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  はじめに 

 

中小企業・小規模事業者（以下、「中小企業」という）にとって、人材確保は極めて厳しい状況です。 

平成 29 年 6 月に閣議決定された「未来投資戦略 2017」においても、地域の雇用や経済を支える中小

企業の付加価値を高め生産性を向上するために、政府として中小企業の人材確保に係る支援を推進して

いく方針が打ち出されています。 

一方、日本で働く外国人の方は急増しており、平成 29 年 10 月時点で約 128 万人となりました。政府

においても専門的・技術的分野の外国人の就労を積極的に推進しており、その卵である留学生の就職に

ついても就職支援を行っています。 

ただし、留学生の７～８割が日本での就職を希望している中で、実際に日本で就職できている留学生

は３割程度に留まっており、中小企業も含め、留学生採用の裾野を広げていくことが求められています。 

 

留学生の就職意向（留学生アンケート）               留学生の就職状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

本事例集は、こうした状況を踏まえ、ものづくり中小企業等のグローバル競争力強化のため、高度外国

人（元留学生等）を確保している事例を取りまとめました。 
ものづくり中小企業における高度外国人の採用・活躍の参考となれば幸いです。 

 

 

 

本事例集での『高度外国人材（元留学生等）』とは、 

「研究」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」等の専門的・技術的分野の就労資

格を持ち、日本国内での就労が可能となる大学卒業レベルの日本在住外国人を指し

ます。日本国内の大学等を卒業し、現在国内企業にて就労している元留学生は全て

対象となります。（単純労働者・技能実習生は対象外です。） 
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（上図資料） 

「外国人留学生進路状況・学位授与状況調査結果」  

独立行政法人日本学生支援機構  

 

（左図資料） 

「大学における留学生の就職支援の取り組みに 

関する調査」厚生労働省 

2014年度 2015年度 2016年度

卒業（修了）留学
生総数

37,397 42,643 48,598

就職者数 9,678 12,325 14,493

就職率（%） 27.0% 30.1% 31.1%
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ものづくり中小企業における高度外国人材の活用状況 

ものづくり中小企業における高度外国人材の活用状況について、アンケートを実施しました。 

<アンケート概要> 

調査対象 富山県・石川県・岐阜県・三重県内企業各 500 社、愛知県内企業 1,000 社の合計 3,000 社 

抽出方法 業種：製造業、規模：従業員 300 人以下もしくは資本金 3 億円以下かつ従業員 21 人以上 でのランダム抽出 

調査方法 郵送での発送・回収 調査期間 2017 年 9 月 19 日～10 月 12 日 

発送数 3000 件 回収数 926 件（30.9 %） 

 
『高度外国人材』の採用状況                今後の活用の可能性                       

「採用したことがある」企業が 15.8％となって 
います。     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

採用の効果                         採用の条件                           

「人材不足の解消・緩和」、「海外現地法人、海外 
取引先との関係の向上」等の効果が出ています。 
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採用に関する情報が
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新たな新製品の開発

日本人にはない

知識・発想の活用

技能実習生等の

管理能力向上

その他

海外現地法人、海外取引先

との関係の向上

海外現地法人の

技術力向上

海外販路の新規開拓など

による海外取引の拡大

企業の国際化への

意識向上

その他

無回答

（%）

国
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を
問
わ
な
い
成
果

海
外
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略
に
お
け
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成
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課題解決策として活用することが考えられる

企業が 56.4％となっています。 

採用にあたって「日本語能力」「勤労意欲」「長

期雇用」の条件を求めています。 

（n=146） （n=373） 

（n=622） （n=926） 
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ものづくり中小企業で活躍している高度人材像 (n=146) 

採用経緯                          職種                           

「大学からの紹介」「日本の人材紹介会社の仲介」 
「個人的な紹介」が多くなっています。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新卒／中途                           

 

 

 
国籍                                

 

 
 
日本語能力                         

 

 

 

雇用期間               
 
 
 
出身大学              
             

3.2

21.7

0.9

0.9

23.0

40.1
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0.5

4.6

0.0
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総務・企画
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営業・翻訳通訳

商品企画・

マーケティング

研究・開発

設計・技術

生産・品質管理

技能実習生等の管理

特に部門は決めていない

その他

無回答

（%）

46.5 35.0 2.3 

2.3 

1.8 0.9

11.1
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中国 ベトナム 台湾 ネパール 韓国 インドネシア その他

17.1

15.8

26.0

8.2

10.3

0.7
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4.8

25.3

2.7
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6.2

0.7
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大学・専門学校の就職

担当課等の紹介

大学・専門学校の

教授等の紹介

日本の人材紹介会社の仲介

海外の人材紹介会社の仲介

行政の支援施策（合同企業

説明会等）への参加

インターンシップの実施

就職ポータルサイト

（リクナビ・マイナビ等）

自社のホームページでの告知

知人、友人、社員等

からの個人的な紹介

就職情報誌や新聞・

雑誌等の求人広告

ハローワーク

その他

無回答

（%）

大学から

の紹介

37.3 53.9 8.8 

0 20 40 60 80 100 (%)

新卒採用 中途採用 無回答

21.2 29.0 16.6 12.9 13.4 5.1 1.8 

0 20 40 60 80 100 (%)

ネイティブ

（日本人並み）

N1程度

（幅広い

日本語）

N2程度

（日常的な

レベル）

N3程度（日常

日本語をある

程度理解）

N4～N5程度

（基本的な

日本語の理解）

喋れない 無回答

27.2 25.8 18.9 20.3 6.9

0.9

0.0 

0 20 40 60 80 100 (%)

