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第１部

外国人留学生の活用促進のための事例分析・課題抽出

調査の目的と方法
1.1 調査の背景と目的
熾烈なグローバル競争や人材獲得競争にさらされる中で、我が国経済全体の生産性を向
上させるためには、幅広い産業で需要が高まる高度外国人材について、より積極的な受入
れを図り、我が国に定着させることが重要である。
このような中、高度外国人材の「卵」たる外国人留学生の我が国への定着は、高度外国
人材の獲得に有効な方法と考えられる。特に、我が国への留学生の数は年々増加傾向にあ
り、平成 27 年末時点では約 25 万人（在留外国人統計における「留学」の在留資格で在留
する者の数）である。しかし、大学（学部）卒の約 7 割が日本での就職意欲をもつものの、
実際に就職するのは約 3 割といった調査結果もあり、卒業後の留学生の定着が課題といえ
る状況にある。このような状況が今後も続けば、我が国経済にとって大きな損失であると
考えられ、政府としても、
「日本再興戦略 2016」
（平成 28 年 6 月 2 日閣議決定）において、
「外国人留学生の日本国内での就職率を現状の 3 割から 5 割に向上させる」ことを目標と
位置付け、その取組を実施していくこととされている。
図表 1

外国人留学生の就職率
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（原資料）日本学生支援機構「平成 25 年度私費外国人留学生生活実態調査概要」、「外国人留学生進路
状況・学位授与状況調査結果」より作成
（資料）経済産業省（EY アドバイザリー（株））「『内なる国際化』を進めるための調査研究」（平成 27
年度）

平成 26・27 年度の経済産業省調査によると、外国人留学生の就職が進まない要因は主
に、留学生と企業側双方に情報が不足し、就職・採用に向けた活動につながっていないこ
とであるとされている。具体的には、日本企業及び外国人材を対象としたアンケート調査
のいずれにおいても、外国人材が、日本企業での仕事内容や働き方を十分に理解していな
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いことが、就職活動の課題として指摘されている。
図表 2

外国人留学生の就職活動で改善すべき点（企業アンケート）

※複数回答（あてはまるものを 3 つまで選択）
（資料）経済産業省（新日本有限責任監査法人）「外国人留学生の就職及び定着状況に関する調査」
（平成 26 年度）
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図表 3

就職活動で困ったこと（外国人材アンケート）

（資料）経済産業省（EY アドバイザリー（株））「『内なる国際化』を進めるための調査研究」（平成 27
年度）

また、外国人留学生は、一般的に大都市圏の大企業への就職を希望する傾向にあるとい
われており、平成 26 年度の経済産業省調査によると、外国人留学生の約 8 割は、大手企
業への就職を希望しているとのデータがある。大都市圏と比較すると、大都市圏以外の地
域においては、留学生・企業双方にとって、採用情報 等を入手しにくいといった状況もあ
るといわれる。
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図表 4

外国人留学生が希望する企業の規模
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（資料）経済産業省（新日本有限責任監査法人）「外国人留学生の就職及び定着状況に関する調査」
（平成 26 年度）

図表 5
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（資料）厚生労働省「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」（平成 25 年度）よ
り作成

この課題を解決するためには、まず、大都市圏以外の中堅・中小企業 に対し、外国人留
学生の活用による成果・効果に対する理解を深めてもらい、これまで大都市圏の大企業が
中心であった外国人留学生の採用・定着に関する取組の裾野を広げていく必要があると考
えられる。例えば、外国人留学生は、その留学中に過ごした地域に愛着を持つ者も多いと
考えられ、その地域に立地している企業にとっては、これらの外国人留学生が有力な採用
候補となりうるのではないかと想定される。しかし、中堅・中小企業においては、そもそ
も、外国人採用の情報の少なさから、二の足を踏む企業も多いと考えられ、企業側の意識
を変革していく必要もある。
このような状況から、本調査においては、大都市以外の地域に おける中堅・中小企業を
対象として、外国人留学生の採用を促すことを目的とした事例分析、課題調査 等を実施し、
調査結果を報告書にとりまとめるとともに、その一部を中堅・中小企業向けの外国人採用
普及啓発用パンフレットとしてまとめることとした。
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1.2 調査の方法
本調査では、調査対象地域として国内二地域（広島県及び福岡県）を選定し、各県にお
ける外国人留学生採用企業への調査（両県合わせて 20 社）、外国人留学生未採用企業への
調査（両県合わせて 6 社）、外国人留学生の就職支援団体への調査（広島県留学生活躍支援
センター及び九州グローバル産業人材協議会）の３つのインタビュー調査を実施した。

調査対象地域の選定 1
本調査では、大都市圏ではない地域の中堅・中小企業における外国人留学生の採用状況
及び地域における外国人留学生の就職支援の状況を把握し、事例分析や課題調査 等を行う
必要がある。
このため、対象地域の選定に当たっては、一定規模の経済圏を有すること、その範囲内
において相当数の大学・外国人留学生が存在することに加え、外国人留学生の就職支援が
積極的に行われていること等を考慮に入れることとした。
これらの要件の検討の結果、広島県、福岡県を調査対象地域として選定した。 選定理由
としては以下のとおり。
広島県は、同県に滞在する外国人留学生が約 3,100 名であり、我が国の外国人留学生総
数の約 1.5%とさほど多くはないが、県として、外国人留学生の受入れと定着の促進を重点
的な取組の一つに掲げ、産学官のオール広島の体制で、外国人留学生の就職支援に取り組
んできた経緯があることからである。
福岡県は、外国人留学生が、東京都、大阪府に次いで 3 番目に多く、同県に滞在する外
国人留学生が約 14,000 名と、我が国の外国人留学生総数の約 7%を占めること、また、外
国人留学生が多く滞在していることを背景に、多様な団体が外国人留学生の就職支援に携
わってきたという特徴があることからである。

各県における外国人留学生の人数（平成 27 年 5 月 1 日現在）は、独立行政法人日本学生支援機構
「平成 27 年度外国人留学生在籍状況調査結果」による。
（http://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_e/2015/ ）
1
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外国人留学生採用企業への調査
外国人留学生を社員として採用している企業 20 社（広島県 10 社・福岡県 10 社）に対
し、インタビュー調査を実施し、以下の事項を明らかにした。なお一部の企業は、要請に
より匿名とした。
・ 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
・ 外国人留学生の採用・定着における取組、課題とその対応策
・ 外国人留学生の活用による効果・成果
・ 地域内連携による就職支援の成果・課題

等

(1) 広島県
株式会社クラタコーポレーション

建設業

A社

製造業

シグマ株式会社

製造業

三島食品株式会社

製造業

株式会社メンテックワールド

製造業

株式会社システムフレンド

情報通信業

堀口海運株式会社

運輸業、郵便業

長沼商事株式会社

卸売業、小売業

B社

卸売業、小売業

C社

宿泊業、飲食サービス業

(2) 福岡県
小倉鉄道株式会社

製造業

D社

製造業

株式会社西部技研

製造業

第一施設工業株式会社

製造業

株式会社筑水キャニコム

製造業

本多機工株式会社

製造業

株式会社三好不動産

不動産業

株式会社一蘭

宿泊業、飲食サービス業

E社

宿泊業、飲食サービス業

F社

宿泊業、飲食サービス業

【インタビュー内容】
1. 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
・留学生採用の人材戦略上の位置付け、背景にある 企業の課題
・留学生採用の目的・期待した役割
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2.

外国人留学生の採用のための取組、課題と対応策
・採用のための取組とその内容、取組の実施にあたっての課題 とその対応策
・利用した地域支援団体・専門支援事業者 等の支援策

3.

等

外国人留学生採用後の定着のための取組、課題と対応策
・定着のための取組とその内容、取組の実施にあたっての課題 とその対応策

4.

等

外国人留学生の活用による効果・成果
・留学生の活用によって解決した経営課題
・留学生の活用が企業に与えた影響

5.

等

地域内連携による外国人留学生の就職支援の効果・成果、課題

等

外国人留学生未採用企業への調査
外国人留学生を現在採用していない、または採用して日が浅い企業 6 社（広島県 3 社・
福岡県 3 社）に対し、インタビュー調査を実施し、以下の事項を明らかにし た。なお一部
の企業は、要請により匿名とした。
・ 外国人留学生の活用を希望する背景・きっかけ
・ 外国人留学生を活用していない理由、背景
・ 外国人留学生の採用のための取組状況
・ 地域内連携による外国人留学生の 就職支援の課題

等

(1) 広島県
株式会社多山文具

卸売業、小売業

株式会社バルコム

卸売業、小売業

株式会社フィールドフロンティア

情報通信業

(2) 福岡県
G社

製造業

H社

製造業

I社

卸売業、小売業

【インタビュー内容】
1. 外国人留学生の活用を希望するようになった背景・きっかけ
・背景にある企業の課題、今後の事業展開の予定
・留学生採用の目的・期待する役割
2.

外国人留学生を活用していない理由、背景

3.

外国人留学生の採用のための取組状況
・採用のための取組とその内容、採用・定着のための取組における課題

4.

地域内連携による外国人留学生の就職支援の課題
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等

等

外国人留学生の就職支援団体への調査
各地域において、外国人留学生 の就職支援を行っている団体として、広島県留学生活躍
支援センター（広島県）及び九州グローバル産業人材協議会（福岡県）を対象として、イ
ンタビュー調査を実施した。
【インタビュー内容】
1. 地域内連携による外国人留学生の活用支援の仕組み
・地域内の連携による 留学生の就職支援がスタートした背景・きっかけ
・就職支援の方針（留学生の受入れ促進～定着までの一貫支援 等）
2. 外国人留学生採用・定着支援のための取組、課題とその対応策
・採用・定着のための取組とその内容
・採用・定着のための取組における課題とその対応策

等

3. 外国人留学生の活用支援の効果・成果
4. 地域内連携による外国人留学生の活用支援 のメリット・デメリット、今後の方 向性
等
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外国人留学生の活用による効果・成果
はじめに、外国人留学生を活用している企業は、どのような背景・きっかけで外国人留
学生の採用を始めたのか、それによって具体的にどのような効果・成果があったかについ
て、広島県、福岡県の企業事例を紹介しながら整理していきたい。

2.1 外国人留学生採用の背景・きっかけ
外国人留学生採用の背景・きっかけとして多くみられるのが、海外事業の強化や海外進
出を見据えて、外国人留学生の高い語学力、現地事情の理解 等に期待し、対象国との橋渡
しとなる人材として採用するものである。また 、近年では、今回対象とした福岡県のよう
に、インバウンド（訪日旅行）に対応するために、その受入れ体制を強化する目的で、外
国人留学生を採用するケースもみられる。 さらに、日本人だけでは人材を十分に確保でき
ないことから、外国人留学生の採用の検討を始めたという例もある。

海外事業の強化、海外進出
(1) 海外事業をすでに行っ ている企業が、それらを拡大・強化するために採用
すでに海外事業を行っている企業が、それらの事業をさらに拡大するために、外国人留
学生を採用するケースである。対象国の出身者又は対象国の言語が話せる外国人留学生を
配置し、新規市場の開拓や現地法人の管理、取引先との関係構築 等に携わっている。
企業ヒアリングより
・ 従来は英語が話せる日本人社員を海外営業部に配属していたが、英語圏以外の新規開拓先
の出身留学生を採用することで、外国人社員が海外エリア別の担当として活躍している。【筑水
キャニコム（製造業：福岡）】
・ 2001 年には米国に販売を行う現地法人（その後製造も実施）、2007 年には中国に製造・販売
を行う現地法人をそれぞれ立ち上げた。外国人留学 生の採用の背景には、海外 市場を開拓し
たり、現地法 人の財務状況 を把握したりするための人材が必要になったことがある。【西部技研
（製造業：福岡）】
・ 中国法人は生産及び研究開発を行っているが、開発レベルがなかなか向上しないことから、その
テコ入れが課題となっていた。また、東南アジアにおいては、すでに現地法人を置くタイ以外への
進出・拡大が課題であった。そこで、前者に関しては中国人社員に日本の研究開発を学ばせた
うえで、将来的には中国法人のサポート役とする、後者については東南アジアに精通した人材を
獲得する、という考えから、外国人留学生の活用を検討することとなった。 【三島食品（製造業：
広島）】

(2) 新たに海外展開、または、海外展開の準備を行うために採用
国内市場の限界や海外市場の可能性を感じたこと等により、企業が新たに海外で事業を
立ち上げるため、又は、その準備のために外国人留学生を採用するケースである。
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企業ヒアリングより
・ 2007 年にニューヨークオフィスを立ち上げ、海外展開を進める予定であったことから、語学力 等
を活かして貢献してもらえることを期待して、2011 年、同社として初めての外国人留学生を採用
した。【一蘭（宿泊業、飲食サービス業：福岡）】
・ 日本だけでは同社事業のマーケットが限られていることから、海外でのビジネス展開をしていきた
いと考えている。2013 年にベトナムの IT 企業にアプリ開発を発注した際には、社内に英語が話
せるプログラマーが 1 名しかおらず、コミュニケーション面が課題となった。この経験から英語の必
要性を痛感し、日本人社員の英語教育の推進と同時に、外国人の採用をすることとなった。【シ
ステムフレンド（情報通信業：広島）】

インバウンドへの対応
特に福岡県では、訪日外国人や外国人留学生の増加に伴い、不動産業や宿泊業・飲食サ
ービス業において、国内での受入れ体制強化のために外国人留学生の 採用をスタートした
企業があった。
企業ヒアリングより
・ 外国人留学生が部屋を借りる際には、言葉だけでなく文化の相違もあるため、賃貸契約や家賃
の振込、地域のごみ収集の規則 等、日本の商習慣や生活上のルールを丁寧に説明することが
必要である。外国人留 学生が管理 物件を利用している場合には、入居後も継続して 説明が必
要になることがある。日本に帰化した中国人をアルバイトとして採用し、週 2～3 回、通訳として対
応してもらっていたが、中国人 留学 生数 がさらに増え、アルバイトだけでは対応が 難しくなったた
め、中国人留学生を社員として雇用することとした。【三好不動産（不動産業：福岡）】
・ 同社が経営するホテルでは、近年、外国人宿泊客が急増しており、その対応のために外国人を
採用することとなった。【F 社（宿泊業、飲食サービス業：福岡）】

人材の確保
近年、地方の人材不足は深刻化しており、中堅・中小企業は人材確保に悩んでいること
から、日本人だけを採用対象とするのではなく、外国人留学生を求人の対象と考えるよう
になっている。語学力を活かした海外取引先とのやり取り、外国人アルバイトのとりまと
め役等、外国人留学生の特性に対する期待と合わせて、採用が進められている。
企業ヒアリングより
・ 外国人採用の検討を始めたのは人手不足がきっかけである。一方で、今後の東南アジア進出を
見越した、海外で働ける人材の確保や、数多く雇用 している外国人アルバイトをまとめる作業責
任者が欲しいという期待もあった。【メンテックワールド（製造業：広島）】
・ 特に大学卒の人材について、新卒採用が難しい状況が続いていた。長期的に企業の中枢を担う
人材を確保するために、日本人学生だけでなく、外国人留学生も求人の対象と考えるようになっ
た。【堀口海運（運輸業、郵便業：広島）】
・ 海外取引の増加に伴って通訳に対するニーズは強まり、英語の話せるウズベキスタン人留学生
を採用した。採用を始めた当初は英語を話せることを条件にしていたが、取引先の拡大に伴い、
中国語を話せる外国人留学生も採用するようになった。また、日本人を採用しようとしてもなかな
か集まらない状況であるといった理由もあった。【小倉鉄道（製造業：福岡）】
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2.2 外国人留学生の活用の効果・成果
次に、採用された外国人留学生が、実際にどのような成果をもたらすかを具体的に示す。

海外事業の拡大、海外市場の獲得
海外事業の拡大や新規の海外進出を機に採用された外国人留学生は、複数の言語が話せ
ることや現地情報を理解していること、母国以外で学んだこと等を通じて磨かれた国際的
な感覚、いわば「外向き」の考え方等を強みとして、海外ニーズの把握や海外事業の拡大
に貢献している。
採用を開始してからまだ間もない企業の場合でも、外国人社員はコミュニケーション能
力を活かして、展示会での通訳やマニュアルの翻訳 等の役割を担い、海外事業拡大のため
の足掛かりを作っている。

(1) 海外事業の拡大
外国人社員は、出身国の現地法人のマネジメントや、対象国の言葉を話して市場開拓に
携わることで、海外事業の拡大に貢献している。特に現地法人を持たない中小企業にとっ
て、新たに海外拠点を設置することはリスクが大きいが、外国人留学生を採用することで、
国内から直接海外企業とコミュニケーションをとって営業活動ができること の効果は大き
いとの声があった。
企業ヒアリングより
・ 外 国人 留 学 生の場 合 、日 本 語 、母 国 語に加えて、それ以外の 言語も話 せる者が多い。 2011
年、2015 年に採用した 2 名のセネガル人は、母国語のフランス語、英語、日本語が話せるた
め、ヨーロッパの展示会等では来場者とのコミュニケーションも難なくできている。海外市場や顧客
のニーズを感じていくことで現 地にあった商 品開 発にも貢 献し、そういった 経 験を積 んでいくこと
で、将来の責任者となることに対する期待も大きい。【筑水キャニコム（製造業：福岡）】
・ 外国人社員は複数の言語を話すことができるため、展示会での通訳 等で活躍している。【三島食
品（製造業：広島）】
・ 大学と共同で医療機器を開発するプロジェクトを行っているが、大学側の担当者は日本語を話せ
ない外国人研究者であり、やり取りは英語で行われるため、プロジェクト担当者としても英語が堪
能な外国人社員は不可欠な存在となっている。【システムフレンド（情報通信業：広島）】
・ 国内では受注が増えることは想定しづらいが、中小企業にとって海外拠点の設置はリスクが大き
い。そのような中、外国人社員がいることで、国内にいながら海外 企業と直接コミュニケーションを
とって営業活動ができることの効果は大きく、海外売上は全体の 1～2 割程度だったものが、2～
3 割程度までに増加している。【製造業：小倉鉄道（福岡）】
また、日本人の採用だけでは人材確保が難しくなったことをきっかけに外国人留学生を
採用した場合でも、語学力や現地事情を理解していること 等により、結果的に海外事業の
拡大に貢献している場合もある。
企業ヒアリングより
・ 特に大学卒の人材について、新卒採用が難しい状況が続いていた。長期的に企業の中枢を担う
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人材を確保するために、日本人学生だけでなく、外国人留学生も求人の対象と考えるようになっ
た。2001 年に採用した韓国人の元留学生については、韓国との定期航路開設や船舶代理店
業務の立ち上げに貢献し、現在は、事業所 所 長に昇進するなど活躍している。また、船舶代理
店業務においては、中国の船舶が英語に対 応できない場合がある。これまでは、その対応に苦
慮していたが、2016 年に入社した中国人の元留学生が通訳をすることで対応しやすくなった 。
【堀口海運（運輸業、郵便業：広島）】

(2) 海外市場の獲得
初めての海外進出にあたっては、 どのような業務が発生するかが明瞭でないなど、手探
りで進めざるを得ない部分がある。外国人は、日本企業における総合職にはあまりなじみ
がなく、業務範囲が明確であることを求める傾向にあるが、海外出店を予定していた飲食
サービス業の例では、採用の段階から、海外出店という新たなチャレンジに貢献してほし
いという強い思いを外国人留学生に伝え、本人もそれを理解していたため、状況の変化に
も柔軟に対応し中心的な役割を果たした。
企業ヒアリングより
・ 外国人社員は、海外出店準備のための市場リサーチや通訳業務 等において、積極的に中心的
な役割を果たした。2013 年、香港に初の海外店舗を開店した。2015 年には香港にもう 1 店、
2016 年にはニューヨークにも店舗を設けた。同社は海外事業部を新設し、 外国人社員は同事
業部に所属し、海外のオフィスと日本本社を行き来しながら、現地での出店サポートや現地スタ
ッフの研修、接客マニュアルやメニューの英訳等に携わっている。【一蘭（宿泊業、飲食サービス
業：福岡）】

インバウンド事業の拡大
外国人社員が、訪日外国人や外国人留学生に対応することで、事業の拡大に貢献してい
る。不動産業の例では、元留学生の外国人社員が賃貸アパートなどを探している外国人留
学生を親身になってサポートするというビジネスによって、ブランドの確立に成功、同社
はさらに留学生以外の外国人に顧客層を広げ、ビジネスを拡大させている。
企業ヒアリングより
・ 福岡県には多くの外国人留学生が訪れており、外国人社員による手厚いサポート等により「留学
生が部屋を借りるなら三好」というブランドが確立している。さらに外国人社員が介在することで、
外国人 顧客への不動産 売買 等にビジネスが拡大しており、同社にとって外国人社 員は必要 不
可欠な存在となっている。【三好不動産（不動産業：福岡）】
・ 外国人社員は母国語、日本語、英語を駆使してフロント業務で外国人宿泊客に対応しているほ
か、外国語のパンフレット等を作成する際にも外国人から見て違和感のない表現に修正するなど
活躍している。【F 社（宿泊業、飲食サービス業：福岡）】

