007） を 基 に 説 明 し た い． 沖 縄 で
は，1957 年に集団就職制度が開始され，中
卒者の「本土」就職が本格化した（山口　
2004）．中卒者の「本土」就職者数は，1970
年に 1822 人でピークを迎え（山口　2004：
28-29），その後急速に減少している．1972
年に 1434 人となり，その後さらに減少し続
け， 2002 年と 2003 年には県外就職者はいな
くなっている（図２）．なお，1980 年代末頃
まで女性の数が男性を上回っているのは，繊
維産業における女性労働力の需要があったこ
とによる（図２）．
　高卒者の場合は，1972 年以降いったん県
外就職者数は落ち込むものの（図 3），1970
年代後半から 1980 年代半ばにかけて上昇し，
その後急速に減少していく．1990 年代末に
わずかな上昇がみられるものの，全体として
は緩やかに減少している．男女別にみると， 
1970 年代から 80 年代にかけては，女性の県
外就職者数が男性を大きく上回る．これは，
中卒者と同様に，繊維産業における女性労働
力の需要によるものである．
　「一般合計」11) の県外就職は，中・高卒者
の県外就職が減少傾向にあるのとは対照的
に，男女とも増減を繰り返しており，特に男
性にこの傾向が顕著である（図４）．これは，
沖縄県への求人数が景気動向を敏感に反映し
た結果であると考えられる．男女別にみる
と，中学・高校の新規学卒者と異なり，男性
が女性の数を常に上回っている．出稼ぎに該
当する「臨時・季節」については，男女とも
2002 年以降は一般に占める割合が低くなっ
ているが，1980 年代末から 2002 年まで一般
合計の大半を占めており，県外就職の多くが
出稼ぎによるものであることがわかる．

　　図 2　中学卒業者の県外就職者数の推移
　　　　　　（1972-2005 年度）
　（沖縄労働局職業安定部（2003：88-89；2007：

       88-89）より作成）．

　　図 3　高校卒業者の県外就職者数の推移
　　　　　　（1972-2005 年度）
 （沖縄労働局職業安定部（2003：88-89；2007： 

       88-89）より作成）．

　　図 4　一般の県外就職者数の推移
　　　　　　（1972-2005 年）
　（沖縄労働局職業安定部（2003：88-89；2007：　　

　88-89）より作成）．　　
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　表 4　臨時・季節の県外就業者数および割合
                                                        （県別：2005 年度）　

（沖縄労働局職業安定部（2007：72-73）より作成）．

　次に，一般の県外就職における臨時・季節
の県別就職先をみておく．表４が示すように，
2005 年度の就職先で最も大きな割合を占め
るのは愛知県である．男性の就職先では，愛
知県が 40.1％を占め，２位の滋賀県（15.3％）
を大きく上回る．女性の場合も愛知県の割合
が一番高く，57.4％を占めており，２位の岐
阜県（16.3％）を大きく引き離している．
　業種については，2005 年４月から 2006
年３月にかけて職業安定所を通じた就職件
数 1317 のうち最も多いのが製造業で 942 件

（全体の 71.5％）であった（沖縄労働局職業
安 定 部　2007：110-111）． 製 造 業 の 中 で は

「輸送用機械器具」が 543 件（製造業全体の
57.6％），「繊維・衣服」が 306 件（製造業全
体の 32.5％）を占める．製造業の次に多いの
が建設業で，111 件（全体の 8.4％）であった（沖
縄労働局職業安定部　2007：110-111）．表５
の求人情報誌に掲載されている「県外」欄の
求人情報および職安での聞き取りによれば，
求人の大部分が製造業で，男性の場合は自動
車製造，女性の場合は電気機器製造の事業所