1年未満 3年未満 5年未満 10年未満 20年未満 20年以上 無回答

44.7 24.4 2.8 28.1

0 20 40 60 80 100 (%)

日本国内の大学 海外の大学 分からない 無回答

「生産・品質管理」「設計・技術」「貿易事務・

海外営業・翻訳通訳」が多くなっています。 

新卒採用より中途採用の方が

多くなっています。 

「中国」「ベトナム」が多く、

８割を占めます。 

Ｎ１程度以上で半数、Ｎ３以

上で８割を占めます。 

「１年未満」が３割と多いも

の、「５年以上 10 年未満」も

２割程度。 

「日本国内の大学」が１／２

と多いものの、「海外の大学」

も１／４程度を占める。 
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高度外国人材の活用についてのＱ＆Ａ ～パネルディスカッションより～ 

Ｑ. 日本人とのコミュニケーションにおける工夫は？ 

文化の違いについて具体的な事例を教えてください。 
 

○金沢機工株式会社 

外国人社員が自分は間違っていないと謝罪をせず、日本人

社員とトラブルになった時、管理職が時間をかけて話を聞き

受けとめてあげて、誤解がとけた。大事なことは、本人の言い

たいことをじっくり聞き、説得することである。 
 

○株式会社小矢部精機 

外国人社員とのトラブルが幸いにも存在しない。留学生を採用する以前から海外と取引があり、中国への出張が

多かったため、日本人社員が中国文化を知っていたからかもしれない。お互いの文化の理解が重要である。 
 

○黒田化学株式会社 

初めて採用した留学生は、日本人の若者より物分かりが良いと感じた。文化の違いは当然あるのであまり気にせ

ず、地域のお祭りなどに誘うようにしている。日本と母国との休暇が合わないことについては、日本の休みに合わ

せてもらっている。 
 

○東振グループ 

少し時間にルーズであると感じる外国人社員もいる。メールを出す時、日本語を間違えることがあるので、お客さ

んに出す前にチェックをしてあげている。 
 

○津田駒工業株式会社 

外国への出張者も多く、異国の文化についてはある程度の知識を持った社員が多いのが現状である。なので、文

化の違いから少々の行き違いはあっても、大部分のところではお互いがわかりあっており、問題なくコミュニケーシ

ョンができている。 

 

Ｑ. 留学生ならではの問題点や苦労したことは？ 
 

○高間株式会社 

技能実習生を受け入れており、外国人への抵抗は無かった。元留学生の外国人社員は生活に関することは自分

で全部できるので、苦労したということはない。実際に仕事をしてみると、日本語を理解していると思いきや、実は

わかっていなかったということがあり、慣れるまですり合わせをするところが大変だった。 
 

○日高工業株式会社 

留学生は、在留資格手続きも自分でやるため、その点では手間がかからない。言葉が理解できると思い、日本人

社員同様に早口で話してしまった時、分かりにくいようであったので、ゆっくり話す等の配慮が必要だと思った。 
 

○株式会社ＦＵＪＩ（旧：富士機械製造株式会社） 

日常会話はできるが、専門用語の不理解があるので、外国人社員が正しく理解しているのか把握するように心が

けている。また、外国人社員にも遠慮なく聞くように言っている。捉え方でアウトプットも異なるので注意がいる。 

企業における留学生採用・活躍セミナー（北陸） 
日時：２０１７年１０月２５日 
場所：ホテル金沢 
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Ｑ. 採用していない企業へのメッセージ 

優秀な人材を採用するために 
 

○高間株式会社 

留学生を採用して、とてもよかったと思っている。外国人社

員が日本人と同じ仕事をするために、マニュアルを作り直

した。その結果が会社の仕事を見直すきっかけになった。 
 

○日高工業株式会社 

留学生は能力も意識も高い人たち。中小企業こそ、そういう人たちの力を借りるつもりで、積極的に採用するとい

いと思う。 
 

○株式会社ＦＵＪＩ（旧：富士機械製造株式会社） 

留学生は勤勉で、積極性があると感じている。社員として迎えるにあたり、日本人、留学生という区分はあるかもし

れないが、それぞれ長所、短所、強み、弱みがある。それは入社後、戦力として活躍できる素地であると思う。 
 

○金沢機工株式会社 

留学生の方が、大学や大学院を出た時点で日本人より能力や熱意が上回っていると感じている。よその国に来て

やっていこうという意欲がある人たちは、優秀である。 
 

○株式会社小矢部精機 

母国語と日本語が分かる時点で、アドバンテージは高く優秀である。日本で働く以上、社内は日本語である。言

葉を理解し、自分の考えを日本語で伝えることを学生時代に鍛えてきたことは、高い意欲を持って学生時代を過

ごしてきた証拠。 
 

○東振グループ 

大学の紹介やベトナム協会などの紹介で採用しており、テストの結果よりも人物重視である。採用する側が日本

人の採用時と同様に、この人を採りたいという思いでしっかり対応することが重要。 
 

○黒田化学株式会社 

日本へ来た留学生は、ものの考え方、生活スタイルにおいて日本人学生と異なる点が多い。なるべく早く会社に

馴染んでほしいので、日本語ができる人を優先して採用している。 
 

○津田駒工業株式会社 

日本へ留学すること自体が意識の高さの表れであり、大変優秀な学生が多い。そのような留学生が会社の中に

入ることにより、会社の中が活性化し、また、ダイバーシティの観点からも非常に有益であると考えている。 
 
Ｑ. 元留学生の皆さんの今後の目標 

○日高工業株式会社 （ベトナム人社員） 
仕事の効率を上げていきたいので、日本語がもっと上手になりたい。 

 