社内意識の変革、社内外に対するアピール
外国人社員と同じ職場で働くことにより、日本人社員のグローバル意識が高まったり、
互いに切磋琢磨して成長しようとする向上心が生まれたり という、副次的な効果が表れて
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いる。外国人社員が仕事に真摯に向き合う姿勢に刺激を受け、日本人社員が自身の働き方、
生き方を振り返るきっかけともなっている。

(1) 日本人社員のグローバル意識の向上
外国人社員が海外業務等で活躍していることに刺激を受けて、日本人社員が語学の勉強
を始めたり、海外とのコミュニケーションに積極的になったりする 等、互いに切磋琢磨し
ながら社員のグローバル意識が向上するといった好影響がみられている。
企業ヒアリングより
・ 外国人留学生が活躍している姿に刺激を受けて自発的に英語を学習し、海外出張の 調整や海
外からの来客のアテンドができるようになった日本人社員もおり、周囲にも好影響を与えている。
【第一施設工業（製造業：福岡）】
・ 日本人社員にとっては、生きた外国語を話す人がいる国際色のある職場は刺激となり、同社で
は、社員が違和感なく外国人と触れ合い、異文化を吸収し、互いに切磋琢磨する雰囲気が醸成
されている。【三好不動産（不動産業：福岡）】

(2) 日本人社員の働き方に対する意識の変化
外国人社員が、これまでにない新鮮な視点で意見を述べたり、仕事に真摯に向き合った
りする姿等に影響を受け、日本人社員が、自身の働き方、生き方を改めて考え直すきっか
けとなっている例がある。
企業ヒアリングより
・ 外国人社 員は個人の利益よりも会社ないし店舗全 体の利益を重視する傾向があり、雑用や先
輩社員の手伝いなど自分の業績につながらない業務にも真面目に取り組み、また、他の社員が
担当する顧客に対しても丁寧に接客する。そうした姿勢は、とかく個人の成績を優先しがちな日
本人社員に新鮮な刺激を与えている。【B 社（卸売業、小売業：広島）】
・ 真面目に一生懸命に働く姿勢が他の社員から評価されており、彼らの弱音を吐かずに意欲的に
働く姿勢は、日本人社員に良い刺激になっている。【堀口海運（運輸業、郵便業：広島）】
・ 将来の展望をしっかり持っており、それに基づいて勉強し、業務に従事している外国人社員の姿
は、日本人の若手社員が、日本人だけの狭い世界ではわからないことを感じ、考える機会ともな
っている。【小倉鉄道（製造業：福岡）】

(3) 社内制度等の充実
外国人社員は、日本人と比較して、雇用制度や評価等について、きちんと確認しようと
する傾向にあることから、企業側が説明の機会を充実させたり、諸制度を見直したりする
ことのきっかけになっている。
企業ヒアリングより
・ 外国人社員は会社の雇用制度等に関する理解を曖昧にせず、きちんと確認しようとする傾向が
ある。こうしたことは、社員と会 社がお 互い自 立したうえで雇 用関 係にあることを再 認 識 させてく
れ、諸制度の見直しのきっかけにもなる。【A 社（製造業：広島）】

13

・ 外国人社員の中には、評価に対する明確な説明を希望する者もいるため、昇給基準等を丁寧
に説明することで対応している。【C 社（宿泊業、飲食サービス業：広島）】
・ 外国人社員は、はっきりと意思や疑問点を表明する傾向にあるため、そうした際は納得のいくよう
に明確に説明するようにしている。【小倉鉄道（製造業：福岡）】

(4) 社内外に対するアピール
外国人社員を採用することそのものが、真剣に海外展開に取り組んでいることや国際的
な企業であることを、社内外にアピールすることにつながるという声があった。
企業ヒアリングより
・ 外国人が入社し、活躍していることは、会社が本気で海外展開を考えているというメッセージを日
本人社員に伝える効果もある。【A 社（製造業：広島）】
・ 外国人が働いていることにより、オフィスを訪れる顧客に対して、国際的な企業であるという印象
を与え、イメージアップに貢献している。外国人社員の存在により、海外との取引に対する障壁は
下がっており、今 後も日 本人 社 員の言 語 力をさらに向上 させ、海 外 展開に備える意向である。
【システムフレンド（情報通信業：広島）】
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外国人留学生の採用
続いて、各企業がどのように外国人留学生にアプローチして採用に至っているか、採用
のための具体的な取組を示す。
加えて、採用においてどのような課題が生じるか、またそれらをどのように解決したら
よいかを、企業事例を紹介しながら述べる。

3.1 企業例に見る外国人留学生採用の取組
採用ルート
外国人留学生と日本人学生を別のルートで採用している企業、同じルートで採用してい
る企業、採用を開始した当初はルートを分けていたが現在では特に分けずに採用している
企業等がある。
多くの企業が、複数の採用ルートを併用して外国人留学生を 獲得しているが、その主な
ものを以下に示す。

(1) 地域で実施される合同企業説明会 等の利用
広島県では広島県留学生活躍支援センター、福岡県では九州グローバル産業人材協議会
等が、合同企業説明会やマッチング事業等、企業と外国人留学生が出会う機会となる事業
を実施しており、多くの企業が利用している。
企業ヒアリングより
・ 広島県留学生活躍支援センターの留学生合同企業説明会に参加しており、同センターの開催
する留学生 OB・OG 交流会には同社社員が、留学生活用セミナーには同社社長が参加し、話
題提供等を行っている。【メンテックワールド（製造業：広島）】
・ 広島県が実施している広島県ものづくりグローバル人材育成協議会に参加している。同会の事業
で広島大学に留学している学生を、2 週間から 1 か月程度インターンとして受け入れ、結果的に
採用につながった事例がある。【シグマ（製造業：広島】
・ 公益財団法人ひろしま国際センターの留学生奨学 金事業に協力し、寄付を行うとともに、外国
人留学生との交流事業にも参加している。また、広島県留学生活躍支援センターが実施する外
国人留学生インターンシップにも参加し、1～2 週間程度のインターンを受け入れている。【三島
食品（製造業：広島）】
・ 九州グローバル産業人材協議会による SNS 人材マッチング事業に参加している。【本多機工（製
造業）、西部技研（製造業）（いずれも福岡）】
・ 九州グローバル産業人材協議会の Facebook に外国人留学生向けの企業 PR を投稿している。
【筑水キャニコム（製造業）、一蘭（宿泊業、飲食サービス業）（いずれも福岡）】
・ 大学生の採用活動としては、九州グローバル産業人 材協議会等が主催している留学生向けの
説明 会に参加しており、大学 生 以外については、日 本人を含む合 同企 業説 明会に参 加してい
る。【小倉鉄道（製造業：福岡）】
・ 商工会議所主催の合同企業説明会（日本人を含む）や、民間企業主催の外国人留学生向け
合同企業説明会に参加したりしている。【E 社（宿泊業、飲食サービス業：福岡）】

15

(2) 民間の就職支援サイトの利用
多くの企業が、日本人学生を含む外国人留学生の採用に、就職支援サイトや合同企業説
明会等の民間サービスを利用している。特に就職支援サイトは、外国人留学生の採用を開
始してまだ間もなく、留学生にアプローチできるルートがわからない場合に利用されるこ
とが多いが、利用企業からは、費用が高い、登録している外国人留学生の国籍に偏りがあ
る、適性のある人材を獲得するまでに時間がかかるといった指摘があった。
一方で、学校での説明会やハローワークを通じた採用活動で成果があがらず、大手の就
職サイトの利用を検討している企業もある。

(3) 大学、大学教員からの紹介
外国人留学生を含む新卒学生の採用のために、大学の就職課を定 期的に往訪する等して
コネクションを作り、大学や大学教員から外国人留学生の紹介を受けている企業がある。
また、主に研究職については、技術提携先の教授らに、国籍を問わず専門性を有する人
材の紹介を依頼し、それが外国人留学生の採用につながることがある。
大学に頻繁に足を運ぶ等、時間をかけて信頼を得る必要があるが、大学の教員 等からは
企業が求めている人材を十分に理解してもらった上で推薦を受けることが期待でき、内定
に至る率も高いとの声があった。
企業ヒアリングより
・ 外国人留学生を含む新卒採用の際には、九州内の大学を中心に学校を訪問している。キャリア
センターと就職担当教授との情報交換により、教授から学生を紹介してもらうこともある。地道で
はあるが、こうした学生とのマッチングを採用に結び付けており、就職支援サイトで募集するより、
同社に関 心の高い優 秀な学 生に会え、採 用に繋 がる率は高いと感じている 。【筑 水 キャニコム
（製造業：福岡）】
・ 外国人留学生の採用でメインとなっているのは、大学教員からの紹介である。【本多機工（製造
業：福岡）】

(4) 大学主催の合同企業説明会、企業見学ツアー
大学主催の外国人留学生向けの合同企業説明会や企業見 学ツアーは、企業が自社の取組
や採用したい人材像等について、学生に直接説明できる機会として活用されている。元留
学生の外国人社員がリクルーターや企業説明を担当することで、その活躍をアピールでき
るとともに、外国人留学生に対する就職のアドバイス 等を行うこともできる。
企業ヒアリングより
・ 大学に直接アプローチを行い、セミナーや業界研究会 を活用して、就職アドバイス等の学生に直
接説明する機会を設置、リクルーターとしての中国人社員が訪問するなど、年間 30 回程度は大
学に足を運びながら活動を行っている。【三好不動産（不動産業：福岡）】
・ 必要に応じて、外国人留学生向けの就職説明会や留学生就職フェアにも参加し、ブースでセネ
ガル人の元留学生が会社説明を担当するなど、外国人留学生が活躍していることも同時にアピ
ールしている。【筑水キャニコム（製造業：福岡）】
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(5) インターンシップの受入れ
企業のインターンシップを経験した外国人留学生が、のちに当該企業に応募し、結果と
して採用につながるケースがみられる。インターンシップは、企業側が外国人留学生のこ
とをよく知る機会になることに加え、実際に業務を体験することで 、外国人留学生が企業
で働くことに対する理解を深め、入社後の定着率の向上につながることが期待される。た
だし、2 週間～2 か月程度の一定期間、外国人留学生を受け入れるための準備が必要で、受
入れ企業側の現場の負担は大きい。
企業ヒアリングより
・ 広島県留学生活躍支援センターのインターンシップ事業を通じて、中国人留学生をインターン生
として約 2 週間受け入れた。この留学生は、結果的に 2012 年に初めての外国人社員として入
社することとなった。【長沼商事（卸売業、小売業：広島）】
・ インターンシップで受け入れた外国人留学生が採用に至った例もあるが、インターン生の受入れ
は現場の負担が大きいため、参加した学生が同社に応募し、採用までつながることを期待して実
施するのか、社会 貢献として実施するのかを明確にして実施している。【本多機 工（ 製 造業：福
岡）】
・ 企業説明会等で知り合った学生 等について、まずはインターンシップで受け入れたうえで、面接を
実施して採用している。インターンシップの期間は 1 週間程度で、終了後には、日本人学生を含
めた参加者全員に、400 字程度のレポートを提出してもらっている。【小倉鉄道（製造業：福岡）】

(6) アルバイト経験者の採用
外国人留学生をアルバイトとして雇用している企業においては、アルバイト経験者を社
員として採用するケースがある。アルバイトの業務が、当該企業での仕事を体験するイン
ターンシップのように機能し、企業のことを十分に理解した外国人留学生の採用につなが
る可能性がある。
企業ヒアリングより
・ 外食産業が人材不足に陥るなか、同社でも欲しい人材がなかなか取れない状況に陥っていた。
一方で、同社の店舗においては勤労意欲の高い優秀な外国人アルバイトが働いていた。そこで、
そうしたアルバイトを社員化することを含め、外国人社員の採用に取り組むこととなった。【 C 社（宿
泊業、飲食サービス業：広島）】
・ 外国人留学生を含め、2017 年度の内定者 7 名はすべて同社のアルバイト経験者であり、店舗
でのアルバイトを通じて、同社の理念を十分に理解していた結果とも考えられる。このように同社で
は、アルバイトがインターンシップのように機 能している面がある。【一 蘭（宿 泊業、飲 食サービス
業：福岡）】
・ 日本に短期留学中の中国人学生をアルバイトで受け入れた。その際に、卒業後には同社に就職
してほしいこと、将来的には中国企業向けの設計を担当してほしいことを本人に伝えたうえで、そ
れにつながる業務として、設計図面と実際の部品を見比べる作業 等を約 1 年間担当してもらっ
た。中国人留学生は、正式に入社することを決め、帰国して中国の大学を卒業した後、再び来
日し、同社に入社した。【D 社（製造業：福岡）】
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(7) 独自のネットワークの利用
海外の大学や経済界とのネットワークの構築に日頃から注力し、外国人留学生との接点
を増やすことで、優秀な人材確保につなげている企業がある。
企業ヒアリングより
・ 海外の大学十数校と合意書（MOU）を締結しており、大学からの視察を受け入れるなど双方の交
流を図っている。社 長は一般 社団 法人 九 州日 韓経 済交 流会（ KNOCK） の理事 長を務めてお
り、留学生会のパーティや就職フェアに出席するなど、海外事業拡大の機会を探るとともに、外
国人留学生と接するためのネットワーク作りに積極的である。中国の大学教授からの紹介で中国
人大学生を採用することもあり、同社は独自の様々なルートを利用し、優秀な外国人材を獲得し
ている。【第一施設工業（製造業：福岡）】

採用基準、採用条件
英語や進出先の言語が話せることや、海外事情を理解していることといった外国人なら
ではの能力を採用条件としている。加えて、本調査の対象企業では特に、日本語が話せて
日本人社員となじめることを重視し、意欲や当該企業で働きたい気持ちといった日本人と
同じ条件を求めている企業が多い。

(1) 語学力（英語、母国語、進出先の言語）
採用企業が外国人留学生に最も期待するのは、日本語でコミ ュニケーションをとれるこ
とに加え、母国語や英語等の複数の言語を話すことができる語学力であり、顧客や新規開
拓先の言語を話せることを採用基準としていることが多い。
企業ヒアリングより
・ 英語圏以外の新規開拓先の出身留学生を採用することで、外国人社員が海外エリア別の担当
として活躍している。外国人社員には新市場開拓に母国語を活かすことを期待している 。【筑 水
キャニコム（製造業：福岡）】
・ すぐに現場に立ってもらうことを想定しているため、外国人採用では、日本語と外国語（英語・中
国語・韓国語のいずれか）の双方を話せることを基準としている。【 E 社（宿泊業、飲食サービス
業：福岡）】

(2) 日本語力
本調査の対象企業では、外国人留学生の採用にあたっては日本語が話せることを要件と
しており、採用試験を日本語で行っている企業や、 日本語能力試験の結果を日本語力の目
安として利用している企業がある。
企業ヒアリングより
・ 日本語を話せることを採用の条件としているため、外国人学生の採用試験も日本語で行ってい
る。【第一施設工業（製造業：福岡）】
・ 社内のコミュニケーションは日本語で行われているため、外国人留学生を採用する際には、日本

18

語能力試験で N1 を取得していることを条件としている。【D 社（製造業：福岡）】

(3) その他日本人と共通の要件
外国人留学生には高い語学力、日本語でのコミュニケーション力を求める ことに加え、
日本人学生と同様、同社で働きたいという意欲や適性から、採用を判断しているという企
業が多い。
企業ヒアリングより
・ 同社への適性、海外営業に必要な英語力、地元九州への愛着といった点を考慮している。【本
多機工（製造業：福岡）】
・ 外国人の採用基準は、日本語と、英語 等を話せることではあるが、同社の主力製品である歯車
やギアに興味を持ち、同社で働きたいという強い気持ちがあることを最重要視している。【小倉鉄
道（製造業：福岡）】
・ 日本語能力試験で N1・N2 を取得していることを目安にはしているが、日本語力というよりは「日
本で働くことに対する本気度」という位置づけである。【三好不動産（不動産業：福岡）】
・ 採用の際には、幸せや喜びを多くの人たちに伝えたいという気持ちを持っているかどうかや、同社
の家族的な社風になじめるのかどうかなどを考慮している。ただし、これは外国人の場合も日本人
の場合も同様である。【A 社（製造業：広島）】

地域における就職支援
本調査の対象地域である広島県及び福岡県ではそれぞれ、広島県留学生活躍支援センタ
ー、九州グローバル産業人材協議会が外国人留学生の就職支援を行っており、それらの取
組を利用している企業が多くみられた。
各県における外国人留学生の就職支援の特徴及び取組例を以下に示す。

(1) 広島県
同県では、2008 年 3 月に公表した「広島県人づくりビジョン」において、「国内外から
の学生受入れ促進」を重点的な取組の一つとして掲げ、2010 年 10 月には長期計画「ひろ
しま未来チャレンジビジョン」を策定し、外国人留学生の受入れと県内企業 への就職等に
よる定着促進の数値目標を掲げるなど、外国人留学生支援を重視する方針を打ち出した。
それまで県内の複数の団体が個別に行っていた外国人留学生支援の取組を一本化し、産学
官の連携によるオール広島の体制で外国人留学生を支援する組織として、 2011 年 4 月 1
日、
「広島県留学生活躍支援センター」が設置された。同センターは、外国人留学生の受入
れ促進、入学後の勉学・生活の支援、そして就職支援と、留学の入口から出口まで一貫し
て支援を行っているのが特徴である。
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広島県留学生活躍支援センターの主な取組
◆インターンシップ事業
＜就業体験コース＞
・ 実践的なビジネス日本語能力の向上や、日本企業への理解促進を図るため、3～10 日間程
度の県内企業での実践的な就業体験の場を提供する。学部 3 年・修士 1 年以上の参加を
想定。
＜企業見学ツアーコース＞
・ 県内企業への認識と理解の促進を図るため、県内を代表する企業を 1 日で 2～3 社、見学
する。学部 1 年生からの参加を想定。
◆留学生企業説明会事業
・ 外国人留学生に特化した企業説明 会。企業と外国人留学生とのマッチングの促進を図るた
めに、年に 2 回開催。広島県内及び岡山県、山口県等に送迎バスを出して、より多くの外国
人留学生の参加を促している。
・ 平成 25・26 年度は中小企業庁の「地域中小企業の海外人材確保・定着支援事業」による
合同企業説明会とも連携し、中国地方の 5 県合同で実施。
◆留学生と企業のためのジョブフェア・オン・キャンパス
・ セミナー（講演会）、業界・企業研究会（外国人留学生の活用を考えている企業がブースで出
店し、外国人留学生と交流）、元留学生と外国人留学生の交流会を開催。
・ 文部科学省「住環境・就職支援等 留学生の受入れ環境充実事業」として実施。
◆留学生活用セミナー事業
・ 県内企業に対して、外国人留学生を活用した企業の海外進出や、外国人留学生の活用事
例を紹介し、外国人留学生の採用を喚起するセミナー。
・ 二部構成として、一部は講演や事例発表、二部は分科会（ワークショップ）として、参加者の関
心に合わせて参加できるよう工夫している。

(2) 福岡県
同県では、外国人留学生数が多く 在籍していることを背景に、国（厚生労働省や経済産
業省）や自治体（県・市）、大学、商工会議所、民間団体等の多様な団体が就職支援に携わ
ってきた。九州グローバル産業人材協議会は、九州企業の海外展開を、人材面から支援を
行うことで促進し、九州経済を活性化することを目的に、 2011 年 11 月、グローバル産業
人材の獲得・活用に関わる産学官連携組織として設立 された。
「グローバル産業人材」とは
「日本語に堪能な外国人留学生、外国語に堪能で外国事情に詳しい日本人学生等、企業が
海外ビジネスを展開する際に国際的に活躍できる人材」と定義し、グローバル産業人材を
対象とした交流会、セミナー、インターンシップ等の事業を通して、外国人留学生の九州
企業への就職支援等を行ってきた。九州グローバル産業人材協議会は、留学生活から就職
活動まで幅広い活動支援を行っており、特に就業体験についての取組が手厚いことが特徴
である。
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九州グローバル産業人材協議会の主な取組
◆SNS 人材マッチング事業（2015 年度）
・ 2015 年 11 月～2016 年 1 月の 3 ヶ月間実施。
・ Facebook｢ドラゴンゲート九州｣を開設。外国人留学生は 2 分間の自己 PR 動画、企業側は企
業 PR（文章や動画）及び求人票をサイトにアップする。
・ 公開サイト（企業の PR 情報や求人票等不特定多数に発信）と登録者しか見られない非公開
サイト（外国人留学生の自己 PR 動画）を設定。非公開サイトは、本事業の参加企業及び関係
者のみが閲覧可能。
・ 対面による直接面談にステップが進み、最終的には内定、採用に至るケースもあった。
・ 企業 16 社、外国人留学生 95 名が登録。
◆SNS 人材マッチング事業（2016 年度）
・ 地方創生加速化交付金による「九州グローバル人材活用促進事業」として、九州の外国人留
学生と企業のマッチングサイト｢Work in Kyushu｣を開設（2017 年 1 月）。
・ そのための準備委員会として、2016 年 4 月、九州 7 県が主体となり、「九州留学生就職支
援事業実 行委員 会」を設立。九州経 済産業 局、九 州経済連 合会は、同委 員会にオブザー
バとして参加。
・ 本委員会は、マッチングサイト「Work in Kyushu」の普及促進のために、グローバル協に対し、
SNS 人材マッチング事業を委託。（2016 年 10 月～12 月）
・ 企業 28 社、外国人留学生、83 名が登録。（１名内定→2017 年 4 月採用予定）
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3.2 外国人留学生の採用における課題と対応策
外国人留学生の採用において生じ得る課題を示し、それらをどのように 解決したらよい
かについて、継続的に外国人留学生の採用を行ってきた企業における対応策 等を紹介する
とともに、採用時に留意すべき点を挙げる。