での勤務が多い．男性向けの求人には，重労
働かつ３交代制を伴う身体負担の大きい仕事
が多い．女性を対象とする求人は，組み立て
や検査などの軽作業が中心となっているが，
多くは，交代制で夜間勤務がある．
　給料は職種によって異なるが，１ヵ月 20
～ 30 万の範囲内が多い 12)．表５の求人情報
誌によれば，部品検査では月給 14 万円から
の求人もあるが，電気機器工場の組み立てで
20 万～ 30 万円，自動車製造工場の組み立て
で 30 万～ 37 万円の月収となっている．厚生
労働省政策調査部編『平成 16 年賃金構造基
本統計調査報告』によれば，2004 年時点の
沖縄県内の男性常用労働者（平均年齢41.5歳，
平均勤続年数 10.6 年）の１ヵ月の平均給与
は 25 万 6000 円で，女性常用労働者の平均給
与は 19 万 6000 円（平均年齢 38.3 歳，平均
勤続年数 7.5 年）となる（檜山　2006：204-
206）．これらと比較すると，出稼ぎで得られ
る収入は，工場の組み立て作業についた場合
には，若年労働者にとって高いといえる．住
宅については，多くの場合，人材派遣業者が
所有する寮や借り上げ集合住宅が提供され，
1 ヵ月２～３万程度が労働者の負担となる．
就業する事業所による直接雇用の場合は，そ
の事業所の寮が無料で利用できることが多
い．県外への出稼ぎは，単独で行う人もいる
が，若い女性に関しては，恋人や友人ととも
に行うことも多く，その場合，一緒に行った
恋人あるいは友人と同じ工場で働き，同じ寮
に住むことを希望する 13)．
　雇用期間は，基本的には半年で，就業者の
多くは雇用期間が終了すると沖縄県に戻る．
そこで失業保険を受け取り，保険で保障され
る期間が過ぎる頃に，次の就職先を探すこと
になる．職安での聞き取りによれば，男性の
場合雇用期間を更新して１年間継続して就労
する事例もあるが，女性の場合には期間延長
を希望することは少ない．男性が雇用期間を
延長して１年間働いた場合でも，それ以上の
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期間を継続して県外で就労するというわけで
はなく，いったん沖縄県に帰ってしばらくし
た後にまた出稼ぎに出ることを繰り返す．沖
縄県に戻っている間には，アルバイトや正社
員として働く．このような出稼ぎの繰り返し
は，これまで若年層に多かったが，近年は，
中高年にも出稼ぎを繰り返す就労形態が増え
てきた．これは，製造業の期間工の労働力不
足のため，中高年でも出稼ぎの仕事が得られ，
沖縄県内での二次雇用の職務に比べ，高収入
が期待できるからである．女性の場合，出稼
ぎ労働に就くのは若いうちのみという場合が
多い．しかし，女性求職者の中には，母子家
庭の母などが，若年を過ぎても出稼ぎに従事
する事例も少なからず存在している 14)．

４．沖縄と「本土」をつなぐもの ：
　　出稼ぎにおける人材派遣業者・職業安定
　　所・求人情報誌の役割

　沖縄県からの県外就職は，新規学卒者にお
いては常勤の正社員が多く 15），「一般」に分
類される新規学卒以外の就労者では，臨時 ･
季節に分類される出稼ぎが多い．ここでは，
新規学卒を除いた「一般」の県外就職の中で，
出稼ぎに焦点を絞って説明していく．出稼ぎ
の中心的な就業先である生産工程部門におい
て，労働者と就業先事業所の主な媒介となる
のは，人材派遣業者と求人情報誌，職安であ
る（図５）．以下，それぞれの役割について
説明していく．

　　　　図 5　沖縄県と「本土」の出稼ぎ労働需給ルート
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　写真１　那覇公共職業安定所近くの集合住宅に
　　　　　貼られた人材派遣業者の広告
　（2007 年２月 21 日　那覇市おもろまちにて筆者撮影）

　人材派遣業者の主な役割は，顧客の企業に
求められた労働者を募集・雇用し，その企業
に供給することである．県外の企業に派遣す
る人材派遣業者は，本社が沖縄県以外にある
事業所がほとんどで，事務所を沖縄県にも設
置している．労働者の募集にあたっては，求
人広告を沖縄県内の求人情報誌や新聞，自社
のホームページに掲載し，また職安にも求人
票を提出する（図５）．また，那覇市内のモ
ノレールの車内の吊り広告や市内の建物の壁
面の看板にも人材派遣業者の求人広告がみら
れる．
　面接は，職安で行われることが多く，求人
情報誌に掲載された広告には，「選考会」の
場所として職安が掲載されている．サービス
業に関しては，人材派遣業者や職安を通して
求人することは少なく，求人情報誌が労働者
と事業所の中心的な媒介となる．次に，求人
情報誌にどのような求人情報が掲載されてい
るかをみていく．沖縄県には，他県と同様に，
様々な求人情報誌がある．表５は，那覇市内
のスーパーマーケットやコンビニエンススト
アで 2004 年から 2005 年にかけて収集した有
料求人情報誌の一覧である．無料の求人情報
誌は，新聞形式のものが２つ確認できた（表
６）．これらの求人情報誌は，インターネッ
ト上にホームページがあり，パソコンや携帯
電話でも求人情報が得られるようになってい