○株式会社ＦＵＪＩ（旧：富士機械製造株式会社）  （インド人社員） 
技術者として知識を高めていきたい。日本、海外、どこでも働けるグローバルな人材になりたい。 
 

企業における留学生採用・活躍シンポジウム（東海） 
日時：２０１７年１０月３０日 
場所：名古屋国際センター 
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ものづくり中小企業における活用事例 

 
 

 

職種 採用パターン 出身大学 

国籍 
研
究
開
発 

設
計
技
術 

生
産
管
理 

翻
訳
・通
訳 

海
外
営
業 

海
外
現
地
法
人 

管
理 

一
般
応
募 

民
間
人
材
紹
介 

大
学
紹
介 

行
政
支
援 

社
員
の
知
人 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク 

ロ
ー
タ
リ
ー
奨
学
生 

国
立
理
系 

私
立
理
系 

国
立
文
系 

私
立
文
系 

海
外
大
学 

株式会社 

江沼チヱン製作所 
   ●  ●  ●  ●    ●  ● ●  中国 

株式会社小矢部精機  ●   ●  ●  ● ●    ●     中国 

金沢機工株式会社     ●    ●       ●   中国 

ベトナム 

黒田化学株式会社  ● ●   ○   ● ● ●  ● ●     ベトナム 

高間株式会社   ● ●  ○  ●    ●     ●  中国 

株式会社東振精機    ●  ● ●  ● ●    ●  ●   中国 

株式会社ナベヤ    ● ●   ●   ●     ●  ● 
中国 

ベトナム 

日高工業株式会社  ●   ●   ● ●  ●   ●    ● ベトナム 

株式会社松永製作所     ● ●   ●  ●      ●  中国 

●：該当 

○：今後予定している職種 
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株式会社江沼チヱン製作所 

文化を尊重した上で外国人社員に親身な援助 
事業内容：ローラチェーン製造販売、コンベア装置製造販売 

従業員数：186 名 

外国人社員：高度外国人 3 名 

本社：石川県加賀市            

海外拠点：タイ、アメリカ 
 

＜活躍する元留学生像（代表的な方）＞ 

職種 研究開発 設計技術 生産管理 翻訳・通訳 海外営業 現法管理  
 

採用パターン 一般応募 民間紹介 大学紹介 行政支援 社員の知人 ハローワーク ロータリー奨学生 
 

出身大学 国立理系 私立理系 国立文系 私立文系 その他 出身国 

 
留学生採用の背景 

中国の提携先工場との仲介役が必要に 

ローラチェーンの製造・販売を行っている。リ

ーマンショックの影響で、国内の自社工場だけで

は社会のニーズに対応できなくなり、徐々に中国

の提携工場におけるＯＥＭ生産が増えてきた。 
現在、３名の中国人を雇用しており、中国の提

携工場の管理やマニュアル翻訳、技術供与等を担

ってもらっている。 
 

留学生採用方法 

就職フェア県ブースへの出展 「外国人可」明記 

１名はキャリア採用で、残り２名は大学新卒。 
新卒１名は、大阪の就職フェアで、石川県のブ

ースにおいて出展したところ応募があった。応募

要項に「外国人可」と書いてあるとフェア等で話

を聞きに来てくれる。 
そのほか、住宅支援も効果があると思われる。

当社名義で借りることや住宅補助があることは、

留学生にとって負担軽減になるため、応募のきっ

かけになっていると思われる。 
 
 
 

留学生採用の効果 

日本人より優秀であることも 

日本人と区別せず接しているが、一般に外国人

の方が優秀であると感じている。文系でも当社の

仕事への理解は早く、すぐに戦力になる。 
中国の提携工場にも、日本人と一緒に出張して

もらうことで、お互いの交流が円滑になったと感

じている。 
将来的には幹部になってほしいと感じている。

平成 22 年に採用して最も長くいる外国人は、係

長になっており、課長昇格を検討している。 
 
 