採用時期に対する配慮
外国人留学生は、日本の就職活動の流れを十分に理解していないことや、母国の大学等
の卒業時期が日本と異なる等の理由により、通常の一括採用だけでは応募のタイミングを
逃す可能性がある。より多くの外国人留学生にアプローチするためには、通年採用を行う、
日本人学生より少し遅れての応募を受け付けるといった配慮が有効である。
企業ヒアリングより
・ 外国人の採用に際しては、日本人とは異なり、採用時期について特に決めていないため、機会が
あれば積極的にコンタクトをとっている。【本多機工（製造業：福岡）】
・ 旧正月の帰国等の理由で通常の採用プロセスに乗り遅れた外国人留学生のために、外国人留
学生のみを対象とした採用活 動を少し遅れて実施する年もある。【三好 不動 産（不動 産業：福
岡）】

外国人留学生に期待する役割の明確化
本調査の対象企業では、外国人社員と日本人社員を同様に扱う企業が大半であった。特
に、総合職として採用される場合について、日本人学生は、明確な業務範囲を設けずに働
くという日本企業の特徴をある程度理解して入社するが、外国人留学生はそうではない。
そのため、具体的に何を企業から期待されているのか、自分が果たすべき役割を十分 に理
解できないまま入社してしまい、このことが離職につながることがある。
そこで、採用の段階で配属先を決める、配属先が決まっていなくても期待している役割
について、外国人留学生に事前に明確に伝えておくこと 等により、不安を取り除き、早期
の離職を防いで継続して働いてもらうことが必要である。
企業ヒアリングより
・ 採用の段階で適性を見極め、韓国市 場を開拓するための韓国人の営業担 当、中国 子会社の
財務関係を理解するための中国人の経理担当など、外国人の役割を明確に説明して採用する
ようにしている。また、そうした理由から、新卒採用の場合でも、外国人については、技術系、営業
系などの職種への配属を入社前の段階で決定するようにしている（日本人にも想定している配属
先は伝える）。【西部技研（製造業：福岡）】
・ 初の海外出店に向けて何事も手探りで進めざるを得 ない状況であったが、その社員には採用の
段階から、海外出店が同社にとって新たなチャレンジであること、それにぜひ貢献してほしいことを
明確に伝えていた。本人もそれを理解していたため、海外出店 準備のための市場リサーチや通
訳業 務 等において、積極 的に中 心 的な役割を果たした。【一蘭（宿 泊業、飲 食サービス業：福
岡）】
一方で、必ずしもすべての外国人社員が社内に定着すべきとは考えていない企業もある。
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当該企業を卒業したら、海外の信頼のおけるパートナーとして貢献してくれることを期待
して、採用の段階から将来の選択肢のひとつとして独立・起業を示し、新しいことにチャ
レンジすることを勧めている。
企業ヒアリングより
・ 外国人社員が必ずしも社内に定着すべきであると考えているわけではない。同社の元社員が母
国で独立・起業し、代理店として同社の業容拡大に貢献している。自ら海外拠点を作るより、信
頼のおける「卒業生」による代理店とのネットワーク構築の方が効率的であると考えており、採用に
あたっても、将来の独立について前向きである外国人は積極的に採用している。【本多機工（製
造業：福岡）】

人材育成やキャリアアップについての方針の明確化
｢3.2.2 外国人留学生に期待する役割の明確化｣でも述べたとおり、本調査の対象企業で
は、外国人社員と日本人社員を同様に扱う企業が大半であり、入社後すぐに工場や店舗の
現場に配属され、研修を受けた後に、正式配属になることが多い。日本人学生は、会社側
から特に説明を受けなくても、ジョブ・ローテーション等により時間をかけて人材育成を
行うといった日本企業の特徴をある程度理解したうえで入社する。しかし外国人留学生は
そうではないため、思い描いていたキャリアと現実との間にギャップを感じ、離職につな
がることがある。
そこで、企業がどのように外国人留学生の育成やキャリアアップについて考えているか、
採用の段階で具体的に説明し、誤解のないようにしておくことが必要である。
企業ヒアリングより
・ 新人はまず現場に配属され、現場経験を積んでから営業 等の他部署に配属される。こうしたキャ
リアパスは外国人でも同様であり、採用段階において、入社後の配属や昇進 等に関する日本 企
業の特徴について説明するようにしている。【メンテックワールド（製造業：広島）】
・ 国籍に関係なく、1 年間は研修期間として現場に配属して経験を積んでもらった後に、入港船の
調整や取引先とのデリバリー業務等を行う受渡課や顧客基盤の維持・拡大に注力する本社営
業部へと配属し、将来的には企業の中枢を担ってもらう予定である。日本人学生の採用の際に
は特に詳しく説明していなかったが、外国人留学生を採用するにあたり、上述のようなキャリアパ
スを想定していることを丁寧に説明し、理解を得るようにした。【堀口海運（運輸業、郵便業：広
島）】
元留学生の外国人社員と、外国人留学生が直接話すことのできる機会を設け、元留学生
の外国人社員自身の経験に基づいて外国人留学生にアドバイスしたり、元留学生の外国人
社員が実感した日本企業ならではの特徴等を伝えたりする取組は有効である。
企業ヒアリングより
・ 日本人向けの説明会に参加した外国人留学生にも配慮しており、例えば、外国人留学生がグル
ープ別の座談会に参加する際は、必ず元留学生の外国人社員をそのグループに配置し、声をか
けるようにしている。【西部技研（製造業：福岡）】
・ 入社後の早期離職を防ぐため、採用の際には日本で働きたい理由を丁寧に確認するとともに、
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二人目の外国人社員の採用の際には、先に入社した外国人社員から同社の良いところも悪いと
ころも伝えるようにした。【B 社（卸売業、小売業：広島）】
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外国人留学生の定着
各企業が、採用した外国人社員の人材育成やキャリア形成をどのように行っているか、
実際に業務に携わる上で、また、生活面においてどのような支援を行っているか、各企業
における具体的な取組を示す。加えて、継続的に働いてもらう上でどのような課題が生じ
得るか、また、それらを解決するための有効な対応策についても示す。

4.1 企業例に見る外国人留学生定着のための取組、課題とその対応策
人材育成やキャリアアップについての方針の明確化
「3.2.2 外国人留学生に期待する役割の明確化 」及び｢3.2.3 人材育成やキャリアアップに
ついての方針の明確化｣でも述べたとおり、本調査の対象企業では、外国人社員を日本人社
員と同様の形態で雇用、育成する企業が大半であり、入社後はまず、工場や店舗 、営業と
いった現場で研修を受けさせてから、正式配属を行うことが多い。
企業ヒアリングより
・ 外国人 社員のキャリアパスは日本人と同様に、まず店舗に配属し、店長を目 指し、次いで複数
店舗の管理者を目指すという道筋となっている。【C 社（宿泊業、飲食サービス業：広島）】
・ 元留学生の外国人社員の研修や配属については、日本人の新卒社員と同様に文系・理系を問
わず、入社後は基本的に営業を経験させたいと考えている。製品知識や顧客のニーズを肌で感
じてもらい、同社に期待されていることは何か、求められる製品やサービスは何かについて考えて
もらいたい。【筑水キャニコム（製造業：福岡）】
・ 基本的には日本人と外国人との間には区別はなく、給料も雇用条件も同じである。入社後は全
員、工場で 3～4 年以上は技術の基礎を身に着けてもらったうえで、本人の能力・人間性 等を見
極めて配属先を決めている。外国人社員は結 果として、通訳・翻訳や海外顧客の窓口など、海
外関係の業務に携わることが多い。【小倉鉄道（製造業：福岡）】
このような日本企業の特徴や将来的に任せたい仕事について、採用の際に事前に伝えて
おくことに加え、入社後も定期的、又は、随時に説明することにより、不安を感じさせな
いように配慮することが必要である。また、会社側から方針を一方的に伝えるだけではな
く、評価面談等において外国人社員と十分なコミュニケーションをとり、評価基準や処遇
等について丁寧に説明を行うともに、将来のキャリアパス 等に関する本人の希望を会社の
方針に反映させようとしている企業もみられる。
企業ヒアリングより
・ 外国人にとっては日本企業の特徴である長期的な人材育成になじみがない場合が多いため、人
材育成の見通しを示すことが重要である。そのため、同社では特に外国人社員に対しては配属に
関する本人の希望を聞き、希望通りでない場合も配属する意図やその部署で学ぶべきことなどに
ついて、丁寧なコミュニケーションをとるように配慮している。【シグマ（製造業：広島）】
・ 年に 1～2 回、トップとの面談の機会を設けており、「セールス・エンジニア」として一人前になるに
は 3 年ぐらいかかるといった、今後の育成に関する計画について話をしている。なお、こうした取組
は、外国人社員のみではなく、日本人社員に対しても実施している。【クラタコーポレーション（建
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設業：広島）】
・ MBO（目標による管理）を導入しており、評価や来期の目標、今後のキャリアパスについて、上 司
に直接相談する機会を年に 2 回設けている。【西部技研（製造業：福岡）】
・ キャリアパスの見える化にも取り組んでおり、各事業部長とは四半期に１回、社長とは年 1 回の面
談を実施し、本人がやりたいことと企業の期待を一致させるようにしている。【本多機工（製造業：
福岡）】
・ 外国人社員の中には、評価に対する明確な説明を希望する者もいるため、昇給基準 等を丁寧
に説明することで対応している。【C 社（宿泊業、飲食サービス業：広島】

マニュアル、チェックシート等の整備
外国人留学生は、職場において日本語でコミュニケーションをとれることを前提に採用
されていることが多い。しかし、現場での作業手順等においては、より詳細な内容につい
て日本語で正確に理解することが求められ、外国人社員によっては対応が難しいこともあ
る。そこで、作業のためのマニュアルを英語や母国語に翻訳したり、チェックシートやフ
ローを作成して業務の進め方を視覚的に示したりすることで、 日本語では不十分な外国人
社員の理解力を補完する工夫が行われている。
企業ヒアリングより
・ 業務実施上のコミュニケーション・ギャップの解消のため、現場でも様々な工夫をしている。例え
ば、国際営業を担当する外国人社員と生産現場（工場）との間で認識の齟齬が生じないようにチ
ェックシートを作成したり、外国人社員にわかりやすく説明するために、事務部門において業務フロ
ーやフォーマットを作成したりしている。【本多機工（製造業：福岡）】
・ 作業マニュアルの翻訳といった、言語面の障壁を取り除くための取組も行っている。【シグマ（製造
業：広島）】

メンター等による相談体制の整備
外国人社員を含む全社員を対象としていることが多いが、採用担当者や先輩社員をメン
ターといった形で割り当て、職場や生活面の悩みを相談できるようにしている。直属の上
司ではない社員をメンターとすることで、上司には話しづらい悩 みも相談できるように配
慮している。
企業ヒアリングより
・ 外国人社員の悩みや困っていることについては、上司である店長ではなく、本社の採用担当者が
直接聞き、店長からは必要に応じて話を聞くようにしている（これは日本人社員も同様である）。ま
た、各種書類の不明点や、入社時の住まい探しなど、さまざまな点を採用担当者が継続してサ
ポートしている。悩みを相談できる相手が、直接の上司とは別に社内にいることは、外国人社員に
とっての安心感につながっていると考えられる。【B 社（卸売業、小売業：広島）】
・ 日本人社員も同様であるが、新入社員には「ブラザー制度」として、相談できる先輩社員をつけ
て、メンタルケアに対応している。【C 社（宿泊業、飲食サービス業）：広島】
・ 新卒社員全員に若い先輩社員と経験豊富な中堅社員の 2 名をメンターとして割り当てており、
仕事面はじめ私生活でもフォローを行っている。元留学生は日本語が話せるので、日本人社員
が悩みや相談に対応し心のケアにつなげることができる。【筑水キャニコム（製造業：福岡）】
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モチベーション向上のための工夫
外国人社員について、原則として日本人社員と同じ扱いをしている場合でも、外国人社
員が成果を上げた時にはその貢献をアピールして成果を社内に認識させる こと、外国人社
員がやりがいを感じることのできる業務を担当させる ことなどを通じて、モチベーション
の向上を図っている企業がある。また、外国人社員が言語面 等からハンディキャップがあ
ることについては、適切な配慮を行うことで、外国人社員のモチベーションの維持につな
がると考えられる。
企業ヒアリングより
・ 大型案件を受注した際などには貢献した外国人材を評価、社内でアピールし、 彼らの成果を社
内で認識させている。「スター」として認知させ、外国人材のモチベーションを高めることで、さらに
海外事業の業績が拡大するという好循環につなげている。【本多機工（製造業：福岡）】
・ 外国人社員は自身の所属部署のほか、「外国人プロジェクト」として国際営業部において兼任し
ている（専任 2 名）。社長も加わる同部の活動を通じて、外国人留学生の多い大学や日本語学
校への営業、海外の不動産セミナーや国内の外国人向けセミナーの準備、外国人の入居する
不動産の管理等に携わることで、外国人社員に「自分たちの声が会社の運営に反 映されている」
との実感を持ってもらうことに努めている。【三好不動産（不動産業：福岡）】
・ 社員には、入社後 3 年以内での宅地建物取引士（宅建）の資格取得を促しているが、外国人社
員の場合は 5 年以内を目安としている。同社では経験を積むと、給与の一部が個人の売上に連
動するようになるが、宅建を取得していないと契約行 為ができず売上を上げられないため、外国
人社員については、売上に連動する部分 の比率が高まるまでの猶予期間を長めにとっている。
【三好不動産（不動産業：福岡）】

宗教・文化の理解
宗教により、断食の時期や礼拝の習慣のある外国人社員に対しては、会社全体に理解を
促し、礼拝所を設けたり、就業時間を融通したりしている。また、春節に有給休暇を取得
して帰国しやすくする 等、母国の事情に配慮した支援を行っている例もある。
企業ヒアリングより
・ 外国人社員の習慣や文化の違いなどについても、できる限り理解するようフォローに努めており、
母国では当たり前の断 食や礼 拝の習 慣がある外国 人に対しても同 様である 。【筑水 キャニコム
（製造業：福岡）】
・ 春節に有給休暇を取るのに合わせて前後に出身国 への出張を入れるといった配慮は行ってい
る。【三島食品（製造業：広島）】
日本人との違いを理解し、外国人が、日本人とは異なる受け止め方をする言動には十分
に留意するとともに、いわれのない差別を受けていないか、注意を払っている企業もある。
企業ヒアリングより
・ 離職の原因としてはキャリアパスが見えにくい、人前で叱られた（それは当該外国人の常識からす
るとありえない行動であると受け取られた）、といった点がある。そうした経験を踏まえて、同社では
キャリアの将来像が見えるよう工夫する、コミュニケーションの機会を増やす、管理監督者研修に
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おいて人前で叱ってはいけないと指導する、といった対応を取っている。【シグマ（製造業：広島）】
・ 人事評価は配属された現場の所属長が行うが、国籍による差別をしていないかどうか、総務（人
事担当）が注意を払っている。【メンテックワールド（製造業：広島）】

生活面の支援
(1) 住居に対する支援
外国人が住居を借りる際、保証人が求められる 等の理由で苦労する場合が多いことから、
経営者や会社が保証人になったり、会社が推薦するアパートに入居してもらったりといっ
た支援を行っている例がある。
企業ヒアリングより
・ 外国人社員は、住宅を借りる際に保証人探しに苦労することが多いため、その際は、社長や会社
が保証人になるなどの支援を行っている。【第一施設工業（製造業：福岡）】
・ 外国人は公営住宅の入居者が多いため、そのための書類作成は会社で支援している。【メンテッ
クワールド（製造業：広島）】
・ 外国人社員については、仕事や私生活におけるストレスや事件に巻き込まれる等の問題に配慮
して、入社後しばらくは会社が推薦するアパートに入居させている。風呂・エアコンは完備し、食事
付きで、同社が保証人になり、敷金や家賃が支払えない場合については 初回費用につき、立て
替えを行い、本人承諾の上、給料から返済してもらっている。また、会社紹介のアパートに関して
のみ、給料日に家賃分を天引きして支払いの代行をしている。【小倉鉄道（福岡）】

(2) 帰国の支援
遠く離れた家族に会える機会をなるべく増やすことに配慮して、海外出張と組み合わせ
て帰国させたり、母国にいる家族の事情に対処するための特別な休暇を設けたりしている
企業もある。
企業ヒアリングより
・ 母国に近い地域への出張の場合等には、一時帰国させる等の便宜も図っている。【筑水キャニコ
ム（製造業：福岡）】
・ 外国人採用を始めてから、外国人留学生は日本の新卒採用者 よりも年齢が高いため、親の介
護等の問題が早期に起こりやすいことが分かった。そのため、特別な休暇を与えるなどの配慮を
している。【本多機工（製造業：福岡）】

(3) その他
外国人社員の生活が軌道に乗るように、自動車免許を取得するための時間を融通したり、
地域の行事に参加したりしている企業がある。
企業ヒアリングより
・ 外国人社員の習慣や文化の違いなどについても、できる限り理解するようフォローに努めており、
例えば日本人の新卒採用者とは異なり、外国人留学生は入社後に自動車免許を取得しなけれ
ばならないケースもあり、就業時間内でも自動車教習所に通えるよう融通する等の配慮を行って
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いる。【筑水キャニコム（製造業：福岡）】
・ 同社の本拠点である福岡県うきは市は、外国人があまり多くなく、入社後に外国人社員を連れて
市長に挨拶に行ったり、地域行事に積極的に参加したりする中で地域の住人や特に子供たちの
人気者となっている外国人社員もいる。【筑水キャニコム（製造業：福岡）】

社員間のコミュニケーションの活性化
多くの企業で、旅行や会食等のイベントを通じて、フォーマルな形ではなく社員が親し
くなるための機会が設けられていた。外国人社員を含めた社員間のコミュニケーションの
活性化を図ることによって、外国人社員が社内や地域社会から孤立することなく、安定し
た生活を送ることができるように配慮されている。
企業ヒアリングより
・ 社員によるサークル活動を支援しており、今後は外国人社員を中心としたサークル活動（韓国料
理の披露など）を通じて、外国人社員同士のみならず、日本人社員ともコミュニケーションの活性
化を図っていく意向である。【西部技研（製造業：福岡）】
・ 社員全員で桜を観に行ったり、社長が会食の機会を設けたりと、遊びやパーティなどの社内交流
の場を常に提供している。【第一施設工業（製造業：福岡）】
・ 多くの社内行事があり、社員旅行や同好会なども多い。こうしたイベント 等に参加するよう声をか
け、外国人社員たちも積極的に参加している。【A 社（製造業：広島）】
・ 外国人社員の様子に、何か変わったところや気になることがあった場合には声をかけているが、立
ち入って話を聞くようなことはせず、直接聞きにくい場合には、間に誰かを挟んで様子をうかがって
いる。【小倉鉄道（製造業：福岡）】
・ 会社行事を増やすなどコミュニケーションの活性化には取り組んでおり、何でも相談できる風通し
のいい職場づくりを心掛けている。【F 社（宿泊業、飲食サービス業：福岡）】
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事例紹介
5.1 企業
株式会社クラタコーポレーション（建設業 ：広島）


企業概要

会社設立年

1972 年

本社所在地

広島市中区橋本町 7-27

資本金

36 百万円

売上高

2,237 百万円（2015 年度）

事業概要

空調設備・冷凍冷蔵設備・電気設備の設計・施工・保守・メンテナンス

従業員数（外国

54 名（元留学生 1 名（中国））

人従業員）

(1) 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
同社は大卒者の新卒採用を定期的に行っているが、 中小企業よりも大企業に行ってしま
う人が多く、専門学校からも採用を行っている。しかし、日本の学生は、建設に興味のあ
る人が減少傾向にあるため、外国人留学生に目を向けることになった。

(2) 外国人留学生の採用のための取組 、課題と対応策
同社はこれまでに広島県内で開催されている留学生向けの合同説明会に 3 回参加してい
る。こうした説明会に参加する前は、英語で説明しなければならないのではないか、とい
った心配が大きかったが、実際に参加してみると、多くの留学生は日本語が堪能であり、
そうした心配は杞憂であった。
説明会には広島以外に中国地方の各県から留学生が参加しており、そこで岡山県内の大
学の外国人留学生と出会い採用に至った。 その外国人留学生は東京の企業を含め他社から
も内定を得たとのことであったが、岡山で働きたいということで、2016 年 4 月に初めての
外国人社員として入社した。
新卒採用の際には面接を 3～5 回実施している。同社では、社内では技術設計や施工な
どの部署と協力する必要があり、また、社外では協力会社やメーカーなどを巻き込み仕事
をする必要があるため、採用の際にはコミュニケーション能力を重要視している。
要望としては、留学 生が就職する際の在留資格変更については、専門家への相談ができ
るよう、行政等から支援があるとよいと考えている。