　　表 5　県外求人情報掲載の有料求人情報誌　

　※は，勤務地が関東圏に限定された求人情報誌

　表６　県外求人情報を掲載の新聞形式の
　　　　無料求人情報誌

る．
　総合的な職種を扱う求人情報誌は，表５の
①～④，表６の⑨・⑩が該当する．いずれも

「県外」の欄があり，掲載された求人広告主
のほとんどは人材派遣業者となっている．職
種は，製造業が大部分で，他に，少数ではあ
るが，運送・建設業関連の仕事の求人広告も
掲載されている．
　サービス業を専門に求人広告を掲載してい
るのは，表５の⑤～⑧である．⑤は，夜間勤
務のサービス業職種の求人を紹介しており，
居酒屋やコンビニエンスストアとともに，性
産業分野の求人情報も掲載している．⑥は，
夜間勤務のサービス業を専門とする求人情報
誌で，飲食店・タクシー運転手・遊技場・性
産業の求人を紹介している．
　これらの２誌が沖縄県の求人情報も掲載し
ているのに対し，表５の⑦・⑧は，関東圏に
限定した求人情報を扱う．⑦は，飲食店全般
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写真２　県外就職コーナーにある求人事業所リスト
　ホワイトボードには求人事業所名の他，求人職種お

　よび就業地が書かれている．

　（2007 年２月 21 日　那覇職業安定所にて筆者撮影）

の求人情報を提供している．⑧は，女性を主
な対象とし，サービス業の中でも「ヌードモ
デル」・「ホテルヘルス」・「キャバクラ」を含
む性産業に焦点を当てて求人情報を掲載して
いる．サービス業分野の事業所の求人の多く
は，求職者が事業所に直接電話で連絡をして
面接の打ち合わせをすることとなる．
　職安の役割については以下の通りである．
聞き取りを行った那覇公共職業安定所では，
業務の中心は，他県の職安と同じく，事業所
から求人票を受け取り，求職者に職業を紹介
することである．県外の職安と異なる点は，
出稼ぎの求人・求職に効率的に対応できる仕
組みを整えていることである．那覇公共職業
安定所には，約 100 の県外の人材派遣業者や
事業所が職安に登録し，そのうち約 50 ～ 60
事業所の採用担当員 16) が常時駐在する．こ
れら採用担当員と求職者との面接のため，職
案内には，面接のためのテーブルと椅子が置
かれた県外就職のためのコーナーが設けられ
ている（写真２）．このように，県外への出
稼ぎを希望する求職者は，職安内で即座に事
業所の採用担当職員の面接を受けることがで
きる．
　職安職員からの聞き取りで得られた情報に
よれば，県外を就業地とする求人票の多くは，
人材派遣業者によって出されたもので，県外

求人数全体の約８割を占める．職種別にみる
と，製造業が約９割である．その他の職種は，
運送や土木が中心となる．１事業所あたりの
求人数は，事業所によって異なるが，製造業
の場合，半年で生産工程部門の労働者を大き
く入れ替える事業所が多い．その際には新し
い労働者を一度に求人するため，求人数の最
も多い事業所（自動車製造工場）で，約 100
人募集するところもある．１事業所あたり多
いところで，約 50 ～ 60 人の求人を行うが，
少ないところでは，数人の求人となる．製造
業以外の分野では，１事業所あたりの求人数
が少ないところが多い．運送関係の事業所で
は多くても 10 人程度の募集となる．人材派
遣業者の場合，１つの業者が日本全国の工場
に労働者派遣を行う．製造業事業所が求職者
に技術や資格を求めることはあまりない．し
かし，職種によっては，経験や免許が求めら
れる 17)．
　職安での県外職業の紹介は以下の手順に
沿って行われる（図５）．まず，事業所が管
轄の職安に求人票を出す．求職者が情報誌や
検索機から希望の事業所の求人情報を持って
くる場合には，該当する事業所の採用担当員
とその場で面接をする．求職者が，県外での
就職希望は持っているが行く先を決めていな
い場合には，職安職員が求人情報を紹介する．
求職者に仕事を紹介する際に，求人票と併せ
て求職者に渡されるのは，事業所が職安に提
出した「PR シート」18) である．求職者が求
人事業所に興味を持ったものの，応募するか
どうか決められない場合，事業所の採用担当
者と面接を行い，雇用に関する詳細な情報を
得ることもできる．求職者が応募を決定した
ら，職安が紹介状を渡し，事業所担当職員に
よる選考面接となる．採用が決まった場合，