定着に向けた取組み、配慮していること 

文化を尊重した上で親身に接する 

中国の文化を尊重した上で、できる限り親身に

なって助けようとしている。例えば、旧正月など

中国の風習に合わせて長期休暇を認めている。こ

れは社内規定にないことであるが、中小企業なら

ではの柔軟な支援策である。そのほか、住宅支援

は定着に効果があったと感じている。 
現在、永住権の申請中の者もおり、もし取得

できれば、当社で更に長く働いてくれると考え

ている。 

中国 
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株式会社小矢部精機 

社内の国際化と世界で活躍する人材育成 
事業内容：国内外自動車メーカー向け大型自動化設備の一貫製作 

従業員数：117 名 

外国人社員：高度外国人 6 名 

本社：富山県小矢部市           

海外拠点：中国、アメリカ、タイ（2018 年開業予定） 
 

＜活躍する元留学生像（代表的な方）＞ 

職種 研究開発 設計技術 生産管理 翻訳・通訳 海外営業 現法管理  
 

採用パターン 一般応募 民間紹介 大学紹介 行政支援 社員の知人 ハローワーク ロータリー奨学生 
 

出身大学 国立理系 私立理系 国立文系 私立文系 その他 出身国  

 
留学生採用の背景 

多様な考え方が会社を発展させる 

国内外自動車メーカー向け大型自動化設備の

一貫製作を請け負うメーカーである。大量生産で

はなく、一品物の大型製品の受注生産の会社であ

り、常に世界のトップ水準の企業である必要があ

る。 
厳しさが増している国際競争に勝ち抜くため

には、日本人とは異なる考え方ができるような人

材を育て、時間をかけてでも将来の盤石な体制を

整える必要がある。そのため留学生採用に踏み切

った。現在、元留学生の中国人を雇用している。 
 

留学生採用方法 

多様なチャネルから必要な人材にアプローチ 

日本人学生同様の会社説明会、大学研究室との

ネットワーク、富山県「アセアン留学生等受入事

業」などの多角的なチャネルから採用活動を展開

している。欲しい人材によって、異なる採用方法

を使い分けているので、当然コストも違う。 
また、大学卒業段階では、公正な視点で広角的

に判断すると、日本人学生よりも留学生の方が総

じて優秀であるため、結果的に留学生を採用して

いるという側面もある。 

留学生採用の効果 

社内の国際化と世界と戦うための人事戦略 

外国語ができることによる海外営業でのアド

バンテージは、予想の範疇であるが、それより、

社内の国際化（言葉、文化、考え方など）や、日

本人の「常識」と言われる「妄想・幻想」の打開

への貢献が大きい。上司に意見をはっきりと伝え

てくれるだけでも、日本人の若手にはなかなかで

きないことである。 
将来は、技術を核とした営業スペシャリストに

なってもらいたい。 
 

定着に向けた取組み、配慮していること 

採用後はフルサポート 

採用後は、総務を中心に全社で元留学生をフル

サポートしている。 
採用面接の際には、入社後 10 年程度は小矢部

市の本社に勤務してほしい旨をきちんと伝えて、

ミスコミュニケーションを予防している。 
また、家族を母国から呼び寄せたり、家を借り

るために保証人が必要である場合には、積極的に

支援している。いずれは永住権取得を視野に入れ

ている元留学生も多い。

中国 
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金沢機工株式会社 

地元の大学から採用し、社内グローバル化の貢献を期待 
事業内容：機械部品・工作機械の専門商社 

従業員数：92 名      

外国人社員：高度外国人 2 名 

本社：石川県金沢市  

海外拠点：中国、ベトナム 
 

＜活躍する元留学生像（代表的な方）＞ 

職種 研究開発 設計技術 生産管理 翻訳・通訳 海外営業 現法管理  
 

採用パターン 一般応募 民間紹介 大学紹介 行政支援 社員の知人 ハローワーク ロータリー奨学生 
 

出身大学 国立理系 私立理系 国立文系 私立文系 その他 出身国 

 
留学生採用の背景 

中国とベトナムとの取引拡大に向けて 

機械工具の商社であるため、海外との取引が多

い。近年は会社として、中国とベトナムへの取引

拡大を目指していたところであった。 
特に中国については、蘇州に現地法人を設立し

たことから、関係強化が不可欠であった。 
海外展開を強化していく上で、現地の言葉に精

通した人材として中国人１名、ベトナム人１名を

採用した。２名とも日本語検定Ｎ１を持っており、

外国人の中でも優秀な人を採用できた。 
 

留学生採用方法 

地元の大学や大学内コミュニティを活用 

１人目の中国人は、大学の就職支援室からの紹

介である。 
 ２人目のベトナム人は、金沢大学に１年間の

インターンシップに来ていた人である。大学内

のベトナム人コミュニティから、ベトナムに戻

ったが日本で就職したいと考えている人がいる

ことを知り、アプローチした。面接は、日本と

ベトナムをスカイプでつないで実施した。 
２人も大学のつながりから紹介してもらった

ため、大学とのつながりが重要と感じている。 

留学生採用の効果 

チャレンジ精神が旺盛でグローバル化に寄与 

いずれも優秀な人材で、チャレンジ精神が旺盛

である。外国の文化を理解する機会ともなり、社

内のグローバル化にも寄与している。 
ただし、まだ入社してさほどの年月が経ってい

ないため本社勤務としており、利益や営業面での

具体的な効果は出ていないが、優秀な人材である

ため今後の成長に期待している。 
 
 