(3) 外国人留学生採用後の定着のための取組、課題と対応策
入社前の段階で、最初の配属は空調設備等の施工現場であることを伝えた。また、通信
教育でビジネスマナーなど新入社員向けの研修を受講 させてもらった 。
入社後、広島にある本社で 1 か月程度研修の機会を設けた後、本人の希望であった岡山
事業所に配属をし、現場業務を担当させている。本人は営業職の希望を出しているが、同
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社の扱う空調設備は量販店のようにカタログで販売するものではなく、吹き出し口をつけ
る場所等について顧客と話し合いながら、状況に応じてセールスを行う必要がある ため、
現在はそうした業務の特徴や必要な知識を現場で習得させている 。
また、年に 1～2 回、トップとの面談の機会を設けており、「セールス・エンジニア」と
して一人前になるには 3 年ぐらいかかるといった、今後の育成に関する計画について話 を
している。なお、こうした取組は、外国人社員のみではなく、日本人社員に対しても実施
している。
このほか、採用に関わった社員 が岡山に行く際には外国人社員に声をかけたり、相談を
受けたりして、ケアをしている。
現場の社員は外国人が来ることを少し不安に思っていたようだが、当該外国人社員は日
本での生活が長く、日本語が堪能であることもあり、特に問題は生じていない。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
同社は外国人社員を日本人社員と特段区別しておらず、外国人社員だからといって特別
に期待することがあるわけではない。ただ、日本企業の仕事の進め方に染まっていない外
国人社員とともに働くことは、日本人社員にとっては新鮮な刺激となっているほか、真面
目に仕事に取り組む姿が、他の社員に良い影響を与えていると考えられる。
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A 社（製造業：広島）


企業概要

会社設立年

‐

本社所在地

広島県

資本金

‐

売上高

‐

事業概要

食品の開発・製造・販売

従業員数（外国

‐（4 名（中国、韓国））

人従業員）

(1) 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
同社は近年、アジア及び北米に工場を設立しており、また 、日本からの輸出も含めて海
外市場での販売も行っている。そうした地域での活躍を期待して、外国人の採用を 始めた。

(2) 外国人留学生の採用のための取組 、課題と対応策
同社は全国各地に拠点を置いているが、 従来は地元・広島県での雇用を重視しており、
現在のところ採用活動は広島でのみ実施している。外国人留学生を採用するために、体系
立てての特別な活動は実施できていない状態である。これまでに 5 名（うち 1 名は退職）
の外国人を採用したが、うち 2 名は、日本人と同様の新卒採用への応募から採用に至った。
別の 2 名はアジア人財資金構想等を活用していた 2留学生であり、大学からの紹介により
採用に至った。残り 1 名は韓国の大学の卒業生を、県内に立地する関係機関からの紹介に
より採用した。
採用の際には、幸せや喜びを多くの人たちに伝えたいという気持ちを持っているかどう
かや、同社の家族的な社風になじめるのかどうかなどを考慮している。ただし 、これは外
国人の場合も日本人の場合も同様である。

(3) 外国人留学生採用後の定着のための取組、課題と対応策
採用後、将来的には海外関連の業務を担ってほしいという会社としての考えは伝えてお
り、実際に海外へ出向 したり、国内の海外事業部門に配属したりしている。
一方、外国人だからといって特別視せず、できる限り日本人と同じように扱 っている。
また、同社には多くの社内行事があり、社員旅行や同好会なども多い。こうしたイベント
等に参加するよう声をかけ、外国人社員たちも積極的に参加している。
社内では外国人を自然体で受け入れており、例えば仕事を離れた際に上司に対して あま
りにフランクに接する外国人社員の姿に違和感を覚える日本人社員はいたが、そうした点
が大きな問題に至ってはいない。一方で、取引先から担当を外国人社員から日本人社員へ

2

経済産業省と文部科学省による事業で、産業界と大学が一体となり、留学生の募集・選抜から専門教
育、日本語・日本ビジネス教育、就職活動支援まで行う人材育成プログラム。2007～2012 年度に実
施され、その後は地域ごとに後継事業が実施されている。
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代えてほしいという要望を受けたことはある。
日本から出向して海外法人で働く外国人社員がいるが、現地採用の外国人社員との処遇
面の違い等により、現地社員がわだかまりを感じている可能性がある。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
同社は以前より海外での販売を行ってきたが、なかなか事業を拡大できなかったことも
あり、日本国内で働く社員に海外展開への本気度が伝わる上で温度差があった。 外国人が
入社し、活躍していることは、会社が本気で海外展開を考えているというメッセージを日
本人社員に伝える効果もある。
また、外国人社員は会社の雇用制度等に関する理解を曖昧にせず、きちんと確認しよう
とする傾向がある。こうしたことは、社員と会社がお互い自立したうえで雇用関係にある
ことを再認識させてくれ、諸制度の見直しのきっかけにもなる。
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シグマ株式会社（製造業：広島）


企業概要

会社設立年

1937 年

本社所在地

広島県呉市警固屋 9 丁目 2 番 28 号

資本金

45 百万円

売上高

4,480 百万円（2015 年度）

事業概要

自動車を中心とする輸送機器精密部品、セキュリティー機器、レーザー
傷検査装置機器の製造 ・販売等

従業員数（外国

180 名（元留学生（中国、インド）3 名、中途採用者（中国、フィリピ

人従業員）

ン、ブラジル）4 名）

(1) 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
同社は 1937 年の創業以来、自動車部品の製造を行ってきたが、技術力を高めることで
特定の自動車メーカーの下請けに甘んじることのない、自立した会社であることを目指し
てきた。そうしたなかで、世界に通用する技術開発を行うため には、異なった文化を背景
に持ち、異なった考えを持った人が集まり、新しい価値観や発想を生み出すことが必要と
考えられた。こうしたことから、1990 年代末から同社は外国人の採用を始め、すでに退職
した人も含め、中国、フィリピン、インド、ブラジル、ルーマニア、イラクなど多様な国
籍の外国人を受け入れてきた。

(2) 外国人留学生の採用のための取組 、課題と対応策
同社は広島県が実施している広島県ものづくりグローバル人材育成協議会 3 に参加して
いる。同会の事業で広島大学に留学している学生を、2 週間から 1 か月程度インターンと
して受け入れ、結果的に採用につながった事例がある。また、広島県留学生活躍支援セン
ターが開催する留学生合同企業説明会に参加するなどして、外国人留学生を採用している。
このように地域における取組をうまく活用して、外国人材の採用につなげている。
さらに、中途採用として、人材紹介会社からの紹介を受けた採用 等も行っている。
同社は中国に拠点を持っているため、合同説明会等において集まる留学生は中国人が多
い傾向にある。一方で 、同社としては、文化や価値観の多様性を求めているため、今後は
より多様な国籍の留学生にアプローチし、採用につなげることが課題となっている。
近年は外国人留学生の採用に積極的な企業が増え、採用を巡る競争が強まっており、 広
島県ものづくりグローバル人材育成協議会 のような、日本で就職する前提で外国人留学生
を招へいするプログラムが充実するとよいと考えている。

3

広島県、広島大学、県内企業で構成する協議会で、アジア各国の理工系留学生を広島大学大学院工学
研究科（修士課程）に毎年 5～6 名程度受け入れている。同大が日本型ものづくり及び日本型企業経
営を理解するための教育プログラムを実施し、協賛企業には、上記教育プログラムへの各種協力（イ
ンターンシップ受入れ、講師派遣等）を求めている。受入れ留学生には毎月 10 万円の奨学金が支給
される。企業の負担金は 1 社当たり年間 30 万円で、受入れ留学生を採用した場合は別途特別負担金
として 1 人当たり 50 万円を納入する（いずれも 2016 年度時点）。広島県ウェブサイト
（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/72/globaljinzaiikuseikyougikai.html ）参照。
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また、製造業での実習経験や日本語能力を高く評価できる場合については、専門学校卒
であっても採用したいが、専門学校卒業生は在学中の専攻内容と業務の関連性について、
大学卒と比較してより明確にすることを求められるため、採用が難しい。

(3) 外国人留学生採用後の定着のための取組、課題と対応策
外国人にとっては日本企業の特徴である長期的な人材育成になじみがない場合が多いた
め、人材育成の見通しを示すことが重要である。そのため、同社では外国人社員に対して
配属に関する本人の希望を聞き、希望通りでない場合も配属する意図やその部署で学ぶべ
きことなどについて、丁寧なコミュニケーションをとるように配慮している。また、今後
は日本人を含め、3 年ないし 5 年間の教育計画を策定し、特に活躍が期待される人材に関
しては配属部署、人事担当、本人による面談を設けることを検討しているところである。
また、作業マニュアルの翻訳といった、言語面の障壁を取り除くための取組も行ってい
る。
同社は 1990 年代末より外国人を採用しているが、その間には短期間で離職した外国人
社員もいる。離職の原因としてはキャリアパスが見えにくい、人前で叱られた（それは当
該外国人の常識からするとありえない行動であると受け取られた）、といった点がある。そ
うした経験を踏まえて、同社ではキャリアの将来像が見えるよう工夫する、コミュニケー
ションの機会を増やす、管理監督者研修において人前で叱ってはいけないと指導する、と
いった対応を取っている。
地域において外国人を雇用する企業向けの研修があれば参加したい、特に人事担当者向
けというよりも外国人を管理監督する現場の担当者向けの研修があればありがたいと考え
ている。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
外国人社員は日本人社員とは異なる環境で育ち、独特の考え方や価値観を持つ人が多く、
社内に刺激を与えている。
また、多様な外国人を受け入れることで海外関連会社とのやり取りや、顧客である海外
企業への対応がスムーズに行えるようになった。現在同社ではインドに工場の新設を行っ
ており、外国人社員が現地企業との打ち合わせ等の場面で活躍している。
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三島食品株式会社（製造業：広島）


企業概要

会社設立年

1949 年

本社所在地

広島市中区南吉島二丁目 1 番 53 号

資本金

90 百万円

売上高

13,230 百万円（2015 年度）

事業概要

ふりかけ、調味料類、混ぜごはん素材、レトルト食品 等の製造・販売

従業員数（外国

430 名（元留学生 2 名（中国、マレーシア））

人従業員）

(1) 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
同社の中国法人は生産及び研究開発を行っているが、開発レベルがなかなか向上しない
ことから、そのテコ入れが課題となっていた。また、東南アジアにおいては、すでに現地
法人を置くタイ以外への進出・拡大が課題であった。
そこで、前者に関しては中国人社員に日本の研究開発を学ばせたうえで、将来的には中
国法人のサポート役とする、後者については東南アジアに精通した人材を獲得する、とい
う考えから、外国人留学生の活用を検討することとなった。

(2) 外国人留学生の採用のための取組 、課題と対応策
外国人留学生を初めて採用したのは 2015 年で、外国人留学生向け合同企業説明会を通
じて、中国人及びマレーシア人の留学生を採用した。両名とも中国地方（広島県及び島根
県）の大学で食品の専攻だった。東南アジアの人材獲得については長期的な構想であり、
すぐに採用する予定ではなかったが、優秀な人材に巡り合ったため、採用に至った。
説明会後の懇親会の場で、外国人留学生と気さくに話ができ、相互に理解が深まったこ
とで、採用につながった。単なる説明会だけではなく、このような外国人留学生と交流で
きる機会も重要であると考える。
また、同社は食品専攻の学生を求めているが、食品専攻の学生は少ないのが課題である。
採用に際しては食品を専門とする大学の研究室に個別に連絡し、外国人留学生の紹介を依
頼するなどの措置を取っているが、採用には結びついていない。工学系の外国人留学生を
受け入れて、日本での就職を奨励している広島県ものづくりグローバル人材育成協議会 4の
ように、食品関係の外国人留学生を受け入れるプログラムがあるとよい。また、食品専攻
の研究室が少ないということもあり、合同企業説明会は広島に限定せず、広範囲の外国人
留学生が集まる方が望ましいと考える。

4

広島県、広島大学、県内企業で構成する協議会で、アジア各国の理工系留学生を広島大学大学院工学
研究科（修士課程）に毎年 5～6 名程度受け入れている。同大が日本型ものづくり及び日本型企業経
営を理解するための教育プログラムを実施し、協賛企業には上記教育プログラムへの各種協力（イン
ターンシップ受入、講師派遣等）を求めている。受入れ留学生には毎月 10 万円の奨学金が支給され
る。企業の負担金は 1 社当たり年間 30 万円で、受入れ留学生を採用した場合は別途特別負担金とし
て 1 人当たり 50 万円を納入する（いずれも 2016 年度時点）。広島県ウェブサイト
（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/72/globaljinzaiikuseikyougikai.html ）参照。
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なお、同社は以前より公益財団法人ひろしま国際センターの留学生奨学金事業に協力し、
寄付を行うとともに、外国人留学生との交流事業にも参加している。また、広島県留学生
活躍支援センターが実施する外国人留学生インターンシップにも参加し、1～2 週間程度の
インターンを受け入れている。

(3) 外国人留学生採用後の定着のための取組、課題と対応策
外国人留学生については 2 名とも、入社後は研究職として研究所に配属した。同社の製
品について学ぶために最も適した職種と考えたためである。また、大学の専攻が食品関連
の研究であったことから、在留資格制度上、大学の専攻と関連のある業務につかせる必要
があると考えたことも一因である。在留資格取得に際して大学の専攻との関係を求められ
ることは、部署間の異動が一般的である日本企業にとっては外国人の採用を難しくする。
異動に関して、外国人だけ特別扱いしなければならなくなることもあり、柔軟な対応を求
めたいと考えている。なお、マレーシア人社員については、採用 1 年後に海外営業部署に
異動し、職場は東京となったが、採用段階でこうしたキャリアパスとなることは説明して
いる。
2 名とも日本語については問題がないこともあり、外国人として特段の配慮はあまりし
ていない。ただし、春節に有給休暇を取るのに合わせて前後に出身国への出張を入れると
いった配慮は行っている。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
外国人社員は複数の言語を話すことができるため、展示会での通訳 等で活躍している。
また、日本人のみだった集団に外国人が入ることで、日本人社員の刺激にもなっていると
考えられる。
さらに、日本人なら当然知っていても、外国人は分からないことがたくさんあり、この
ようなことを教えたり、気遣いをしたりする風土が醸成されているようにも思う。
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株式会社メンテックワールド（製造業 ：広島）


企業概要

会社設立年

1965 年

本社所在地

広島県東広島市八本松飯田 2-2-1

資本金

97 百万円

売上高

1,800 百万円（2015 年度）

事業概要

自動車工場等の生産設備メンテナンス、粉塵抑制装置やスパイラル銅管
（ダクト）等の製造・販売・施工

従業員数（外国

156 名（元留学生ら 7 名（中国））

人従業員）

(1) 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
同社が外国人採用の検討を始めたのは人手不足がきっかけである。一方で、今後の東南
アジア進出を見越した、海外で働ける人材の確保や、数多く雇用している外国人アルバイ
トをまとめる作業責任者が欲しいという期待もあった。

(2) 外国人留学生の採用のための取組 、課題と対応策
同社は以前から、人手が不足した時期には、外国人を不定期に採用しており、過去には
日系人が在籍していた時期もあった。また、すでに退職しているが、2000 年代初め頃には
韓国人留学生を採用したこともある。現在勤務している 7 名の中国人は、2016 年入社の留
学生 3 名、2008 年頃入社の留学生 2 名、そしてそれ以前にアルバイトから中途採用で入
社した 2 名であり、このうち 4 名は永住許可を取得している。
広島県留学生活躍支援センターの留学生合同企業説明会に参加しており、同センターの
開催する留学生 OB・OG 交流会には同社社員が、留学生活用セミナーには同社社長が参加
し、話題提供等を行っている。留学生合同企業説明会に関しては、外国人留学生が参加し
やすいよう、公共交通機関の便の良いところでの開催を希望している。
インターンシップに関しては、現場で長期間の受入れとなると安全教育などを含めた現
場の負担が大きくなるため、事務系の職場に 1 週間程度受け入れるにとどめている。

(3) 外国人留学生採用後の定着のための取組、課題と対応策
同社では、新人はまず現場に配属され、現場経験を積んでから営業等の他部署に配属さ
れる。こうしたキャリアパスは外国人でも同様であり、採用段階において、入社後の配属
や昇進等に関する日本企業の特徴について説明するようにしている。社内では日本語が使
われ、最低限の書類を日本語で作成できるレベルの日本語能力が必要である。
人事評価は配属された現場の所属長が行うが、国籍による差別をしていないかどうか、
総務（人事担当）が注意を払っている。
外国人社員に関する特別扱いはしていないが、外国人は公営住宅の入居者が多いため、
そのための書類作成は会社で支援している。
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同社では以前から外国人が働いており、社内で外国人と共に働くことに特段の問題はな
いが、取引先が日本語能力等の問題から、日本人社員を希望する場合がある。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
同社では 2000 年代初め頃から外国人留学生の受入れを始めており、2008 年ごろ入社の
元留学生の外国人社員はすでに主任クラスまで昇進、部下を抱え、同社の中核となる人材
として活躍している。
また、同社が資金、機材、消耗品等の支援を して、社員だった外国人が起業している。
現在は国内で同社からの業務を請け負い、その中で外国人アルバイトの採用や管理・監督
も行っている。同社としては繁雑な業務を任せられるようになり、業務の効率が向上して
いる。
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株式会社システムフレンド（情報通信業：広島）


企業概要

会社設立年

1997 年

本社所在地

広島市佐伯区五日市駅前 3 丁目 3 番 14 号

資本金

10 百万円

売上高

226 百万円（2015 年度）

事業概要

ソフトウェアの受託開発、システム導入に関するコンサルティング、医
療機器の製造・販売等

従業員数（外国

30 名（元留学生 1 名（ドイツ）、中途採用者 1 名（スペイン））

人従業員）

(1) 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
同社は、日本だけでは同社事業のマーケットが限られていることから、海外でのビジネ
ス展開をしていきたいと考えている。2013 年にベトナムの IT 企業にアプリ開発を発注し
た際には、社内に英語が話せるプログラマーが 1 名しかおらず、コミュニケーション面が
課題となった。この経験から英語の必要性を痛感し、日本人社員の英語教育の推進と同時
に、外国人の採用をすることとなった。

(2) 外国人留学生の採用のための取組、課題と対応策
同社の外国人社員のうち 1 名はスペイン人の社会人経験者で、知人からの紹介で 2015
年 4 月に入社した。もう 1 名はドイツ人留学生であり、同様に知人からの紹介で同年 8 月
に入社した。2016 年夏には、フランス人学生（現地の大学に在学）からインターンシ ップ
をしたいとメールで要望を受け、大学側と協議のうえ、 2 か月間インターンとして受け入
れた。
2016 年に初めて広島県留学生活躍支援センターが主催する留学生合同企業説明会に参
加した。優秀な人材が参加していたが、採用には至らなかった。今後も同じような機会が
あれば積極的に参加したいと考えている。将来的には社員の 2 割程度を外国人にすること
が理想であると考えている。
在留資格の申請やインターンシップ受入れの際の書類作成は初めてのことであり、こう
した対応等についての支援があるとよい。

(3) 外国人留学生採用後の定着のため の取組、課題と対応策
同社では外国人社員のみを対象とした特別な取組は行っていないが、日本人社員が英語
を学ぶ時間を設けており、その時間に外国人社員は日本語の勉強をしている。外国人社員
は 2 名とも日本語能力試験において N3 を取得した状態で入社し、その後の勉強の成果で、
1 名については N2 を取得した。しかし、ともにプログラマーとして働き、日本語が必要
となる場面が少ないため、実際には、言語面での問題が生じることはほとんどない。
給与面に関しては、外国人社員を採用した当時、母国では今以上の給与をもらえると言
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われたことがあったが、日本で生活しているのだから日本人社員と同 等の待遇とすると説
明し、特別の処遇は行っていない。一方、留学生合同企業説明会で出会った留学生（博士
号取得者）も、母国ではもっと良い給料が期待できると語っており、地方の中小企業では、
処遇面で魅力的な条件を提供できないという危機感を覚えている。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
2 名の外国人社員は英語が堪能であり、それが様々な場面で役立っている。例えば、同
社は自社製品を展示会に出すことがあるが、外国人の来場者が同社のブースに来た際に対
応を任せることができる。また、2 名ともプログラマーとして働いており、職種柄、英語
で情報収集ができるというのは情報量の面から有利であり、開発のスピードに貢献してい
る。さらに、同社は東京都内にある大学と共同で医療機器を開発するプロジェクトを行っ
ているが、大学側の担当者は日本語を話せない外国人研究者であり、やり取りは英語で行
われるため、プロジェクト担当者としても英語が堪能な外国人社員は不可欠な存在となっ
ている。
外国人が働いていることにより、オフィスを訪れる顧客に対して、国際的な企業である
という印象を与え、イメージアップに貢献している。外国人社員の存在により、海外との
取引に対する障壁は下がっており、今後も日本人社員の言語力をさらに向上させ、海外展
開に備える意向である。
言語面以外でも、同社の外国人社員は努力家であり、また 、社内のムードメーカー的な
存在であるため、日本人社員に刺激を与え、場を和ませる存在となっている。
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堀口海運株式会社（運輸業、郵便業：広島）