「赴任旅費」は採用側の負担となり，「赴任日」
が設定される．就労開始の前日に飛行機で職
場の最寄りの空港に着くと，事業所の職員が
迎えに来ていて寮に連れて行く．帰りの渡航
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費用は自己負担となる．
　これまで説明してきた求人情報誌および職
業安定所の役割は次のように要約できる．製
造業職種において沖縄県から「本土」への出
稼ぎが成立する外的要因としては，①愛知
県を中心とする工場集積地域における恒常的
な労働力不足，②製造業における内部労働市
場の縮小による生産工程部門の労働力の外部
化，③沖縄県での高失業率および比較的低い
賃金の３点がある．このように互いに離れた
地域での労働力需要と供給を制度的に媒介す
るのが職安である．職安は，求人側の人材派
遣業者（あるいは製造業事業所）と深く結び
つきながら，出稼ぎにおけるマッチングを効
率よく行う仕組みを作り上げた．製造業以外
の職種に関しては，とりわけサービス業分野
で，求職者は，職安よりも求人情報誌に求人
情報を求め，応募の際には，事業所に電話連
絡する方法がとられる．
　以上みてきた沖縄県からの出稼ぎ労働はあ
くまで，求人側の事業所の要望に合った人材
の募集・選択に力点が置かれ，雇用調節可能
な労働者を沖縄県に求めるものであるといえ
る．しかし，求職者側にも利点がないわけで
はない．既に述べたように，沖縄県では失業
率が高く，就業機会が限られている．その点
を考慮すると，若年労働者にとって，とりわ
け安定した雇用についていない場合には，沖
縄県で就職するよりも賃金が高く，短期間で
収入を上げることが可能な「本土」への出稼
ぎの魅力は大きいと思われる．しかしながら，
出稼ぎには，専門知識や技術を身につけると
いった将来的な展望を抱くことが困難で，交
代制勤務など身体的負担にも耐えなくてはな
らない．
　こうした状況をかんがみると，現在の出稼
ぎに関する職安の役割には，次のような問題
があるといえよう．それは，新規学卒以外の
県外就職において求人がある職種は，未熟練
労働がほとんどで，職安は，そのような職種

の事業所との密接な関係を保ちながら，「本
土」の労働市場の中で周辺的位置づけにある
二次市場に沖縄県の若年労働者を結び付けて
しまっていることである．そこでは，求職者
は，県外就職に関する選択の幅が広がること
はほとんど期待できない．「本土」の二次市
場に沖縄県の若年労働者を組み込んでいく役
割を職安が積極的に担い，需要と供給の調節
をしているのである．
　求人情報誌においても，県外欄で掲載され
ている求人情報は，未熟練職種に限られて
いる．「本土」のサービス業，とりわけ女性
を対象とした性産業の労働者の需給について
は，職安の関与する度合いが低いと考えられ，
この分野で求人・求職の中心的な媒介役を果
たしているのは求人情報誌である．求人情報
誌もまた，「本土」労働市場のより周辺化さ
れた位置に沖縄県の若年女性労働者の組み込
む役を担っているといえる．

５．おわりに

　本論文では，沖縄県から「本土」への出稼
ぎについて，「本土」と沖縄県の媒介として，
求人情報誌と職安に焦点を当て，その役割を
分析した．沖縄県の出稼ぎ労働者を求める「本
土」の労働市場の二重構造それ自体も問題と
されねばならないが，求人情報誌や職安がそ
のような構造を強化し支える上で積極的な役
割を果たしていることも，大きな問題点とし
て指摘しておきたい．特に職安が国家機関で
あることを考えると，国家ぐるみで沖縄県を