定着に向けた取組み、配慮していること 

日本人と外国人の間に立った親身な支援 

中国人は日本人と違ってはっきりと主張する

ため、場合によっては日本人との壁ができてしま

うことがある。そうした際は、親身になって主張

を聞き、お互いの言い分を調整するように努めて

いる。 
また、業務や通勤に必要という観点から、運転

免許取得を支援している。海外に比べて日本の運

転免許はハードルが高いようで、取得までは大変

であったが、そのおかげで感謝されている。 
 

中国 ベトナム 
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黒田化学株式会社 

富山に軸足を置きながらグローバルに活躍する人材へ 
業   種：プラスチック製品の設計・製造 

従業員数：280 名 

外国人社員：高度外国人 6 名 

本社：富山県南砺市       

海外拠点：中国、ベトナム 
 

＜活躍する元留学生像（代表的な方）＞ 

職種 研究開発 設計技術 生産管理 翻訳・通訳 海外営業 現法管理  
 

採用パターン 一般応募 民間紹介 大学紹介 行政支援 社員の知人 ハローワーク ロータリー奨学生 
 

出身大学 国立理系 私立理系 国立文系 私立文系 その他 出身国  

 
留学生採用の背景 

多様な考え方の受容・海外拠点の強化 

海外売上げ割合・製品の国際シェアの高いグロ

ーバルニッチトップ企業で、1995 年から海外工

場展開を始め、2007 年には中国・ベトナムにあわ

せて５つの開発・生産拠点を構えた。 
多様な考えを持った人材の確保、海外拠点への

技術・経営手法伝授、将来の海外拠点経営者育成

という目的から元留学生を採用してきた。 
 

留学生採用方法 

３つの採用手法の使い分け 

初めのきっかけは、2010 年に富山県内のロー

タリー米山記念奨学生のベトナム人を採用した

ことである。 
その後は、先輩社員（元留学生）の紹介、大学

研究室への働きかけ、富山県「アセアン留学生受

入モデル事業」といった公的機関の制度活用とい

う３つの採用手法を活用して、合計 6 人を採用す

るに至った。 
当社をよく知ってもらうために、インターンも

積極的に受け入れている。留学生の場合は研修成

果を得るための期間設定が難しい。 
 

留学生採用の効果 

将来は海外拠点長へ期待 

留学生に期待するのは、リーダーシップの発揮

と、三言語（母国語＋日本語＋英語）でのコミュ

ニケーション能力である。母国を飛び立ち、日本

の大学で勉強した留学生ならではの強みである。 
まずは中堅社員に育つまで 10 年程度は本社で

育成し、将来は、海外工場の部門管理要員や、マ

ザー工場の責任者/海外拠点長になってもらいた

いと考えている。 
 

定着に向けた取組み、配慮していること 

日本人と分け隔て無い扱い・親密な人間関係 

元留学生も日本人と全く分け隔て無く扱って

いる。社員との人間関係は非常に大切で、元留学

生が結婚する際に、社長自ら母国の結婚式に泊ま

り込みで行くなど、家族のような関係性構築に腐

心している。 
また、富山県「アセアン留学生等受入モデル事

業」においても、留学生への奨学金の提供だけで

なく、当社のイベントでの定期交流や、研究への

アドバイスなど、親身な対応を大切にしている。 
その他、週二回（計 4 時間）の日本語研修も当

社負担で実施している。 

ベトナム 中国 
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高間株式会社 

やる気が日本人スタッフにも刺激に。将来はブリッジ人材へ 
業   種：紳士服製造及び国内検品、プレス、リフォーム 

従業員数：27 名 

外国人社員：高度外国人 １名 

本社：愛知県一宮市            

海外拠点： 中国（協力工場） 
 

＜活躍する元留学生像（代表的な方）＞ 

職種 研究開発 設計技術 生産管理 翻訳・通訳 海外営業 現法管理  
 

採用パターン 一般応募 民間紹介 大学紹介 行政支援 社員の知人 ハローワーク ロータリー奨学生 
 

出身大学 国立理系 私立理系 国立文系 私立文系 その他 出身国  

 
留学生採用の背景 

中国の協力工場との調整・管理者が必要 

小ロットの縫製加工を行っている。中国の協力

工場に縫製ラインを設置することになり、調整・

管理ができる人材が必要になった。また、技能実

習生を受け入れていることから、業務の説明、通

訳等の管理もできる人材が必要であった。 
また、工場長が退職するタイミングとなり、事

業を継承していく人材を探している中で、海外取

引も見据えながら、留学生で幅広い視野を持つ人

材を探していた。 
 

留学生採用方法 

大学訪問で中小企業向け仲介事業者を知る 

採用に向け大学を訪問した際に、中小企業を中

心に留学生のマッチングを行っている中国人の

人材コンサルタントを知り、お願いした。 
並行して、ハローワークにも「外国人可」と記

載した求人票を出したところ、ハローワークから

２名、仲介事業者から２名の応募があった。最終

的に仲介事業者からの紹介者１名を採用した。 
 
 
 

留学生採用の効果 

やる気が刺激に、将来はブリッジ人材へ 

留学生を採用したことで社内が活性化された。

大変やる気がある人材であったため、日本人スタ

ッフにも刺激になっている。 
将来は、中国の協力工場とのブリッジ人材とし

て大変期待している。本社が持つ細かな部分の専

門知識や技術について、的確に協力工場に伝え、

指導する役割を担ってもらい、協力工場の品質を

上げていきたい。単純な通訳者にはできないこと

である。 
 

定着に向けた取組み、配慮していること 

日常生活も含め人事担当者が親身に 

人事担当者が、日常生活も含め気にかけるよう

にしている。採用した留学生も、人事担当者も幼

児を持つ女性であることから、子どもの保育等も

含め、情報提供や支援等を行っている。アパート

の保証人にもなっている。 
また、日本人スタッフとの間で、言葉や背景と

なる文化が原因となって誤解が生じる時には、本

人の能力の問題ではないこと、本人は大変やる気

があることを日本人スタッフに伝え、理解しても

らうよう努力している。 

中国 
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株式会社東振精機 

自社の期待を丁寧に伝えるなど細やかな支援 
事業内容：軸受組込用各種ローラ、精密ピン、シャフト類 

従業員数：485 名 

外国人社員：高度外国人 2 名 

本社：石川県能美市     

海外拠点：中国 
 

＜活躍する元留学生像（代表的な方）＞ 

職種 研究開発 設計技術 生産管理 翻訳・通訳 海外営業 現法管理  
 

採用パターン 一般応募 民間紹介 大学紹介 行政支援 社員の知人 ハローワーク ロータリー奨学生 
 

出身大学 国立理系 私立理系 国立文系 私立文系 その他 出身国 

 
留学生採用の背景 

中国現地法人立上げによる中国取引の急増 

ローラ専門のメーカーである。中国に自社工場

を建設し、中国企業との取引も増えてきたため、

その仲介役として、２名の中国人を雇用した。 
 

留学生採用方法 

キャリアアップを目に見える形で説明 

「外国人枠」があるわけではなく、毎年５～10
名程度を採用する中で、良い外国人がいれば採用

するという考え方で、これまでの採用者について

は、１名は合同企業説明会からの応募、もう１名

は大学の先生からの紹介である。 
地元大学を大事にしており、よく足を運んでニ

ーズを伝えておくと、先生から紹介されることが

ある。 
外国人に対しては、当社でどういう業務があり、

どういうことを期待しているか、内定の前までに

きちんと説明する。日本人であると、あまり期待

が高いと躊躇されるが、中国人に対しては多少大

きな期待をかけ、目標を与えた方がやる気になっ

てくれる。 
 
 