企業概要

会社設立年

1962 年

本社所在地

広島県呉市宝町 7-17

資本金

165 百万円

売上高

1,887 百万円（2015 年度）

事業概要

鋼材の港湾荷役、倉庫、陸海輸送等の港湾ロジスティクス

従業員数（外国

111 名（元留学生 4 名（韓国、中国））

人従業員）

(1) 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
同社では特に大学卒の人材について、新卒採用が難しい状況が続いていた。長期的に企
業の中枢を担う人材を確保するために、日本人学生だけでなく、外国人留学生も求人の対
象と考えるようになった。
2001 年に韓国人留学生を採用した。大学院に社会人入学した社長と知り合ったのがき
っかけで、やや特殊なケースであった。本格的に外国人留学生の採用を開始したのは 2015
年からである。
実際に採用するに当たっては、将来を見据えた採用であることから、日本に永住したい
といった外国人を選ぶようにした。

(2) 外国人留学生の採用のための取組 、課題と対応策
2015 年に外国人留学生の採用について、広島県留学生活躍支援センターに相談したと
ころ、留学生合同企業説明会を紹介され、参加することとなった。専門知識の有無は問わ
ないこと、業務では日本語が必要であることなど、同社の求める人材像について、丁寧に
説明し、面接も一人約 1 時間半をかけて行った。希望者については、企業見学も実施した。
採用予定は 1 名であったが、優秀な人材が多かったため、結果として 3 名（中国）を採用
し、2016 年 4 月より雇用している。
将来的に同社を支える人材を求めているため、日本に永住する意思のある外国人を選定
している。
上記のほか、呉市商工会議所の主催による合同会社説明会にも参加し、こちらにも外国
人留学生が多く参加していたが、結果として採用にはつながっていない。

(3) 外国人留学生採用後の定着のための取組、課題と対応策
2016 年 4 月入社の大卒社員は日本人を含め 4 名であり、国籍に関係なく、1 年間は研修
期間として現場に配属して経験を積んでもらった後に、入港船の調整や取引先とのデリバ
リー業務等を行う受渡課や顧客基盤の維持・拡大に注力する本社営業部へと配属し、将来
的には企業の中枢を担ってもらう予定である。
日本人学生の採用の際には特に詳しく説明していなかったが、外国人留学生を採用する
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にあたり、上述のようなキャリアパスを想定していることを丁寧に説明し、理解を得るよ
うにした。また、現場研修の配属期間については、従来より短縮し、1 年とした。さらに、
会社として期待している人材であることを伝えるため、入社時 及び入社半年後に（日本人
社員も含め）新人社員と役員の会食の席を設けた。
一方で、外国人留学生を現場に配属するにあたって、日本人社員が意識しすぎない方が
良いとの考えから、特段の説明や配慮の要請等はしなかった。同じ職場で働くことに違和
感がないことを重視した採用を行ったこともあり、外国人留学生の様子からも、そういっ
た措置を取らずとも職場になじめると判断したためでもある。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
2001 年に採用した韓国人の元留学生については、韓国との 定期航路開設や船舶代理店
業務の立ち上げに貢献し、現在は、事業所所長に昇進するなど活躍している。
2016 年に入社した中国人の元留学生については、真面目に一生懸命に働く姿勢が他の
社員から評価されており、彼らの弱音を吐かずに意欲的に働く姿勢は、 日本人社員に良い
刺激になっている。また、船舶代理店業務においては、中国の船舶が英語に対応できない
場合がある。これまでは、その対応に苦慮していたが、彼らが通訳をすることで対応しや
すくなった。
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長沼商事株式会社（卸売業、小売業：広島）


企業概要

会社設立年

1957 年

本社所在地

広島市中区袋町 6 番 14 号

資本金

57 百万円

売上高

23,700 百万円（2015 年度）

事業概要

自動車メーカーや電力会社、鉄道会社等への電線等の部品の卸売販売

従業員数（外国

100 名（元留学生 1 名（中国））

人従業員）

(1) 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
同社は、自動車メーカーへのメインワイヤーハーネスの販売を主要事業の一つとしてい
るが、自動車メーカーの Tier１サプライヤにハーネスを含む電装部品を販売する部門を立
ち上げることとなった。その際、今後のアジア進出拡大を見越して、日本語、英語、現地
語（特に中国語）がわかる人材が必要という考えが社内で高まっていた。
そうしたタイミングで、広島県留学生活躍支援センターが留学生のインターンシップ事
業を行うという情報を入手し、多言語を駆使する人材と出会うチャンスと考え、同事業に
参加することとなった。

(2) 外国人留学生の採用のための取組 、課題と対応策
上記インターンシップ事業を通じて、中国人留学生をインターン生として約 2 週間受け
入れた。この留学生は、結果的に 2012 年に初めての外国人社員として入社することとな
った。
その後も、同社は外国人留学生も含めたインターン生を毎年 2 回、約 2 週間ずつ受け入
れているが、外国人の場合は採用時の適性検査（筆記試験）を通過することができず、採
用には至っていない。新たな外国人採用は今後の課題となっている。
また、中小企業においては専属で採用を担当する人材がおらず、他の業務と掛け持ちで
採用業務を行っていることも多いことから、自社のみの取組では、なかなか外国人採用を
進めることは難しい。このため、合同企業説明会やインターンシップ事業など、地域で実
施する就職支援事業は、外国人留学生と出会う機会として重要であり、より活発な取組を
期待している。

(3) 外国人留学生採用後の定着のための取組、課題と対応策
入社した中国人留学生に対しては、外国人として特別扱いはせず会社の方針や考え方を
教え込むため、採用当初は国内営業関係の部門 に配属して同社の業務について勉強する期
間とし、その後、2014 年 4 月から上述したワイヤーハーネスを含む電装部品を取り扱う部
門に異動し、海外を含む営業の業務に従事している。会社の方針や考え方、会社の「色」
を知ることを通して、長期的な視点で取り組んでいる。また、中国に関する営業案件に関
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しては、横串で関与するような体制をとっており、出張ベースで上海でも仕事をしている。
将来的には上海の現地法人勤務となる可能性も想定しており、本人にもその可能性がある
ことは伝えている。
留学生の採用経験が少ない企業にとっては、留学生を採用している企業同士が情報交換
できるコミュニティがあると良いと考える。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
現時点では営業育成を絡めた通訳も兼務して働くことを通じて、中国関連の営業に貢献
している。同社は将来的には中国において顧客に密着したコンサルティング・セールスを
展開したいと考えており、そのためにさらなる貢献を期待しているところである。
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B 社（卸売業、小売業：広島）


企業概要

会社設立年

‐

本社所在地

広島県

資本金

‐

売上高

‐

事業概要

自動車販売、車両整備、板金塗装等

従業員数（外国

‐（元留学生 2 名（中国））

人従業員）

(1) 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
同社では外国人技能実習生の受け入れを数年前から行っており、今後の国内市場の状況
から、海外への進出を視野に入れて外国人留学生の採用も検討するようになった。そして、
熱心で意欲の高い外国人留学生と出会ったことをきっかけに、2013 年に 1 名、そして 2016
年にもう 1 名、外国人留学生を採用した。

(2) 外国人留学生の採用のための取組 、課題と対応策
同社では、外国人留学生に関しても日本人と同様の採用プロセスを通じて、日本人と同
じ基準で選定している。広島県中小企業家同友会の就職情報サイト、学校での説明会、ハ
ローワークを通して採用活動を行っている。しかし、採用にまで至ることが少ないため、
これまで高コストが理由で利用していなかった大手の就職支援サイトを、今後は利用して
いくことを検討している。
一方で、外国人留学生向けの採用活動として、広島県留学生活躍支援センターの留学生
合同企業説明会にも参加している。同センターの活動はさらに拡充してほしい。
入社後の早期離職を防ぐため、採用の際には日本で働きたい理由を丁寧に確認するとと
もに、二人目の外国人社員の採用の際には、先に入社した外国人社員から同社の良いとこ
ろも悪いところも伝えるようにした。

(3) 外国人留学生採用後の定着のための取組、課題と対応策
同社は技能実習生を含めると、外国人留学生を採用する前から外国人が働いていたため、
日本人社員に外国人に対する抵抗感はなく、自然体で受け入れることができている。ただ、
二人の元留学生は技能実習生よりも日本語を流暢に話すものの、言葉の細かいニュアンス
まではわからない。そのため、上司である店長は、日本人社員と比較して、外国人社員に
対する声掛けや手助けに関して、当面の負担が大きくなる。
初めて入社した外国人社員は本社併設の店舗に配属した。本社には採用担当者が勤務し
ており、入社後のケアをしやすい点を考慮してのことである 。外国人社員の悩みや困って
いることについては、上司である店長ではなく、本社の採用担当者が 直接聞き、店長から
は必要に応じて話を聞くようにしている（これは日本人社員も同様である）。また、各種書
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類の不明点や、入社時の住まい探しなど、さまざまな点を採用担当者が継続してサポー ト
している。悩みを相談できる相手が、直接の上司とは別に社内にいることは、外国人社員
にとっての安心感につながっていると考えられる。
制度面での外国人に対する特別のサポートはとっておらず、ケースバイケースで対応し
ている。例えば、外国人社員から 一時帰国の希望があった際、有給休暇と休日を組み合わ
せて約 30 日の休暇を認めたことがある。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
外国人社員は日本人社員とは異なる考え方をすることがあり、それが日本人社員に影響
を与えている。例えば、同社の外国人社員は個人の利益よりも会社ないし店舗全体の利益
を重視する傾向があり、雑用や先輩社員の手伝いなど自分の業績につながらない業務にも
真面目に取り組み、また、他の社員が担当する顧客に対しても丁寧に接客する。そうした
姿勢は、とかく個人の成績を優先しがちな日本人社員に新鮮な刺激を与えている。また、
外国人社員は仕事に対する意識・意欲が高いことも、特に若い社員にとって刺激となって
いる。
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C 社（宿泊業、飲食サービス業：広島）


企業概要

会社設立年

‐

本社所在地

広島県

資本金

‐

売上高

‐

事業概要

直営及びフランチャイズで、国内外（東南アジア及び東アジア）で飲食
店を展開

従業員数（外国

‐（元留学生 2 名（ネパール、中国）、本国からの採用 3 名（台湾、ベ

人従業員）

トナム））

(1) 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
外食産業が人材不足に陥るなか、同社でも欲しい人材がなかなか取れない状況に陥って
いた。一方で、同社の店舗においては勤労意欲の高い優秀な外国人アルバイトが働いてい
た。そこで、そうしたアルバイトを社員化することを含め、外国人社員の採用に取り組む
こととなった。

(2) 外国人留学生の採用のための取組 、課題と対応策
同社では 2005 年ごろからアルバイトとして外国人留学生を雇用していたが、2011 年頃
から外国人留学生の比率が高まり、現在直営店においては約 30 名の外国人留学生がアル
バイトとして働いている。
(1)で示した理由から、店舗でアルバイトをしていた留学生に社員にならないかと声をか
け、2014 年にはネパール人留学生を初めて社員として採用した。
2015 年には、日本人と同じ選考過程を経て、中国人留学生を採用した。内定後、入社ま
での間は、店舗でアルバイトをしてもらった。
2016 年には現地の人材紹介会社からの紹介で、3 名の台湾人及びベトナム人（ともに現
地大学卒）を採用した。
また、広島県留学生活躍支援センターによる留学生合同企業説明会にも参加している。
留学生合同企業説明会については今後も参加意向を持っており、様々な 国出身の留学生の
参加を促すため、SNS 等において、多言語による積極的な広報をしてほしい。

(3) 外国人留学生採用後の定着のための取組、課題と対応策
同社では外国人社員のキャリアパスは日本人と同様に、まず店舗に配属し、店長を目指
し、次いで複数店舗の管理者を目指すという道筋となっている。一方で、多くの外国人社
員は海外にかかわる仕事を希望している。この点については、最初に入社した留学生も経
験が浅く、将来的に海外進出にかかわる可能性はあるものの、現段階では日本での店舗運
営を覚える段階と考えている。
外国人社員の中には、評価に対する明確な説明を希望する者もいるため、昇給基準 等を
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丁寧に説明することで対応している。また、日本人社員も同様であるが、新入社員には「ブ
ラザー制度」として、相談できる先輩社員をつけて、メンタルケアに対応している。
2016 年採用のベトナム人社員については、現地で日本語を勉強していたものの、日本で
の生活は初めてであった。そのため、買い物や携帯電話の契約など、生活面でのサポート
が必要となり、店舗スタッフに一定の負担がかかることとなった。日本の生活に慣れた留
学生と異なる課題が生じたケースといえる。
同社では外国人社員を受け入れている店舗間で、外国人社員の活躍に差異が生じている
状況にある。そのため、うまく活用している店舗の店長から、他の店舗の社員にノウハウ
等を伝える機会を検討しているところである。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
外国人社員は勤労意欲が高く、そのことが日本人社員に良い刺激となっている。今後は
日本人社員の海外志向が促されるといった副次的効果も期待されている。
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小倉鉄道株式会社（製造業：福岡）


企業概要

会社設立年

1896 年

本社所在地

福岡県直方市大字植木 1245-17

資本金

15 百万円

売上高

230 百万円（2015 年度）

事業概要

自動車・農業機械・建設機械などの主要ギアの設計、製作及び技術指導

従業員数（外

18 名（元留学生 4 名（中国、ネパール、スリランカ））

国人従業員）

(1) 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
同社は 12 年ほど前に海外企業との取引を開始したが、当時は日本人社員が片言の英語
で交渉を行い、海外出張の際には現地で通訳を雇っていた。海外取引の増加に伴って通訳
に対するニーズは強まり、すでに退職しているが、 8 年ほど前に、初めてインターンシッ
プを経て、英語の話せるウズベキスタン人留学生を採用した。採用を始めた当初は英語を
話せることを条件にしていたが、取引先の拡大に伴い、中国語を話せる外国人留学生も採
用するようになった。
また、日本人を採用しようとしてもなかなか集まらない状況であるといった理由もあっ
た。

(2) 外国人留学生の採用のための取組 、課題と対応策
同社では、日本人学生と外国人留学生を合わせて、毎年 2 名程度の新卒採用を行ってい
る。工学系の大学生を優先して採用しているが、それだけでは十分な人数が確保できない
ため、専門学校卒の外国人留学生も採用している。大学生の採用活動としては、九州グロ
ーバル産業人材協議会等が主催している留学生向けの説明会に参加しており、大学生以外
については、日本人を含む合同企業説明会に参加している。そういった場で知り合った学
生等について、まずはインターンシップで受け入れたうえで、面接を実施して採用してい
る。インターンシップの期間は 1 週間程度で、終了後には、日本人学生を含めた参加者全
員に、400 字程度のレポートを提出してもらっている。専門学校生については、インター
ンシップ制度を設けていない学校もあり、その際には企業見学という形で受け入れている。
その他、大学の先生から紹介された外国人留学生を採用する場合もある。
外国人の採用基準は、日本語と、英語等を話せることではあるが、同社の主力製品であ
る歯車やギアに興味を持ち、同社で働きたいという強い気持ちがあることを最重要視して
いる。

(3) 外国人留学生採用後の定着のための取組、課題と対応策
基本的には日本人と外国人との間には区別はなく、給料も雇用条件も 同じである。入社
後は全員、工場で 3～4 年以上は技術の基礎を身に着けてもらったうえで、本人の能力・人
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間性等を見極めて配属先を決めている。外国人社員は結果として、通訳・翻訳や海外顧客
の窓口など、海外関係の業務に携わることが多い。
外国人社員については、仕事や私生活におけるストレスや事件に巻き込まれる 等の問題
に配慮して、入社後しばらくは会社が推薦するアパートに入居させている。風呂・エアコ
ンは完備し、食事付きで、同社が保証人になり、敷金や家賃が支払えない場合については
初回費用につき、立て替えを行い、本人承諾の上、給料から返済してもらっている。また、
会社紹介のアパートに関してのみ、給料日に家賃分を天引きして支払いの代行をしている。
以前から海外との取引があったり、社員旅行で海外に行ったりしていたことから、同社
の日本人社員は、外国人社員とともに働くことについては、さほど違和感は覚えなかった
ようである。
外国人社員の様子に、何か変わったところや気になることがあった場合には声をかけて
いるが、立ち入って話を聞くようなことはせず、直接聞きにくい場合には、間に誰かを挟
んで様子をうかがっている。
また、外国人社員は、はっきりと 意思や疑問点を表明する傾向にあるため、そうした際
は納得のいくように明確に説明するようにしている。
これまでに同社を退職した外国人社員は 4～5 名である。外国人は自身の向上心に合わ
せて、仕事のレベルを上げ、それに見合った給料を要求し、それが得られる先に転職する
ように感じている。中小企業は、規模の大きな企業に比して給与面や待遇面は劣るため、
2015 年に年間の有給休暇を 10 日に増やす等、待遇の改善に努めているところである。外
国人社員にも長く働き続けてもらいたいが、辞める・辞めないは本人の問題である。特別
扱いはできないが、遠くから一人でやってきて頑張っている外国人には、できる限りのこ
とはしたいし、辞めた後の次の人生も応援したいと考えている。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
国内では受注が増えることは想定しづらいが、中小企業にとって海外拠点の設置はリス
クが大きい。そのような中、外国人社員がいることで、国内にいながら海外企業と直接コ
ミュニケーションをとって営業活動ができることの効果は大きく、海外売上は全体の 1～
2 割程度だったものが、2～3 割程度までに増加しているし、今後も益々拡大していかなけ
ればいけないと考えている。
外国人社員はオープンな性格の者が多く、社内が明るくなったと感じる。また、将来の
展望をしっかり持っており、それに基づいて勉強し、業務に従事している外国人社員の姿
は、日本人の若手社員が、日本人だけの狭い世界ではわからないことを感じ、考える機会
ともなっている。
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D 社（製造業：福岡）


企業概要

会社設立年

‐

本社所在地

福岡県

資本金

‐

売上高

‐

事業概要

金属加工業、各種機械装置の組立等

従業員数（外国

‐（元留学生 1 名（中国））

人従業員）

(1) 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
同社では 5 年ほど前から、技術供与先を含め中国企業との連携が進んでおり、より関係
を深めるための架け橋になってもらうことを期待して、中国人留学生の新卒採用に関心を
持っていた。社長の知人である大学教授からの紹介を受け、2015 年秋、初めての外国人社
員として中国人の元留学生を採用した。
同社では技術者として、日本人の高卒者・高等専門学校出身者・大卒者の新卒採用を主
に行っており、高等専門学校出身者が最も多い 。しかし、最近は、思うように採用ができ
ず人手不足に悩んでおり、同様の技術を有する人材がいるのであれば、人材の厚みを増す
という観点からも、外国人留学生の採用を検討したいと考えている。

(2) 外国人留学生の採用のための取組と課題
同社は外国人留学生向けの就職説明会に参加したことはなく、外国人留学生の採用は新
卒採用の一環として、日本人学生と同じ採用プロセスにより年に１回行っている。社内の
コミュニケーションは日本語で行われているため、外国人留学生を採用する際には、日本
語能力試験で N1 を取得していることを条件としている。
これまで、なかなか適切な中国人留学生に巡り合う機会がなかったが、2014 年、社長の
知人である大学教授から紹介を受 け、日本に短期留学中の中国人学生をアルバイトで受け
入れた。その際に、卒業後には同社に就職してほしいこと、将来的には中国企業向けの設
計を担当してほしいことを本人に伝えたうえで、それにつながる業務として、設計図面と
実際の部品を見比べる作業等を約 1 年間担当してもらった。
約 1 年間の日本での生活を通して、中国人留学生は日本の住みやすさや雰囲気、同社で
の仕事が気に入り、正式に入社することを決め、帰国して中国の大学を卒業した後、再び
来日し、同社に入社した。
しかし、同社では、外国人留学生の受入れは初めてであったため、 在留資格の取得にか
なりの時間を要し、2015 年春の入社予定を秋に延期にせざるを得なかった。地域の公的機
関等において、外国人留学生の受入れにあたって必要となる 手続等について、情報提供や
費用の支援をしてもらえるとありがたい。
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(3) 外国人留学生採用後の定着のための取組と課題
元留学生の中国人社員は、雇用形態等について、原則は日本人の大卒社員と同じ扱いを
している。ただし、新卒社員は通常、入社後 2 か月間は、研修として各部署を巡るジョブ・
ローテーションを行い、本人の意思と仕事の適性を確認したうえで正式配属を決めている
が、中国人社員については、設計を担当する設計部門に配属することを本人も事前に了承
しており、アルバイト経験もあったため、この期間を 1 か月に短縮し、3 か所程度のロー
テーションを経験してもらってから正式配属を行った。
同社では、全社員に対して年に 2 回、上長との評価面談を実施しており、職場における
不満やキャリアに対する希望等をたずねている。中国人社員には、アルバイト時や入社面
談等を通じて、同社での業務については事前に説明を行っているため 、本人も大きなギャ
ップを感じることなく、業務に携わることができている。
中国人社員に対して、生活面等の支援は特段行っていないが、日本での生活経験を有す
ること、日本語を話せることから、問題は生じ ておらず、同期の新卒社員や職場の先輩達
とコミュニケーションを図りながら、日本での生活に馴染んでいる。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
中国人社員が入社したことにより、設計のためのマニュアルの中国語翻訳や、展示会で
中国人顧客の対応等が可能となった。中国人社員は、母国語を活用した業務を通じて設計
の勉強を続けており、 同社では、将来的には中国企業向けの設計業務を担当させたいと考
えている。今後、中国企業とスムーズにコミュニケーションを図ることで、関係をさらに
深められることを期待している。同社では、優秀な中国人留学生に出会うことができれば、
さらに採用を進めていきたいと考えている。
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株式会社西部技研（製造業：福岡）