「本土」の周辺的労働市場に組み込んでいる
といえなくもない．若年労働者の選択の幅が
広がるような沖縄県の経済戦略および「本土」
の労働市場との関係の構築が，真剣に模索さ
れなければならないだろう．
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(1）「空間・場所をめぐる諸権力の解明」( 代
表者：吉田容子　課題番号：15320118) およ
び平成 17-19 年度若手研究 ( Ｂ )「出稼ぎ労
働と沖縄女性」（課題番号：17720221）を利
用した．また，本研究の一部は，国際地理学
連合 2006 年ブリズベン大会（クィーンズラ
ンド工科大学で 2007 年７月３- ７日に開催）
および経済地理学会中部支部例会（愛知大学
で 2007 年 10 月 13 日に開催）で発表した．

注
1）顧客企業の求めに応じて労働者を供給する人材

サービス業には多様な事業形態があり，顧客企業
の依頼に応じて労働者を派遣する労働者派遣，外
注された業務を請け負う請負職業，職業紹介業務
を行う紹介などが含まれる（大村　2007；友澤・
石丸　2004：95）．請負は，企業から業務を処理
するという仕事の完成に対して報酬が支払われる
ことから，労働者派遣業とは区別されるが（大村
2007），製造業分野では請負が労働力供給の手段
として使われることも多い．この点をふまえ，本
論文では，「人材派遣業者」に請負も含めている．

2)  2007 年９月６日に，沖縄労働局職業安定部にて
入手．

3)  沖縄県の公共職業安定所は，那覇公共職業安定
所（那覇市）の他に，沖縄公共職業安定所（沖縄市），
名護公共職業安定所（名護市），宮古職業安定所（平
良市），八重山公共職業安定所（石垣市）がある．
那覇公共職業安定所の管轄地域は，那覇市，浦添
市，西原市，豊見城市，糸満市，与那原町，佐敷
町，東風平町，知念村，玉城村，具志頭村である．

4)  製造業での派遣労働は，労働者派遣法によって

禁じられていたが，「請負」という形式をとって，
派遣が行われていた．請負は，業務を請け負って
製品を納入することであるが，請負は名目にすぎ
ない場合が多い．

5)  製造業の事業所は，未熟練労働分野における外
国人の雇用が法律で規制されていたにもかかわら
ず，様々な手段で外国人労働者を利用した．例え
ば，日本国籍を持つ日系人の雇用や研修制度を利
用したタイ人・中国人の採用，観光ビザで入国し
た東南アジア諸国の人々の不法な雇用を通じて労
働力不足の緩和に努めた．

6)  この法律は 1986 年に施行された．なお，この法
律の正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の
確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律」である．

7)  厚生労働省による労働者派遣事業の平成 17 年
度事業報告の集計結果によると，労働者派遣業
は 10,011 事業所（1998 年度）から 31,361 事業所

（2005 年度）に増え，当該期間の派遣労働者数も
895,274 人から 2,546,614 人に増加した（厚生労働
省　2006）．

8)  大久保（2005：192-196）が 1998 ～ 2000 年にか
けて長野県上田・小県地方で実施した調査によれ
ば，日系人労働者に事業所が支払う時給は女性労
働者に 900 円～ 1300 円，男性労働者には 1300 円
～ 1800 円である．

9)  沖縄県および全国の労働力人口の比率について
は，沖縄県企画開発部統計課『労働力調査』およ
び総務庁統計局『労働力調査』に基づく数値を沖
縄労働局職業安定局（2007：2）より引用．

10)  沖縄県庁にて入手．
11）「一般」とは，新規学卒以外の就労者をさす． 
12）職安での聞き取りによる．
13）職安での聞き取りによる．
14）職安での聞き取りによる．
15）新規学卒の県外出稼ぎの形態の一つに「就職進

学」がある．就職進学では県外の短期大学への入
学と事業所への就職を同時に行う．沖縄県の高校
教員からの聞き取りで就職進学に関わる短大・事
業所で確認できたのは，愛知県の短期大学Ａ校と
A 校と提携する愛知県の繊維工場Ｂ社であった．
Ａ短大での教員および職員からの聞き取りによれ
ば，事業所に就職しながらその事業所が提携する
大学に進学するコースは，1969 年に開始された．
事業所の２交代制勤務の時間外に受けられるよう
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