留学生採用の効果 

中国との橋渡しを期待 

元留学生の２名については、いずれも中国との

橋渡しを期待している。１名は、文系出身で英語

も堪能であるため、通訳としての期待が大きい。

もう１名は、機械専攻の大学院出身者で、当面は

中国工場への技術指導を期待している。将来的に

は中国工場の幹部への配属の可能性も伝えてあ

る。 
 
定着に向けた取組み、配慮していること 

内定前の時間をかけた相互理解が定着に貢献 

日本人と比較して、特段変えた定着支援はして

いない。それよりも、採用時における相互理解が

重要だと考えている。採用時に格好を付けて説明

して、入社してがっかりしたというのではいけな

い。それは日本人も同じである。採用時における

理解を進め、ミスマッチを防いでいることが、日

本人も含めて、定着率が高い理由であると考えて

いる。 
良くも悪くも、中国人は会社への帰属意識が薄

く、当社に決めた理由も、会社というよりは人と

人のつながりで決めている印象。こうした人と人

のつながりは中小企業ならではと思う。 

中国 
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株式会社ナベヤ 

海外営業強化と優秀な技術者の確保 
業   種：精密治具、治具システム、制振装置、梵鐘等 製造 

従業員数：190 名 

外国人社員：高度外国人 ５名 

本社：岐阜県岐阜市  

海外拠点： 無し （取引先として中国、アメリカ、ＡＳＥＡＮ 有り） 
 

＜活躍する元留学生像（代表的な方）＞ 

職種 研究開発 設計技術 生産管理 翻訳・通訳 海外営業 現法管理  
 

採用パターン 一般応募 民間紹介 大学紹介 行政支援 社員の知人 ハローワーク ロータリー奨学生 
 

出身大学 国立理系 私立理系 国立文系 私立文系 海外大学 出身国  

 
留学生採用の背景 

海外展開の拡充、優秀な技術者の確保 

精密治具のメーカーである。中国の海外展開と

して、中国人が必要となった。これまで中国人社

員は１名であったが、今後の海外展開の拡充に向

けて、来年度入社する留学生を含め、中国人社員

２名体制にする予定である。 
また、優秀な技術者の採用が困難なことから、

海外大学の卒業者で、現地で働いているエンジニ

アの中途採用も行った。同業他社での取り組みを

教えてもらい、ベトナムから４名採用した。 
 

留学生採用方法 

中国人人材コンサルタントからの紹介 

留学生については、中小企業を中心に留学生の

マッチングを行っている中国人の人材コンサル

タントから紹介してもらった。 
最初に採用した人材の後任については、辞める

際に、円満退社であったこともあり、本人から後

輩の紹介があり、その人を採用した。 
ベトナム国籍の人材は、人材紹介会社にお願い

した。 
 
 

留学生採用の効果 

海外営業強化と優秀な技術者の確保 

中国人社員については、中国営業の担当をして

いる。中国企業との調整の他、中国・台湾での展

示会への出展、商談等、営業活動を積極的に行っ

ている。ＨＰやカタログの中国語翻訳も担ってい

る。 
ベトナム国籍の社員については、人材採用が難

しい優秀な技術の担い手として期待している。 
 

定着に向けた取組み、配慮していること 

日本語教育、高度人材ポイント制活用支援 

現地から採用した人材については、日本語教育

を丁寧に行っている。日本在住経験の長いベトナ

ム人に先生として来てもらう他、総務部主導の下、

有志の日本人社員が日本語教育のフォローを行

っている。 
住宅の借り上げ、運転免許取得支援、高度人材

ポイント制取得の支援、過去には永住権取得時の

支援等も行った。その他、個別の配慮も行ってい

る。 
また、社内レクリエーションの一環でバス旅行

を実施し、日本人社員と外国人社員が気楽にコミ

ュニケーションをとる機会をつくっている。 

中国、 ベトナム 
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日高工業株式会社 

海外の設備メンテナンス技術・営業人材へ 
業   種：浸炭焼入焼戻、焼入焼戻、焼きなまし、ガス軟窒化 等 

従業員数：126 名 

外国人社員：高度外国人 ４名 

本社：愛知県刈谷市            

海外拠点：無し （海外展開検討時期あり）  
 

＜活躍する元留学生像（代表的な方）＞ 

職種 研究開発 設計技術 生産管理 翻訳・通訳 海外営業 現法管理  
 

採用パターン 一般応募 民間紹介 大学紹介 行政支援 社員の知人 ハローワーク ロータリー奨学生 
 

出身大学 国立理系 私立理系 国立文系 私立文系 海外大学 出身国  

 
留学生採用の背景 

海外展開を見据えたマネージャー育成 

熱処理加工を行うメーカーである。ベトナムへ

の進出を見据え、現地のマネージャー候補として

留学生を２名採用した。１名については、大学院

に進みたいという希望があり退職しているが、１

名は現在も活躍している。 
また現地の技術者育成として、ベトナムの現地

大学からも直接３名採用している。 
リーマンショック等の影響で、現在は進出を断

念しているが、今後また機会があれば海外展開も

考えていきたい。 
 

留学生採用方法 

人脈と採用留学生からの紹介 

代表の友人の会社で不採用となった留学生１

名と、その留学生の後輩を紹介してもらい、合計

２名の留学生を採用することになった。情報発信

をしているつもりであるが、なかなか届かないた

め、人脈をたどっていった。 
海外の大学からの直接採用については、人材紹

介会社にお願いした。 
 
 