企業概要

会社設立年

1965 年

本社所在地

福岡県古賀市青柳 3108-3

資本金

100 百万円

売上高

6,600 百万円（2016 年度予定）

事業概要

省エネ・環境関連機器製造販売

従業員数（外国

252 名（元留学生 3 名（中国、韓国）、中途採用者 2 名（中国、韓国））

人従業員）

(1) 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
同社は、1970 年代より韓国、欧州、米国、台湾などへ進出し、製品を現地の空調メーカ
ーへ販売し、海外展開を早々に実現した。2001 年には米国に販売を行う現地法人（その後
製造も実施）を、2007 年には中国に製造・販売を行う現地法人をそれぞれ立ち上げた。外
国人留学生の採用の背景には、海外市場を開拓したり、現地法人の財務状況を把握したり
するための人材が必要になったことがある。
2000 年に、博士号を取得し、九州の大学の研究室に研究生として所属していた中国人留
学生を開発職として採用したのが、同社の外国人採用の始まりであった。在学中に同社と
の共同研究で学位論文を執筆した後、教授の推薦を受けて採用した。外国人としてという
よりも、同社の求める専門分野の研究者・エンジニアとしての採用であったが、その後外
国人採用が続くきっかけとなった。

(2) 外国人留学生の採用のための取組 、課題と対応策
2007 年に中国拠点を立ち上げる予定があったため、2006 年には中国人留学生を新卒で
採用し、日本での就労経験がある中国人を中途で採用した。しかし、外国人社員に対して、
会社として期待する具体的な役割を伝えず、日本人社員と同様の扱いをしていたせいか、
2009 年前後に二人とも離職してしまった。
その後は、採用の段階で適性を見極め、韓国市場を開拓するための韓国人の営業担当、
中国子会社の財務関係を理解するための中国人の経理担当など、外国人の役割を明確に説
明して採用するようにしている。また、そうした理由から、新卒採用の場合でも、 外国人
については、技術系、営業系などの職種への配属を入社前の段階で決定するようにしてい
る（日本人にも想定している配属先は伝える）。 なお、入社後の職種の変更は認めている。
新卒採用では、自社のホームページに募集要項を掲載する とともに、大学を訪問し、学
生を紹介してもらっている。以前は民間の就職支援サイトを利用していたが、同社に適性
のある人材を獲得するまで時間がかかり、費用も高いといった理由から利用しなくなった。
高校生向けの 5 日間の就業体験や、大学生向けの 2～3 週間のインターンシップも実施し
ているが、採用の手段とは位置づけていない。
外国人留学生は基本的には日本人と区別なく募集しているが、近年は外国人留学生の多
い九州 内の 大学 にお ける 外国 人留 学生 向け ツア ーや、 九州 グロ ーバ ル産 業人 材協 議会の
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SNS マッチング事業など、外国人留学生向けの採用イベント等にも参加している。また、
日本人向けの説明会に参加した外国人留学生にも配慮しており、例えば、外国人留学生が
グループ別の座談会に参加する際は、必ず元留学生の外国人社員をそのグループに配置し、
声をかけるようにしている。
中途採用に関しては、民間の就職支援サイトを活用しており、必要な業務内容を明確に
して採用している。

(3) 外国人留学生採用後の定着のための取組、課題と対応策
同社は MBO（目標による管理）を導入しており、評価や来期の目標、今後のキャリアパ
スについて、上司に直接相談する機会を年に 2 回設けている。
最初に採用した中国人は、好き嫌いがはっきりしており、作業の内容や進め方に対する
こだわりが強い。そのため、入社当時は日本人社員との摩擦が生じたことがあった。時間
をかけて、お互いうまくいくようにはなったが、その間に中国法人が軌道に乗ったため、
中国人社員には主に中国法人での業務を担当してもらっている。現在は中国子会社の CTO
（最高技術責任者）でありながら、営業のサポートも行い、中国人エンジニアの育成や学
会発表も行うなど、多岐にわたり活躍している。一方で、こうした経過を経て、日本人社
員が異文化コミュニケーションについて学んだとも言える。
2015 年には、外国人社員を集めて不満や要望を尋ねる場を設け、改善策を検討してい
る。就職活動時にエントリー・シートや入社試験が日本語のみで思ったより時間かかった、
社宅を借りることができてよかった（住宅を借りる時に保証人が見つからなくて苦労する
ため）、帰国した場合は支払った年金が返還されないことが不安、といった意見が集まった。
このような場は、今後も定期的に設けていきたいと考えている。
同社では社員によるサークル活動を支援しており、今後は外国人社員を中心としたサー
クル活動（韓国料理の披露など）を通じて、外国人社員同士のみならず、日本人社員とも
コミュニケーションの活性化を図っていく意向である。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
2000 年に入社した中国人技術者は中国法人の CTO を務め、日本及び中国の学会で自社
製品に関する論文を発表するなど、トップのエンジニアでありながら営業の役割も担って
いる。また、韓国市場の開拓については、韓国人社員が担当している。このように、現地
の事情が分かる人材が海外の営業担当をすることで、海外市場の開拓が進めやすくなって
いる。
また、これまでは、上述の営業担当のような「ビジネスにおいて必要だが日本人だけで
は対応できないポジション」に外国人を登用してきたが、今後は「優秀なグローバル人材」、
すなわち多様な視点や異なる価値観を持つ人材を獲得したいと考えている。例えば、2016
年に内定を出した中国人留学生は、国籍ではなく、英語力と専攻の内容で採用を決めた。
外国人の採用をさらに進め、200 人の社員のうち 10 名程度は外国人にしたいと考えてお
り、海外市場開拓だけではなく、全社のダイバーシティの促進にも繋げていくことが期待
されている。
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第一施設工業株式会社（製造業：福岡）


企業概要

会社設立年

1967 年

本社所在地

福岡県糟屋郡新宮町上府北 3 丁目 9 番 22 号

資本金

99.5 百万円

売上高

3,389 百万円（2015 年度）

事業概要

自動搬送設備及び特殊設備の設計・製作、設置、販売及びメンテナンス

従業員数（外

80 名（元留学生 13 名（中国、台湾、マレーシア等））

国人従業員）

(1) 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
少子高齢化が進み、国内の産業規模が縮小していくなか、市場で生き残るために、社長
は、かねてからの夢であった海外事業の拡大を選択した。それを機に現地語が話せる人材
が必要となり、1995 年から外国人（主に留学生）の採用をスタートした。
同社は、2008 年には中国、2012 年には韓国に関連会社を設立した。韓国法人では、韓
国企業から受注した装置を、韓国内の外注先で製造している。

(2) 外国人留学生の採用のための取組 、課題と対応策
同社では現在、新卒採用は外国人学生に限っており、すでに 8 年間、日本人学生の新卒
採用をしていない。
同社は 10 年にわたり、毎年、韓国の大学と工業専門学校から 2 ヵ月間、インターン生
を受け入れている。インターン期間中に学生の素質を観察でき、
“光る人材”を発掘できる
良い機会となっており、これをきっかけに、日本本社に 3 名程度、韓国法人に 5 名程度、
毎年ほぼコンスタントに採用している。国内では、産学連携を主目的とし 、福岡大学や九
州大学から 1 週間から 10 日程度の期間でインターン生を受け入れている。2017 年 4 月に
は、元インターンの中国人留学生 1 名が入社予定である。
同社は、海外の大学十数校と合意書（MOU）を締結しており、大学からの視察を受け入
れるなど双方の交流を図っている。社長は一般社団法人九州日韓経済交流会（KNOCK） 5
の理事長を務めており、留学生会のパーティや就職フェアに出席する など、海外事業拡大
の機会を探るとともに、外国人留学生と接するためのネットワーク作りに積極的である。
中国の大学教授からの紹介で中国人大学生を採用することもあり、同社は独自の様々なル
ートを利用し、優秀な外国人材を獲得している。
同社では、日本語を話せることを採用の条件としているため、外国人学生の採用試験も
日本語で行っている。技術については日本語の筆記試験を受ける必要があるが、専門用語
が多いため、面接での評価が非常に高かった優秀な工学系の留学生が、不合格となったこ
ともあった。そこで今後は、筆記試験に外国人社員を付き添わせ、内容を韓国語等 の母国

5

九州と韓国の経済交流を深めることを目的として 2005 年に発足した経済交流会で、現在会員企業は
31 社。（http://knock-asia.com/about.html）
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語で説明するなど、何らかの配慮を行うことを検討している。

(3) 外国人留学生採用後の定着のための取組、課題と対応策
同社では、外国人社員を日本人とまったく同じように扱っている。入社後 1 年間は全員
工場で働いてもらい、本人の希望を聞きながら配属を決めている。国籍を問わず、理系は
設計（機械設計・電気設計）、ソフトウェア、製作、現場の据付業務、文系は営業職、通訳・
翻訳業務等の業務に就いている。
社員のプライベートは個人が責任を持つべきと考え、会社は関与しないようにしている。
ただし、外国人社員は、住宅を借りる際に保証人探しに苦労することが多いため、その際
は、社長や会社が保証人になるなどの支援を行っている。また、社員全員で桜を観に行っ
たり、社長が会食の機会を設けたりと、遊びやパーティなどの社内交流の場を常に提供し
ている。
韓国人社員にとって、福岡という土地は、週末に帰国できる魅力があることから、韓国
法人への転属等母国に戻ることを希望する韓国人社員はあまりいない。
外国人留学生の就職支援を効果的に行うためには、第三セクターや社団法人等で、中小
企業向けの就職支援を専門に扱う組織を作るべき である。民間企業に勤務し人材を採用し
た経験を有する人を、兼任ではなく専任で 配置することで、就職支援に集中して取り組め
るようにし、外国人留学生の就職以外の悩みについても相談にのる場とするのが良いと考
える。採用における失敗事例も広く発信し、企業間で共有する取組が有効である。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
外国人留学生は、語学力に優れている点が日本人学生に対する一番の強みであり、 特に
マレーシア人は複数の言語が堪能である。同社では、韓国での生産についても設計はすべ
て日本本社で行い、仕様書・設計図はハングルで記載したうえで韓国法人に引き渡すこと
になっているため、韓国人や中国朝鮮族の社員が活躍している。このような姿に刺激を受
けて自発的に英語を学習し、海外出張の調整や海外からの来客のアテンドができるように
なった日本人社員もおり、周囲にも好影響を与えている。
中国企業との交渉は、中国人社員の方が進めやすく、勤続 17 年になる元留学生の中国
人社員は、現在は購買部長を務めている。
また、同社では、ビジネスにおいてスピード感を重視しており、同社のスピードについ
ていけるのは外国人社員の方である。外国人社員は就労することで在留資格が得られる と
いうこともあり、社長は、日本人学生よりやる気があり夢も大きいと感じている。
外国人社員の活用は多大な成果を企業にもたらすが、特に中堅・中小企業は、そのこと
を十分に理解していないと感じることが多い。国の支援策は大企業向けであることが多い
ため、経済産業省等の国の機関が率先して、中堅・中小企業を対象に、留学生活用のメリ
ットの周知や採用のための指導にあたることが必要 であると考えている。
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株式会社筑水キャニコム（製造業：福岡）


企業概要

会社設立年

1955 年

本社所在地

福岡県うきは市吉井町福益 90-1

資本金

347 百万円

売上高

5,230 百万円（2015 年度）

事業概要

農業用・土木建設用・林業用運搬車・草刈作業車及び産業用機械の製造
販売

従業員数（外

250 名（元留学生ら 15 名（中国、韓国、セネガル、マレーシア他））

国人従業員）

(1) 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
同社では、農業用、土木建設用、林業用運搬車をはじめ乗用草刈機等の主力製品を海外
でも販売している。当初はスイスの商社を通して欧州域の販売を行っていたが、現在では
1 ヶ国に 1 社の独占販売代理店 を開拓、各社に各国の販売を委託している。また、スイス、
オーストリアに駐在員事務所を設置、現地の社員が駐在員として商品 PR と販売管理を行
っている。それ以外の国の販売代理店については必要に応じて現地を往訪し、現地の市場
性を確認し、商品開発につないでいる。
従来は英語が話せる日本人社員を海外営業部に配属していたが 、英語圏以外の新規開拓
先の出身留学生を採用することで、外国人社員が海外エリア別の担当として活躍している。
それまで外国人社員は中途採用者 のみであったが、同社では 2010 年より外国人留学生に
対するアプローチを始め、初の採用に至った。

(2) 外国人留学生の採用のための取組 、課題と対応策
外国人留学生の採用では、入社後に日本人社員とお互い理解を深めていくことにも期待
したいが、入社してからギャップを感じて離職につなが らないよう、まずは同社の製品や
経営方針に関心があり、就業意欲が高いかどうかが一番重要と考えている。 同社では外国
人留学生を含む新卒採用の際には、九州内の大学を中心に学校を訪問 している。キャリア
センターと就職担当教授との情報交換により、教授から学生を紹介してもらうこともある。
地道ではあるが、こうした学生とのマッチングを採用に結び付けており、就職支援サイト
で募集するより、同社に関心の高い優秀な学生に会え、採用 に繋がる率は高いと感じてい
る。特にこの３年間は中長期プランに沿って新卒採用数も増加し、毎年 10 数名程度を確
保、メーカーとして製品構造を理解する理系学生を多く採用している。必要に応じて、外
国人留学生向けの就職説明会や留学生就職フェアにも参加し、ブースでセネガル人の元留
学生が会社説明を担当するなど、外国人留学生が活躍していることも同時に アピールして
いる。現在は九州グローバル産業人材協議会の支援事業を活用し、同協議会 の Facebook
に外国人留学生向けの企業 PR を投稿している。
外国人社員には新市場 開拓に母国語を活かすことを期待しているが、まずは国内で営業
経験をさせ、商品知識をマスターし接客を行うことが個人の成長に 役立つと考えている。
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これまでに採用した外国人留学生は APU はじめ九州の各大学への留学生であった。最
近の就職フェア等は主に中国、韓国、ミャンマー、バングラデシュ、スリランカ等の出身
者が多い。同社では 2010 年の外国人留学生の受入れ以降、主にアジアからの留学生を 採
用してきたが、現在では新市場として中南米エリアに狙いを定めており、これらの地域出
身で同社に関心を寄せる留学生とはなかなか出会うことはない。結果として現在では外国
人留学生の採用数は減少傾向にあり、今後は中南米の外国人留学生をより広い範囲から探
せるよう、九州域外の外国人留学生とも交流できる場があればと考えている。

(3) 外国人留学生採用後の定着のための取組、課題と対応策
元留学生の外国人社員の研修や配属については、日本人の新卒社員と同様に文系・理系
を問わず、入社後は基本的に営業を経験させたいと考えている。製品知識や 顧客のニーズ
を肌で感じてもらい、同社に期待されていることは何か、求められる製品やサービスは何
かについて考えてもらいたい。職場経験を積み重ねる中で自分の適性を発見し営業、開発、
製造部門等への道を究めていく。外国人留学生の場合、海外営業部署 に配属されることが
多いが、日本人の先輩社員と同行し営業活動を経験した上で、 海外の展示会等に参加する
などしている。最初の 2～3 年間は日本人の海外営業担当者が指導にあたっている。
また、新卒社員全員に若い先輩社員と経験豊富な中堅社員の 2 名をメンターとして割り
当てており、仕事面はじめ私生活でもフォローを行っている。元留学生は日本語が話せる
ので、日本人社員が悩みや相談に対応し心のケアにつなげることができる。
同社の本拠点である福岡県うきは市は、外国人があまり多くなく、 入社後に外国人社員
を連れて市長に挨拶に行ったり、地域行事に積極的に参加したりする中で地域の住人や特
に子供たちの人気者となっている外国人社員もいる。
外国人社員の習慣や文化の違いなどについても、できる限り理解するようフォローに努
めており、例えば日本人の新卒採用者とは異なり、外国人留学生は入社後に自動車免許を
取得しなければならないケースもあり、就業時間内でも自動車教習所に通えるよう融通す
る等の配慮を行っている。母国では当たり前の 断食や礼拝の習慣がある外国人に対しても
同様である。母国に近い地域への出張の場合等には一時帰国させる等の便宜も図っている。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
外国人留学生の場合、日本語、母国語に加えて、それ以外の言語も話せる者が多い。2011
年、2015 年に採用した 2 名のセネガル人は、母国語のフランス語、英語、日本語が話せる
ため、ヨーロッパの展示会等では来場者とのコミュニケーションも難なくできている。海
外市場や顧客のニーズを感じていくことで現地にあった商品開発にも貢献し、そういった
経験を積んでいくことで、将来の責任者となることに対する期待も大きい。
元留学生の若手外国人社員がグローバルに活躍し経営に貢献していることは、日本人の
社員にとっても良い刺激となっている。今後も海外事業の開拓に沿って、社員のグローバ
ル化もさらに進んでいくものと思われる。
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本多機工株式会社（製造業：福岡）


企業概要

会社設立年

1951 年

本社所在地

福岡県嘉麻市山野 2055

資本金

90 百万円

売上高

2,506 百万円（2016 年 8 月）

事業概要

産業用特殊ポンプ設計・製造・販売及びメンテナンス事業

従業員数（外国

152 名（元留学生 12 名（中国、韓国、フランス、スリランカ、マレー

人従業員）

シア他）、中途採用者 3 名（スペイン、ドイツ他））

(1) 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
同社は、2003 年に発表した中期経営計画において、グローバル化を経営方針として打ち
出したが、当時は海外のエンドユーザーとのやり取りやアフターフォローは、 商社等を通
じて行っており、社内では、社長以外にそうした対応ができる人材がいない状況であった。
2006 年に、連携先の大学研究室から博士号取得者のチュニジア人を紹介され、採用した
のが外国人採用の始まりである。当該社員や、次いで採用した中国人留学生が海外企業と
の取引や連携交渉等において活躍したことから、その後も海外との橋渡し人材となること
を期待して、留学生ら外国人を国際事業本部等に配属し、海外展開を拡大している。

(2) 外国人留学生の採用のための取組と課題
同社では、母国にネットワークを持つ外国人中途者ではなく、きら りと光るものを持ち、
意欲の高い留学生らを積極的に採用する、という方針であり、採用した外国人の多くは九
州の大学の卒業生であるが、ワーキングホリデイを通じて入社したフランス人や、日本の
大学を卒業後に母国の語学学校の仕事を経験したドイツ人なども採用している。
外国人の採用に際しては、日本人とは異なり、採用時期について特に決めていないため、
機会があれば積極的にコンタクトをとっており、同社への適性、海外営業に必要な英語力、
地元九州への愛着といった点を考慮している。
また、外国人留学生の採用でメインとなっているのは 、大学教員からの紹介である。採
用を開始した当初は、九州域内の主要大学の就職担当や留学生担当部署を往訪していたが、
外国人留学生採用が軌道に乗ってからは 、SNS 等での口コミにより、外国人留学生本人が
直接アプローチしてくることも増えた。
しかし、近年は優秀な外国人留学生を獲得するための競争が以前より激しくなっている。
現在でも、大学の説明会やイベント、県内外の外国人留学生と企業との交流会、九州グロ
ーバル産業人材協議会による SNS マッチング事業等に参加しているが、県外の外国人留
学生採用イベントでの人材獲得は特に難しい。
インターンシップで受け入れた外国人留学生が採用に至った例もあるが、インターン生
の受入れは現場の負担が大きいため、参加した学生が同社に応募し、採用までつながるこ
とを期待して実施するのか、社会貢献として実施するのかを明確にして実施している。
なお、地域における外国人留学生採用支援に関して、県、市、ハローワークなどが個別
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にイベント等を実施しているが、九州として統一的に実施し、共同運営した方が、効率的
ではないかと考えている。また、外国人留学生の就職支援機関は、予算が少なく活動継続
が難しいことから、企業負担の会費をその運営の財源とすることが有効ではないか。