留学生採用の効果 

海外の設備メンテナンス技術・営業の担い手

へ 

身近なところに外国人がいることで、自分の育

った環境とは違う人たちのことを自然に理解で

き、他者を思いやる心が育っている。 
将来的には、技術があり、言語ができることを

活かして、海外の設備メンテナンス技術・営業の

担い手として活躍して欲しい。 
 

定着に向けた取組み、配慮していること 

同じ国籍の先輩がいる部署への配置 

以前から日系人を正社員として採用していた

ことから、社内でベトナム人の採用に対する抵抗

感はあまりなかった。 
外国人社員については、食事会や会合等で社長

から声がけをする等、話しやすい関係を作ってい

る。言葉の面でのハンディがあるのは当然と考え

ている。一方で仕事に対する思いは、日本人以上

であり、尊敬と信頼の気持ちで対応している。 
新人の外国人社員については、同じ国籍の先輩

がいる部署に配置し、早く仕事に慣れるように配

慮している。 
 

ベトナム 
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株式会社松永製作所 

成長を支援し、将来の海外現地法人の工場長へ 
業   種：車いす製造販売、ストレッチャー製造販売 等 

従業員数：153 名 

外国人社員：高度外国人 ２名 

本社：岐阜県養老郡養老町            

海外拠点： 中国 
 

＜活躍する元留学生像（代表的な方）＞ 

職種 研究開発 設計技術 生産管理 翻訳・通訳 海外営業 現法管理  
 

採用パターン 一般応募 民間紹介 大学紹介 行政支援 社員の知人 ハローワーク ロータリー奨学生 
 

出身大学 国立理系 私立理系 国立文系 私立文系 その他 出身国  

 
留学生採用の背景 

中国工場の責任者育成 

車いす製造販売を行っている。留学生からの採

用者は中国人２名。10 年以上働いている人材は、

当時中国進出を決めた際に、進出支援の人材とし

て採用し、現在、中国現地法人子会社の営業部長

となっている。 
５年目となる人材は、中国工場の現地管理がで

きる責任者が必要となったことから、日本の企業

文化の理解度を評価して採用した。 
 

留学生採用方法 

地元大学からの紹介 

10 年以上働いている人材については、中国進出

時の通訳者の子どもさんで、その方を通じ採用。

また、日本への留学生であった。 
５年目の人材については、地元の私立文系の大

学の先生からの紹介である。同時期に、同じ先生

を経由して３名採用したが、そのうち２名が離職

し、１名が残った。 
 
 

留学生採用の効果 

期待以上の成長、中国工場の工場長へ 

10 年以上働いている人材は、中国工場の営業部

長として活躍。中国では同じ国籍同士の方が、営

業が円滑に進むため助かっている。 
５年目の人材は、期待以上に成長しており、将

来、上海近郊に予定している工場の工場長になっ

てほしく、技術を学んで力を付けてくれることを

期待している。そのため、日本人社員が熱心に指

導をしている。 
また、留学生は日本の文化も理解しているので、

日本企業にも馴染みやすいと考えており、大変信

頼している。 
 

定着に向けた取組み、配慮していること 

帰国者も出向扱いで日本と同じ賃金に 

５年目の人材については、家族の都合で急きょ

帰国しなくてはいけなくなった。離職してほしく

なかったため、現地工場への異動とし、引き続き

日本人出向者等が指導を行っている。 
定着に向けて、帰国時においても出向扱いとし、

日本の賃金と同じ水準としている。

中国 
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高度外国人材の今後の活用に向けて（「在留資格」） 

ものづくり中小企業へのアンケートにおい

て、今後活用における課題や不安を聞いたと

ころ、「人材の探し方がわからない」「評価しづ

らい」「アプローチ方法がわからない」「情報や

ネットワークがない」の割合が高くなってい

ますが、最初のハードルは、「在留資格の事務

負担」などの在留資格の課題です。 
 

■「在留資格」について 

留学生が日本企業へ就職する際には、在留

資格を「留学」から、就労可能な在留資格に変

更する必要があります。９割近くの留学生が

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変

更しています。 
「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変

更においては、以下について注意する必要が

あります。 

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更するための必要な要件  （法務省入国管理局資料より） 

（１）行おうとする活動が申請に係る入管別表に掲げる在留資格に該当すること                  

 ・本邦の公私の機関との契約に基づくものであること 

 ・自然科学 又は 人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動であること 

（２）原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること                         

 ・従事しようとしている業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること ※ 

 ・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 

（３）その他の要件                                                      

  ・素行が不良でないこと      ・入管法に定める届出等の義務を履行していること 

  ※大学における専攻科目と従事しようとしている業務の関連性については、従来より、柔軟に判断している。 

 
国内にいる外国人留学生の場合、原則本人が在留資格変更の手続きを行いますが、企業側は必要な書類

などを用意する必要があります。 
企業のカテゴリ（上場企業、公的機関、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が 1,500 万円以上

か等により分けられる）によって、必要となる書類が異なります。 
詳しくは、入国管理局のＨＰをご確認ください。 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089.html 
 
■「人材の探し方」「アプローチ方法」「情報やネットワーク」について 

留学生の就職支援については、官公庁、自治体において支援を行っています。 
次ページ以降をご参考にしてください。 
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http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089.html
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行政の支援内容 