(3) 外国人留学生採用後の定着のための取組と課題
外国人正社員とは在留期間に合わせた有期雇用契約を結んでいる。また、外国人正社員
は労働組合に加入していないことから、組合員とは異なる給与体系であり、実績がボーナ
スに反映されやすくなっている。
また、日本企業で一般的な、「メンバーシップ型」の 雇用ではなく、「ジョブ型」の雇用
としており、採用時には業務範囲を明確に示している。キャリアパスの見える化にも取り
組んでおり、各事業部長とは四半期に１回、社長とは年 1 回の面談を実施し、本人がやり
たいことと企業の期待を一致させるようにしている。
大型案件を受注した際などには、貢献した外国人を評価するとともに、彼らの成果を社
員が認識するようにアピールしている。また、国内需要の縮小を受けて、海外の大型案件
を多数実施しており、各部署から選出したメンバーでプロジェクトチームを結成して対応
している。他部署の仕事を知るこ とができるとともに、外国人社員との交流によって日本
人社員のグローバル意識が向上している。
業務実施上のコミュニケーション・ギャップの解消のため、現場でも様々な工夫をして
いる。例えば、国際営業を担当する外国人社員と生産現場（工場）との間で認識の齟齬が
生じないようにチェックシートを作成したり、外国人社員にわかりやすく説明するために、
事務部門において業務フローやフォーマットを作成したりしている。
外国人採用を始めてから、外国人留学生は日本の新卒採用者よりも年齢が高いため、親
の介護等の問題が早期に起こりやすいことが分かった。そのため、特別な休暇を与えるな
どの配慮をしている。他にも在留資格や、住宅の保証人などの問題もあるため、トラブル
に際し、ワンストップで相談できる場所があるとよいと考えている。
なお、同社は、外国人社員が必ずしも社内に定着すべきであると考えているわけではな
い。同社の元社員が母国で独立・起業し、代理店として同社の業容拡大に貢献している。
自ら海外拠点を作るより、信頼のおける「卒業生」による代理店とのネットワーク構築の
方が効率的であると考えており、採用にあたっても、将来の独立について前向きである外
国人は積極的に採用している。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
同社では、海外事業の拡大という経営戦略の下に、経営者主導で外国人材の獲得を継続
している。語学力が優れている留学生たちは海外営業の際に「言葉の壁」がなく、業績向
上に貢献している。また、外国人の活躍を積極的に社内に発信し、
「スター」として認知さ
せ、外国人材のモチベーションを高めることで、さらに海外事業の業績が拡大するという
好循環につなげている。
さらに、外国人留学生は「外向き」の考え方を持つ人が多いため、同社の海外事業展開
とともに、日本人社員のグローバル意識の向上にも好影響を与えている。
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株式会社三好不動産（不動産業：福岡）


企業概要

会社設立年

1951 年

本社所在地

福岡県福岡市中央今川一丁目 1 番 1 号

資本金

50 百万円

売上高

4,400 百万円（2016 年 9 月期）

事業概要

不動産売買・賃貸及びその仲介、賃貸不動産の総合管理等

従業員数（外国

387 名（元留学生 11 名（中国 10 名・フランス 1 名（ただし 3 名は帰

人従業員）

化、1 名は永住許可を取得 ）））

(1) 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
同社は、福岡県に多く滞在している外国人留学生に積極的に住居を提供してきた。外国
人留学生が部屋を借りる際には、言葉だけでなく文化の相違もあるため、賃貸契約や家賃
の振込、地域のごみ収集の規則等、日本の商習慣や生活上のルールを丁寧に説明すること
が必要である。また、同社では、不動産の斡旋だけでなく管理も行っており、外国人留学
生が管理物件を利用している場合には、入居後も継続して説明が必要になることがある。
同社の物件を利用する留学生の多くは中国人であることもあり、同社では日本に帰化した
中国人をアルバイトとして採用し、週 2～3 回、通訳として対応してもらっていた。しか
し、中国人留学生数がさらに増え、アルバイトだけでは対応が難しくなったため、中国人
留学生を社員として雇用することとした。

(2) 外国人留学生の採用のための取組 、課題と対応策
同社は 2009 年、中国人留学生 3 名を採用した。外国人留学生向けに同社単独の説明会
を開催し、書面審査の後、一次・二次までは日本人学生と分けて、三次は日本人学生と同
時に面接を実施した（採用者 3 名のうち 1 名は、日本人学生向けの採用ルートの応募者で
あった）。
現在では、採用実績が知られるようになり、応募者の 5～6%を外国人留学生が占めるよ
うになったため、外国人留学生向けの採用活動は原則行っていない。新卒採用については、
民間の就職支援サイトの利用のほか大学に直接アプローチを行い、セミナーや業界研究会
を活用して、就職アドバイス等の学生に直接説明する機会を設置、 リクルーターとして中
国人社員が訪問するなど、年間 30 回程度は大学に足を運びながら活動を行っている。 た
だし、旧正月の帰国等の理由で通常の採用プロセスに乗り遅れた外国人留学生のために、
外国人留学生のみを対象とした採用活動を少し遅れて実施する年もある。
採用の際に重視する点は日本人学生と同じで 、コミュニケーション能力や不動産への興
味、困っている人を助けたいという気持ちなどである 。日本語能力試験で N1・N2 を取得
していることを目安にはしているが、日本語力というよりは「日本で働くことに対する本
気度」という位置づけである。
フランス人社員は、日本への留学時に日本語学校からの紹介で 3～4 か月間、同社のイ
ンターンシップに参加し、帰国してフランスの大学を卒業した後に入社した。
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(3) 外国人留学生採用後の定着のための取組、課題と対応策
基本的には、外国人社員に対して特段の配慮はしておらず、日本人社員と「 同じ土俵で
頑張ろう」という気持ちがモチベーションにつながると考えている。ただし、中国人顧客
とのコミュニケーションや、中国語による接客用語の社内講師等は中国人社員に任せ、そ
の能力を発揮してもらうようにしている。
社員には、入社後 3 年以内での宅地建物取引士（宅建）の資格 取得を促しているが、外
国人社員の場合は 5 年以内を目安としている。同社では経験を積むと、給与の一部が個人
の売上に連動するようになるが、宅建を取得していないと契約行為ができず売上を上げら
れないため、外国人社員については、売上に連動する部分の比率が高まるまでの猶予期間
を長めにとっている。
外国人社員は自身の所属部署のほか、
「外国人プロジェクト」として国際営業部において
兼任している（専任 2 名）。社長も加わる同部の活動を通じて 、外国人留学生の多い大学や
日本語学校への営業、海外の不動産セミナーや国内の外国人向けセミナーの準備、外国人
の入居する不動産の管理等に携わることで、外国人社員に「自分たちの声が会社の運営に
反映されている」との実感を持ってもらうことに努めている。このほかにも、メンター制
度により他部署の先輩社員が相談にのったり（日本人含め全社員が対象）、複数の人事担当
者が外国人社員に声掛けを行ったり、外国人社員が孤独を感じないように配慮している 。
同社は、奨学金制度に参加して外国人留学生を経済的に支援している。また、同社の事
業は福岡県より「留学生の賃貸住宅斡旋の支援を通じた国際 交流推進」事業として表彰 6さ
れたことがある。このような実績を外国人社員は誇りに感じ、それが会社への愛着につな
がっているようだ。
同社の新卒社員は、まず賃貸部門に配属され賃貸契約等の知識を身に着けてから、管理・
売買の部門へとキャリアローテーションをしていくこととしており、2014 年、売買部門に
初めて中国人社員が配属された。現在は 2 名の中国人社員が売買部門に在籍している。自
国の顧客だけでなく日本人顧客にも対応できる一人前の営業職になったということであり、
日本人社員のローテーションよりは 1～2 年は遅れているものの、外国人社員の活躍の場
は広がってきている。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
福岡県には多くの外国人留学生が訪れており、外国人社員による手厚いサポート等によ
り「留学生が部屋を借りるなら三好」というブランド が確立している。さらに外国人社員
が介在することで、外国人顧客への不動産売買等にビジネスが拡大しており、同社にとっ
て外国人社員は必要不可欠な存在となっている。社長が「 外国人市場が同社にとって必要
である」ことを宣言したことで、外国人社員のモチベーションがさらに高まるというシナ
ジーが生まれている。日本人社員にとっては、生きた外国語を話す人がいる国際色のある
職場は刺激となり、同社では、社員が違和感なく外国人と触れ合い、異文化を吸収し、互
いに切磋琢磨する雰囲気が醸成されている。

6

福岡県 NPO・ボランティアセンター「平成 25 年度ふくおか共助社会づくり事業表彰」
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株式会社一蘭（宿泊業、飲食サービス業：福岡）


企業概要

会社設立年

1993 年

本社所在地

福岡県福岡市博多区中洲 5-3-2 一蘭本社ビル

資本金

40 百万円

売上高

17,400 百万円（2016 年度）

事業概要

直営で国内 65 店、海外 3 店（香港 2 店・ニューヨーク 1 店）のラーメ
ン店を展開

従業員数（外国

295 名（元留学生 1 名）

人従業員）

(1) 外国人留学生活用の背景・きっかけ
同社は 2007 年にニューヨークオフィスを立ち上げ、海外展開を進める予定であったこ
とから、語学力等を活かして貢献してもらえることを期待して、2011 年、同社として初め
て外国人留学生を採用した。
また、2012 年頃からは、2020 年の東京オリンピックを見据えたインバウンド対応のた
めに、各店舗で外国人留学生のアルバイトを積極的に採用している。今後は外国人留学生
を正社員としても採用する方針で、2017 年 4 月入社予定の中国人留学生は、店舗のアルバ
イト経験者である。

(2) 外国人留学生採用のための取組、課題と対応策
2017 年度入社予定の中国人留学生は、日本人学生と同じルートで採用した。外国人留学
生の採用に関心はあったものの、外国人留学生にどのようにアプローチしたらよいかがわ
からなかったためである。新卒採用は、自社のホームページで求人情報を掲載するととも
に、就職支援サイトを利用している。現在は、九州グローバル産業人材協議会の支援事業
を活用し、同協議会の Facebook に外国人留学生向けの企業 PR を投稿している。これ以
外にも、どのようにしたら外国人留学生にアプローチできるか、全国各地で行われる就職
説明会や支援事業等を、国や県がまとめてわかりやすく示してくれるとよいと考える。
面接では、主に「同社の理念に共感を持てるか」という観点から、その学生の資質を評
価している。外国人留学生を含め、2017 年度の内定者 7 名はすべて同社のアルバイト経験
者であり、店舗でのアルバイトを通じて、同社の理念を十分に理解していた結果とも考え
られる。このように同社では、アルバイトがインターンシップのように機能している面が
あり、アルバイトをしていた台湾人留学生が帰国し、開店予定の同社店舗への就職を決め
た例もある。全国のアルバイト約 2,500 名のうち外国人留学生は約 700 名で、全体の 3 割
近くを占める。

(3) 外国人留学生採用後の定着のための取組、課題と対応策
新卒採用者はすべて総合職であり、配属や人材育成等は日本人社員と同じ扱いである。
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入社後 1 年間は店舗で研修を受け、その後各部署に正式配属となる。外国人社員も同様で、
店舗での研修後に店舗運営部門に配属された。初の海外出店に向けて何事も手探りで進め
ざるを得ない状況であったが、その社員には採 用の段階から、海外出店が同社にとって新
たなチャレンジであること、それにぜひ貢献してほしいことを明確に伝えていた。本人も
それを理解していたため、海外出店準備のための市場リサーチや通訳業務等において、積
極的に中心的な役割を果たした。
同社では、年に 3 回程度、直属の上司との面談を設け、業務上の悩みや将来のキャリア
についての希望等を聞く機会としている。同社にとって初めての外国人社員 についても、
不満を感じたり、トラブルを起こしたりするようなことはなかった。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
同社は 2013 年、香港に初の海外店舗を開店した。2015 年には香港にもう 1 店、2016 年
にはニューヨークにも店舗を設けた。同社は海外事業部を新設し、外国人社員は同事業部
に所属し、海外のオフィスと日本本社を行き来しながら、現地での出店サポートや現地ス
タッフの研修、接客マニュアルやメニューの英訳等に携わっている。
同社では海外出店の際も、同社特有の提供方法（スタッフと客がほとんど顔を合わせず
カウンター越しに接客する、一人で食べる味集中カウンターを設置する等）は変えないた
め、調理や接客に関するマニュアル類はそのまま英訳して海外 店舗で使用する。そのため、
現地の運営責任者や工場担当者も日本式のやり方を熟知する必要があり、現在はそのほと
んどを日本人駐在員に任せている状況であるが、今後は、この社員のように、日本で同社
のやり方を体得した元留学生の外国人社員を増やし、将来的には現地の責任者等、海外展
開における重要な役割を果たしてもらうことを期待している。
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E 社（宿泊業、飲食サービス業：福岡）


企業概要

会社設立年

‐

本社所在地

福岡県

資本金

‐

売上高

‐

事業概要

シティホテル等の経営

従業員数（外国

‐（元留学生を含む複数名（中国、台湾））

人従業員）

(1) 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
同社の運営するホテルにおいては、外国人宿泊客が増加している。これまでは日本人社
員に英語研修を行ったり、外国人をアルバイトとして雇用したりして対応してきた。
しかし、外国人宿泊客がますます増加するとともに添乗員のいない個人客の比率が高ま
り、ホテルのフロント 等での外国人対応の負担が高まったことから、同社は中途及び新卒
で外国人を社員として採用することとなった。
また、離職者が多い状況であるが、新卒採用は準備から採用まで時間を要するこ とから、
中途採用も行っている。

(2) 外国人留学生の採用のための取組 、課題と対応策
現在、勤務している外国人は同社でのアルバイト経験を経て、中途採用された社員であ
る。一方、今後は外国人の新卒採用を予定している。新卒採用は日本人と同様に、就職支
援サイト及び大学・専門学校・高校への求人票を通じて行うこととしている。また、卒業
生を採用している学校に挨拶回りに行くほか、商工会議所主催の合同企業説明会（日本人
を含む）や、民間企業主催の外国人留学生向け合同企業説明会に参加したりしている。す
ぐに現場に立ってもらうことを想定しているため、外国人採用では、日本語と外国語（英
語・中国語・韓国語のいずれか）の双方を話せることを基準としている。
インターンシップについては、社会貢献の観点から国内外の大学や異業種企業などから
幅広く受け入れている。

(3) 外国人留学生採用後の定着のための取組、課題と対応策
外国人はホテルのフロント及びレストランに配属されている。
日本人の場合は、新卒・中途とも入社後 1～3 年間は契約社員で、その後正社員に移行す
ることとしているが、外国人社員は在留期間に合わせた雇用契約としている。
（ただし、雇
用継続を前提としている。）
その他に外国人として特段配慮していることはないが、従業員食 堂等社内でコミュニケ
ーションを図るなどのケアは行っている。
これまで、外国人社員が、宿泊客に対して自分の正当性を強く主張するなど、日本的な
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「おもてなし」対応ができないことによりトラブルとなるケースが生じたことがある。特
に中途採用に関しては新卒採用の社員と異なり、まとまった研修が行われないため、同社
における接客に関する考え方を伝え、人材育成を行っていくことが課題となっている。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
外国人客に接するホテルのフロントやレストランの接客業務では、言葉のわかる外国人
社員が活躍している。
また、日本人社員と外国人社員が共に働くことで、異国文化や語学など、お互いに様々
なことを吸収できるのではないかと考えている。
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F 社（宿泊業、飲食サービス業：福岡）


企業概要

会社設立年

‐

本社所在地

福岡県

資本金

‐

売上高

‐

事業概要

複数のビジネスホテルの経営

従業員数（外国

‐（元留学生を含む複数名（香港、韓国））

人従業員）

(1) 外国人留学生の活用の背景・きっかけ
同社が経営するホテルでは、近年、外国人宿泊客が急増しており、その対応のために外
国人を採用することとなった。また、就業環境が厳しいホテル業界は人材の確保が難しく
なっており、外国人採用を検討することとなった。

(2) 外国人留学生の採用のための取組 、課題と対応策
新卒採用に関しては、日本人と外国人留学生を区別することなく行っており、民間の就
職支援サイトを利用したり、大学主催の企業説明会に参加したりして、学生 と接触してい
る。同社は、筆記試験は行わず、書類選考及び面接のみで採用を行う。選考の基準は外国
人留学生であっても同様としているが、日本語は会話ができる程度で十分と判断している。
また、フロント業務で必要な外国語は必要最低限で十分であり、働きながら覚えることが
可能であるとの考えから、日本人を含め外国語能力は採用基準としていない。
中途採用においても、ホテル勤務経験のある外国人を即戦力として採用している。
今後、外国人留学生との接点を構築していくためには、日本語学校 等とも関係づくりが
必要になってくると考えている。

(3) 外国人留学生採用後の定着のための取組、課題と対応策
新卒でも中途でも、フロント業務に関する採用であることを明確にしており、入社後は
主任、マネージャー、各館の責任者、課長と昇進していくが、業務自体はフロント業務の
ままであり、ジョブ・ローテーションは行わない。ホテル業界は離職率が高く、同社とし
ても定年まで働いてもらうということは想定していない。フロント業務はナイト業務も含
めて 4 つの勤務形態を採用している。夜中に働くこともある厳しい業務であり、特に女性
は育児との両立の難しさを理由とした離職が多い。
外国人向けに特段の取組は行っていないが、会社行事を増やすなどコミュニケーション
の活性化には取り組んでおり、何でも相談できる風通しのいい職場づくりを心掛けている。

(4) 外国人留学生の活用による効果・成果
外国人社員は母国語、日本語、英語を駆使してフロント業務で外国人宿泊客に対応して
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いるほか、外国語のパンフレット 等を作成する際にも外国人から見て違和感のない表現に
修正するなど活躍している。また 、仕事に対するモチベーションも高い。
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未採用企業
本項では、外国人留学生を現在採用していない、または採用して日が浅い以下の 6 社へ
のインタビュー調査結果について、各社横断的に整理した結果を示す。


企業概要


株式会社多山文具（卸売業、小売業）：広島県に本社を置き、文具を販売。外国人を
採用したことはない。



株式会社バルコム（卸売業、小売業）：広島県に本社を置き、輸入車の販売店を中心
に、飲食、レンタカー、物流コンサルティング、不動産事業等を行う。2016 年に外
国人社員を採用。



株式会社フィールドフロンティア（情報通信業）：広島県に本社を置き、テレビ会議
システムの販売・保守業務、国内・海外とのイベント業務を行うベンチャー企業。外
国人を採用したことはない。



G 社（製造業）
：福岡県に本社を置き、食品製造販売、食品に関する技術サービスを
実施。製造職で外国人を雇用しているが、新たに営業職で外国人を採用予定である。



H 社（製造業）
：福岡県に本社を置き、超硬工具、石材やコンクリートの油圧破砕機
等を製造。外国人留学生を採用したことがあるが、トラブルを起こしたため解雇し
ている。



I 社（卸売業、小売業）
：福岡県に本社を置き、包装資材・梱包資材・食品容器・DIY
用品・物流機器を販売。過去に外国人留学生を採用したことがあるが、現在は全員
退職している。

(1) 外国人留学生の活用を希望するようになった 背景・きっかけと、活用の目的、期待す
る役割
調査対象の 6 社はいずれもすでに海外に関する事業を展開しており、外国人留学生の活
用を希望する背景として、海外展開の拡大を志向していることが挙げられる。
株式会社多山文具は、通信販売で海外への販売を行っているところだが、国内市場の縮
小に対する危機感から海外事業の拡大を検討している。しかし、自社で海外現地法人を設
立するのは困難である。そこで、外国人留学生を採 用し、3～5 年間働いてもらうことで、
同社の業務を経験し、さらに（中小企業診断士の助力を得て）経営者としての知識やマイ
ンドを修得した上で、
「のれん分け」として、同社とパートナーシップ契約を結ぶべく、母
国において起業してもらいたいと考えている。こうした考えを持つようになった背景とし
ては、広島県内で学ぶ外国人留学生と知り合い、一緒に仕事をする機会があり、その起業
家精神に感銘を受けたということがある。
株式会社バルコムは、今後のシンガポールでの飲食店出店に向け、知人の紹介を受けて
飲食業の経験があるイスラエル人を採用した（現在、国内で研修中）。このほか、外国人だ
からという理由で採用したわけではないが、幼少期より日本にいる中国人も雇用している
（うち 1 人は知人の紹介で入社した元留学生）。このほか、アルバイトとして外国人留学
生を雇っている。
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株式会社フィールドフロンティア は、海外とのテレビ会議システムの導入に際して、英
語での対応はできるものの、中国語など他の言語での対応が難しく、時には外国人の友人
に通訳を依頼するなどして乗り切るときがある。海外でのテレビ会議の導入や突発的なイ
ベント事例が増加している中で、現地の言語と文化を 理解した人材がいたほうがビジネス
の幅が広がると考えている。採用後は、現地法人の代表になってもらうことも考えており、
従業員の採用というよりも、パートナーとなりうる人材として、外国人留学生の採用を考
えているところである。
G 社は、現在海外への販売は代理店経由で行っており、将来は直接販売に移行したいと
考えている。そうした理由から、日本と海外展開先の双方を理解している橋渡し人材とし
て、外国人留学生の採用を検討している。まずは現地の人材会社の紹介で、日本での留学・
就業経験のある台湾人を中途採用予定である。将来は現地拠点を設置することを想定して
いるが、まずは日本国内で一定期間働いて日本の物流等の知識を習得したうえで、当面は
現地に出張して市場開拓にあたる予定である。採用の条件は日本と海外展開先の双方の言
語と文化を理解していることである。
H 社は、海外の日系企業との取引から海外展開を始めた。現在では、海外の現地企業と
の取引も行っており、中国では工場も立ち上げている。中途採用の中国人社員（現在は日
本に帰化）が同工場の幹部となっているが、日本で勤務している外国人社員はいない。そ
うしたなか、中国市場の拡大のために、中国人留学生を雇用していた時期もあるが、後述
するトラブルが生じ、すでに解雇している。現在は、東南アジアでの事業拡大のために、
現地の事情及び言語と、日本語の双方を理解する人材が必要と考えている。
I 社は、主な取引先が中国及び東南アジアであ り、現地の言語を話せる人材がいれば交
渉が円滑になるとの考えから、中国人留学生を採用していたことがある。また、中途採用
した中国人もいるが、すでに退職しており、現在は中国における 同社の取引先パートナー
となっている。