国及び各都道府県等において、留学生インターンシップ事業、外国人留学生就職フェアや、留学生と企

業の交流事業等を行っていますので、お問い合わせください。 
 

＜中部地域における各自治体、労働局等による留学生就職支援事業（2017 年度）＞ 

カテゴリ タイトル 開催時期 主催・問合せ先 
合同面接会 外国人留学生就職フェア ６月、10 月頃 名古屋外国人雇用センター 

052(264)1901 

面接会 ミニ面接会 随時 

 

名古屋外国人雇用センター 

052(264)1901 

企業説明会 外国人留学生対象 

合同企業説明会 

７月、11 月頃 富山県 労働雇用課 

076（444）8897 

インターンシップ 留学生インターンシップ事業 夏休み、春休み期間 愛知県・愛知労働局 

 

インターンシップ 留学生インターンシップ事業 冬、春休み期間 岐阜県 産業人材課 

058(272)8406 

企業と合同での

奨学金 

アセアン留学生等受入事業 

（採用予定留学生の留学費用負担） 

毎年 富山県 国際課 

076（444）3156 

 
＜中部地域における国における留学生支援事業（2017 年度）＞ 

主催 事業名 概要 
経済産業省 

 

国際化促進インターンシップ事業（外国

人受入インターンシップ） 

＜ＪＥＴＲＯ名古屋が実施＞ 

開発途上国の外国人材（国内留学生を一部含

む）を日本企業が約 3 ヶ月間受入れ、就業体験を

実施する。企業の海外ビジネスの拡大等に必要

な知見、異文化に対する意識改革、海外大学等

とのネットワーク構築を支援。 

文部科学省 留学生就職促進プログラム 

「愛岐留学生就職支援コンソーシアム」

＜名古屋大学、岐阜大学、名城大学＞ 

「北陸・信州留学生就職促進プログラ

ム」＜金沢大学、信州大学＞ 

採択された大学が地域の自治体や産業界と連携

し、就職に必要なスキルである「日本語能力」「日

本での企業文化等キャリア教育」「中長期インタ

ーンシップ」を一体として学ぶ環境創設を支援。

留学生の我が国への定着を図るとともに、日本

留学の魅力を高め、我が国への留学を促進。 

 
  

大学等との連携によるものづくり中小企業等の魅力発信事業（2017 年度） 

経済産業省中部経済産業局では、留学生のものづくり中

小企業等への関心を高め、ものづくり中小企業等とのマ

ッチングに繋げるため、大学等との連携を図り、大学で

のものづくり中小企業等の魅力発信を行いました。 
岐阜大学：2018 年 1月 24 日 
名城大学：2018 年 1月 29 日 

星城大学：2018 年 1月 31 日（右写真） 
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＜外国人雇用サービスセンター・留学生コーナー等の相談窓口＞（厚生労働省ＨＰより） 

厚生労働省では、外国人留学生の日本での就職を促進するため、全国３箇所に外国人雇用サービスセンター

を設置しています。留学生の多い地域では、新卒応援ハローワークに留学生コーナーを設置しています。 

●相談窓口：中部地域の外国人雇用サービスセンター・新卒応援ハローワーク留学生コーナー 

都道府県 施設名 住所 電話番号 
愛知 名古屋外国人雇用サービスセンター  名古屋市中区栄 4-1-1 中日ビル 12階 052(264)1901 
石川 金沢新卒応援ハローワーク 金沢市石引 4-17-1 石川県本多の森庁舎 1階 076(261)9453 
愛知 愛知新卒応援ハローワーク 名古屋市中区栄 4-1-1 中日ビル 12階 052(264)0701 
三重 みえ新卒応援ハローワーク 三重県津市羽所町 700 アスト津 3階 059(229)9591 

 

●専門家相談：外国人雇用管理アドバイザー制度（無料） 

厚生労働省では、事業主の皆さまへの指導・援助を積極的かつ効果的に行うため、各都道府県に「外国人雇

用管理アドバイザー」を設置しています。相談のお申込みは、お近くのハローワークにご連絡ください。なお、

愛知県内の事業主のみなさまは、名古屋外国人雇用サービスセンターにご連絡ください。 

 

＜大学等の外国人留学生就職支援担当部署＞（文部科学省ＨＰより） 

高等教育機関における外国人留学生就職支援担当部署について、以下、文部科学省ＨＰにおいて、各大学の

担当部署の連絡先を一覧にして公開しています。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1361259.htm 
 

＜ＨＰからとれる企業向けパンフレット・リーフレット＞ 

 タイトル ＵＲＬ 

中部経済産業局 「国際的な人材活用」外国人労働者受け入れ 

ガイドブック 

http://www.chubu.meti.go.jp/b32jinzai

/data/gaikokujin-guidebook.pdf 

厚生労働省 外国人の活用好事例集 

～外国人と上手く協働していくために～ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunit

suite/bunya/koyou_roudou/koyou/gai

kokujin/index.html 「高度外国人材の日本企業就職支援事例集」 

「高度外国人材活用のための実践マニュアル」 

経済産業省 Open for Professionals 

（高度外国人材向けポータルサイト） 

 

 

高度外国人材活躍企業５０社 

http://www.meti.go.jp/english/policy/

external_economy/professionals/inde

x.html 

 

http://www.meti.go.jp/press/2018/05

/20180525002/20180525002.html 

 

ものづくり中小企業における高度外国人材（元留学生等）活用事例集 ２０１８年５月発行 

発行・問い合わせ： 経済産業省 中部経済産業局 地域経済部 地域経済課 地域人材政策室 

             電話：052-951-2731 

※本報告書は、平成２９年度中部地域における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援事業により三菱ＵＦＪリサ

ーチ＆コンサルティング株式会社へ委託し作成された報告書を基に中部経済産業局が加工編集を行ったものです。 
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