(2) 外国人留学生を活用していない理由、背景
株式会社多山文具は、これまでの業務は国内での日本人向けの小売販売が主体だったこ
ともあり、特に意識して外国人留学生を採用するきっかけがなかった。 株式会社フィール
ドフロンティアは、従業員が 5 名程度と、今は小規模で、新卒採用の実績がまだなく、外
国人留学生についても まだ採用したことがない。株式会社多山文具、株式会社フィールド
フロンティアともに、具体的な外国人留学生の採用方法がわからない状況であったが、 広
島県留学生活躍支援センターの留学生就職に関するイベント を紹介され、採用のきっかけ
になると考え、同イベントに参加した。
G 社は、外国人留学生の採用のため、大学を訪問するとともに、福岡市主催の外国人留
学生向け合同企業説明会に参加した。しかし、準備期間が短く、事前の情報収集が不足し
ていたことや、合同企業説明会では同社が希望する台湾籍の外国人留学生の参加が少なか
ったことから、採用には至らなかった。そのため、上述の通り、現地の人材会社の紹介で
中途採用することとなった。
H 社と I 社は過去に外国人留学生を採用していたが、トラブルを起こしたり、留学生の
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能力をうまく活用できなかったりして、解雇ないし退職に至っている。
H 社がかつて中国人留学生を採用した際は、大学の就職課に依頼して紹介を受け、アル
バイトとして勤務後、正社員として採用した。入社後は、中国工場の立ち上げや販路開拓
を一任した。しかし、中国において同社の利益を棄損するトラブルを起こしたため、解雇
に至った。
I 社は、自社ウェブサイトへの求人情報の掲載に加え、福岡県や福岡市の外国人留学生
向け合同企業説明会への参加や、ハローワークを利用した。日本語能力や社内環境になじ
むことを条件に採用したが、筆記試験の合格基準については、日本人よりも低い水準とし
ていた。入社後は、日本人と同様、1 か月の新人研修ののち正式配属とし、待遇も日本人
と同様としていた。同社は外国人留学生を数名採用してきたが、数年後に同業他社に転職
したり、親の介護を理由に帰国したりと、全員がすでに退職済みである。ある外国人留学
生には、言葉がわかるという理由で現地企業との商談を任せたが、専門知識に乏しく不利
な交渉を強いられることが多かった。また、別の外国人留学生は日本での営業部門に配属
したところ、顧客から日本語能力を問題視する意見が多く寄せられ、 1 年もたたないうち
に辞めてしまった。

(3) 今後の外国人留学生採用のための取組状況と、地域内連携による外国人 留学生の就職
支援について
今後の外国人留学生採用に向けて、株式会社 多山文具、株式会社バルコム及び株式会社
フィールドフロンティアは、広島県留学生活躍支援センターの留学生就職に関するイベン
トに参加し、ブースの出展や交流会を通じて、外国人留学生と交流の機会を持っている。
G 社及び H 社は九州グローバル産業人材協議会の SNS マッチング事業に参加している。
こうした企業と留学生のマッチングにつながる活動について、株式会社 多山文具は就職
活動段階ではなく、もっと早期に実施すべきであると考えている。そのほうが、アルバイ
トとして働くことなどによって、企業と外国人留学生の双方が互いを知る時間を取ること
ができるためである。
株式会社バルコムはこれまでは知人からの紹介で外国人を採用してきたが、今後は広島
県留学生活躍支援センターなど、地域で実施され る外国人留学生向けイベントにも参加し、
優秀な人材がいれば採用する意向である。そうした機会を通じて、外国人留学生の希望を
よく聞き、彼らに何が必要なのかをともに考え、語ることができると良いと考えている。
また、同社の社長は県内の大学の同窓会活動に関わっており、今後は外国人留学生と同窓
会との交流を活性化するイベントなどを検討しているところである。
株式会社フィールドフロンティア は外国人留学生との交流会において、「新規ビジネス
展開」のグループに参加した。起業志望の学生が集まったため、鋭い質問が多く、非常に
刺激的だったことから、ますます外国人留学生の採用意向を強くした。一方で、参加して
いる外国人留学生や企業はもっと多いほうが望ましく、特に企業に関しては、零細企業や
ベンチャー企業の参加を促すことが必要と考えている。
G 社が参加した合同企業説明会は、参加する外国人留学生の国籍が偏っており、前述の
とおり、G 社が希望する国籍の留学生が少なかった。そのため、国別の説明会があれば望
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ましいと考えている。また、社会保険や税金等も含め、外国人材を雇用する際に必要な手
続についての情報提供や、それらに関する省庁や機関横断的なワンストップの 相談窓口が
あるとよいとも考えている。専任の担当者を抱える大企業と異なり、中小企業は総務担当
者が兼任でこうした手続を担当しなければならないことが背景としてある。
H 社は、信頼できる外国人留学生を獲得するために、スキルや専門知識でフィルタリン
グする仕組みがあるとよいと考えている。
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5.2 支援団体
広島県留学生活躍支援センター
(1) 地域内連携による外国人留学生の活用支援の仕組み
2008 年 3 月に広島県が公表した「広島県人づくりビジョン」において、「国内外からの
学生受入れ促進」が重点的な取組の一つとして掲げられた。また、2010 年 10 月、広島県
は「ひろしま未来チャレンジビジョン」を策定し、外国人留学生の受入れと県内企業 への
就職等による定着促進の数値目標 7を掲げるなど、留学生支援を重視する方針を打ち出した 。
しかし、当時の県内の留学生支援は大学が運営する協議会や行政が中心に設置した財団
法人などが個別に実施しており、連携がうまく図られていなかった。そこで 2009 年 5 月
に関係団体で構成される「広島県留学生受入促進等研究会」が設立され、協議が行われた。
その結果、外国人留学生に対する支援を総合的・一元的に行うため、それまで県内の複数
の団体が個別に行っていた留学生支援の取組を一本化し、産学官の連携によるオール広島
の体制で外国人留学生を支援する組織として、2011 年 4 月 1 日に広島県留学生活躍支援
センターが設置された 8。
同センターは、外国人留学生の受入れ促進、入学後の勉学・生活の支援、そして就職支
援と、留学の入口から出口まで一貫して支援を行っているのが特徴である。
構成団体は以下の図表の通りであり、行政、 学校（大学・短期大学、高等専門学校、日
本語学校）、経済団体等の関係団体から構成される。このうち行政と大学・短期大学及び高
等専門学校はそれぞれ総額 750 万円（大学等の高等教育機関は留学生数等に応じた費用負
担）の会費（総額 1500 万円）を負担しているほか、県が委託費として年間 1500 万円程度
を支出している。後述する同センターの取組は、こうした財源により支えられている。
同センターのスタッフは、県からの出向者 1 名、地元企業からの出向者２名、プロパー
の任期付き職員 4 名からなる。プロパー職員の人件費は会費収入及び県の留学生定着促進
事業により負担されている。

7

8

2009 年度に 2,301 人だった県内大学等在籍留学生数を 2014 年度に 4,600 人にするという目標を設
定した。同ビジョンの改訂版（2015 年）においては、2013 年度に 3,014 人だった県内留学生数と、
149 人だった県内外の留学生の県内就職者数を、2019 年度にそれぞれ 5,000 人、220 人とするという
目標値を設定している。広島県「ひろしま未来チャレンジビジョン」（2010 年）、同「ひろしま未来
チャレンジビジョン改定版」（2015 年）。
当初は一般社団法人教育ネットワーク中国（中国地方の大学・短期大学・教育団体などで構成する連
携組織）に新規事業部門として設置された。その後、2012 年 4 月 1 日、ひろしま国際センター
（2013 年に公益財団法人として認定）へ留学生支援専門チームとして移管し、現在に至っている。
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図表 6

広島県留学生活躍支援センターの構成団体

大学・短期大

エリザベト音楽大学、尾道市立大学、近畿大学工学部、県立広島大

学

学、比治山大学、広島市立大学、広島経済大学 、広島工業大学、広島
国際学院大学（含む短期大学）、広島国際大学、広島修道大学、広島
女学院大学、広島大学、広島都市学園大学 、広島文化学園大学（含む
短期大学）、広島文教女子大学、福山市立大学、 福山大学、福山平成
大学、安田女子大学、山陽女子短期大学、鈴峯女子短期大学*

高等専門学校

呉工業高等専門学校、広島商船高等専門学校

日本語専門学

IGL 医療福祉専門学校、広島国際ビジネスカレッジ、広島 YMCA 専

校

門学校、ヒューマンウェルフェア広島専門学校 、福山国際外語学院、
福山 YMCA 国際ビジネス専門学校、三原国際外語学院

関係団体

(公財)ひろしま産業振興機構 、(公財)広島平和文化センター、広島経
済同友会、広島商工会議所、福山商工会議所、東広島商工会議所、中
国経済連合会

行政

広島市、福山市、東広島市、広島県

*：鈴峯女子短期大学を運営していた学校法人鈴峯学園は 2015 年に学校法人修道学園と合併し、同短大
の設置者は学校法人修道学園となった。同短大は 2017 年 3 月に閉校となり、同年 4 月には広島修道
大学に健康科学部が設置される。
（資料）広島県留学生活躍支援センター

(2) 外国人留学生採用・定着支援のための取組、課題と対応策
外国人留学生に対する就職活動に関するスキルや意識付けのための取組
就職活動の開始前後の時期に、就職活動を始めようとするまたは始めた外国人留学生を
主な対象として、日本の就職活動において必要なスキルやノウハウを提供し、また、意識
付けのために以下の事業を行っている。
セミナーや講座・講演のような多くの外国人留学生に対する講義形式の事業に加えて、
個別の外国人留学生に対して一対一で指導を行う「個別コンサルタント事業」を行ってい
るのが特徴である。
体系的就職セ
ミナー開催事
業

・ これから就職活動を始めようとしている外国人留学生（学部 3 年、
修士 1 年等）が対象。
・ エントリー・シートの準備、自己分析、筆記試験対策等、日本の就
職活動に必要な知識・ノウハウを段階的に学習し、日本企業や就職
活動の仕組みの理解を図るとともに、就職活動に対する意識付けを
図る。

就職活動個別

・ 県内の外国人留学生に対し、キャリア・コンサルタントがマンツー

コンサルタン

マンで、就職活動計画の策定、採用企業の情報提供、就職活動に対

ト事業

する個別指導・相談を行う。
・ 相対の面談のほか、メール、電話（Skype を含む）、FAX 等により
実施。
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留学生ビジネ

＜企業人事担当者の講演＞

スマナー講座

・ 外国人留学生の県内企業への就職意識の向上を図るため、企業の人

事業

事トップを招聘して、採用したい外国人留学生像について講話して

※2015 年度

もらう。

実施

＜留学生のためのビジネスマナー講座＞
・ ビジネスマナーや就職活動のマナーについての講座を開催し、マナ
ーについての知識や実践的なスキルの習得を図ってもらう。

外国人留学生と個別企業との接触・交流を促す事業
外国人留学生が、個別企業と接触したり交流したりすることを促す事業としては以下の
ものがある。
就職活動時期の外国人留学生が対象となる企業説明会だけでなく、学部 1 年生など、就
職活動に入る前の段階の外国人留学生が、個別の企業を認識したり交流したりするための
事業も実施されており、外国人留学生の県内企業への興味と、県内企業の外国人留学生へ
の興味を、早い段階で高めることが期待されている。
インターンシ

＜就業体験コース＞

ップ事業

・ 実践的なビジネス日本語能力の向上や、日本企業への理解促進を図
るため、3～10 日間程度の県内企業での実践的な就業体験の場を提
供する。学部 3 年・修士 1 年以上の参加を想定。
＜企業見学ツアーコース＞
・ 県内企業への認識と理解の促進を図るため、県内を代表す る企業を
1 日で 2～3 社、見学する。学部 1 年生からの参加を想定。

留学生企業説
明会事業

・ 外国人留学生に特化した企業説明会。企業と外国人留学生とのマッ
チングの促進を図るために、年に 2 回開催。
・ 広島県内及び岡山県、山口県等に送迎バスを出して、より多くの外
国人留学生の参加を促している。
・ 平成 25・26 年度は中小企業庁の「地域中小企業の海外人材確保・
定着支援事業」による合同説明会とも連携し、中国地方の 5 県合同
で実施。

企業・留学生交

・ 企業と外国人留学生の相互理解を深める場を提供する。

流サロン事業

・ 後述の「留学生活用セミナー」後に主に実施。企業と外国人留学生
とが、少人数で気軽に交流できるイベントとして開催している。
・ 例えば「モノづくり」
「インバウンド事業」
「企業の海外進出」
「新規
ビジネス展開」といったテーマ別にセッションを設け、各セッショ
ンに 2、3 社が参加。各社の 5 分程度の話題提供の後、参加した外
国 人留 学 生 や 大学 関 係 者 ら とテ ー マ に 関す る 自 由な 意 見 交 換を 行
う。
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留学生と企業

・ セミナー（講演会）、業界・企業研究会（外国人留学生の活用を考え

のためのジョ

ている企業がブースで出展し、外国人留学生と交流）、元留学生と外

ブフェア・オ

国人留学生の交流会を開催。

ン・キャンパス

・ 文部科学省「住環境・就職支援等留学生の受入れ環境充実事業」と
して実施。

企業向けの外国人留学生活用を奨励する事業
県内企業に対して、外国人留学生の活用を奨励するためのセミナー等としては以下の事
業が実施されている。
留学生活用セ
ミナー事業

・ 県内企業に対して、外国人留学生を活用した企業の海外進出や、外
国人留学生の活用事例を紹介し、外国人留学生の採用を喚起 するセ
ミナー。
・ 二部構成として、一部は講演や事例発表、二部は分科会（ワークシ
ョップ）として、参加者の関心に合わせて参加できるよう工夫して
いる。

外国人就労環

・ 外 国人 の 就 業 機会 拡 大 に 向 けた 企 業 の 意識 改 革 のた め の 取 組と し

境整備支援事

て、①金融機関職員向けセミナー、②留学生内定者と金融機関職員

業

による意見交換会③外国人就労支援シンポジウムを実施。
・ 2015 年度に(一財)自治体国際協会の「多文化共生のまちづくり」促
進事業」として実施。

(3) 外国人留学生活用支援の効果・成果
法務省入国管理局によると、2015 年に県外大学からの流入を含め 199 名の外国人留学
生が県内企業に就職している 9。また、同センターの独自調査によると、同年の県内大学の
外国人留学生の県外も含めた就職者数は 197 名、うち県内就職者数は 97 名であり、100
名程度の留学生は県内企業等に就職している。県内企業の就職者のうち 6 割程度が同セン
ターの支援事業を受けたと思われる。

(4) 地域内連携による外国人留学生の活用支援のメリット・デメリット、今後の方向性
同センターの構成団体は広島県内のほぼすべての大学と高等専門学校や日本語専門学校
等である。外国人留学生が多い学校であれば、独力で外国人留学生の支援を行いやすいが、
少ない学校においては外国人留学生に特化した支援を実施するのは難しい。同センターが
存在することによって、そうした学校の外国人留学生も支援事業を利用できるようになっ
ている。
その一方、同センターの支援対象は大学、大学院、日本語教育機関といった学校種類別、
出身国、文系・理系の別、専攻や学年など多様な外国人留学生を対象としなければならず、
9

法務省入国管理局「平成２７年における留学生の日本企業等への就職状況について」2016 年。
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留学生の属性を限定した支援事業が実施しにくい。また、広島県は東西に広く、大学は県
内各地に分散立地しているため、就職セミナー 等のイベントは同じテーマのものを広島、
東広島、福山の 3 か所で開催するなどの対応が必要となり、費用負担が大きくなっている。
また、企業事例でも言及があったように、企業ニーズからは広島県内のみならず、隣接
県などより広域的な大学を対象とすることを求める意見があり、同センターでも留学生合
同企業説明会に際して送迎バスを出すなどして、他県の留学生が参加しやすい支援体制を
構築している。しかし、これらの活動がコスト増要因となることもあり、広域的な活動に
ついては、一定の制約がある。
近年は、ベトナム、ネパール、インドネシアな どの ASEAN 諸国からの留学生が増加傾
向にあり、企業の外国人材の国籍に対するニーズが多様化しつつある。これまでは中国を
中心と した 要望 が大 きか った が、 企業 の「 チャ イナプ ラス １」 への 関心 の高 まり から、
ASEAN 諸国出身の留学生に対する要望も大きくなっている。こうした非漢字圏からの留
学生は、日本語教育機関を経て大学に入学するケースも多く、専門学校を併設した日本語
教育機関等の重要性が増している。同センターは日本語教育機関も構成メンバーであるこ
とが特徴でもあるが、専門学校に進学した留学生を対象にした支援事業の拡充も課 題とな
っている。
また、同センターのような地域で行われる合同企業説明会、就職支援セミナー等の留学
生に特化したキャリア支援と、大学のキャリアセンター等で実施される教育的支援や講義
として実施されるキャリア教育との連携を深めることが今後の課題となっている。
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九州グローバル産業人材協議会
(1) 地域内連携による外国人留学生の活用支援の仕組み
九州地域における外国人留学生の数は、地方別にみると、関東、近畿に次いで全国で 3
番目に多く、都道府県別にみても東京都、大阪府に次いで福岡県は 3 番目である 10。外国
人留学生が多く在籍していることを背景に、九州地域では、特に福岡県内において、かね
てより外国人留学生のための就職支援が行われてきた。国（厚生労働省や経済産業省）や
自治体（県・市）、大学、商工会議所、民間団体等、多様な団体が就職支援に携わっている
のが特徴的である。
図表 7

福岡県において外国人留学生の就職支援を行っている主な団体の概要

福岡県留学生サポー

1989 年に設立、県内の 11 大学、5 自治体（福岡県・北九州市・

トセンター運営協議

福岡市・久留米市・飯塚市）、4 商工会議所、4 民間国際交流団体

会（FiSSC）

で構成される運営協議会で運営。大学、行政、産業界、地域社会
が一体となって、留学生のサポートを実施。

公益財団法人福岡よ

1989 年に開催されたアジア太平洋博覧会（愛称：よかトピア）

かトピア国際交流財

の成功を記念して 1990 年に設立された財団。福岡の歴史、文化、

団

その他の特性を生かした国際交流促進のための活動を展開。

大学ネットワークふ

福岡都市圏 20 大学、福岡商工会議所、福岡市の連携により設立。

くおか

福岡都市圏の大学及び圏域の魅力と活動内容等を発信。

九州グローバル産業

九州域内の企業を対象に、グローバル産業人材の獲得・活用の支

人材協議会

援を行う産学官連携組織として、2011 年に設立。九州の 13 経
済団体、12 行政機関、35 大学等高等教育機関、14 支援機関、
228 企業で構成され、九州経済産業局、九州経済連合会、麻生塾
の 3 機関が事務局を務めている。（後述）

福岡新卒応援ハロー

厚生労働省がハローワーク福岡中央の付属施設として設置した

ワーク（福岡学生職業

センター。日本人学生及び外国人留学生を対象とした就職支援

センター）

を実施。

（資料）（公財）福岡アジア都市研究所「グローバル人材活躍都市形成に向けた外国人留学生の就職支
援に関する調査研究 報告書」（2014 年 3 月）、（公財）九州経済調査協会「九州における留学生の
活躍促進」ウェブマガジン『留学交流』2016 年 2 月号 Vol.39、各団体ウェブサイトより作成。

九州グローバル産業人材協議会（以下、
「グローバル協」という）は、九州企業の海外展
開を、人材面から支援を行うことで促進し、九州経済を活性化することを目的に、2011 年
11 月、グローバル産業人材の獲得・活用に関わる産学官連携組織として設立された。「グ
ローバル産業人材」とは「日本語に堪能な外国人留学生、外国語に堪能で外国事情に詳し
い日本人学生等、企業が海外ビジネスを展開する際に国際的に活躍できる人材」と定義し、
グローバル産業人材を対象とした交流会、セミナー、インターンシップ等の事業を通して、

10

独立行政法人日本学生支援機構「平成 27 年度外国人留学生在籍状況調査結果」
（http://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_e/2015/ ）
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外国人留学生の九州企業への就職支援等を行ってきた。九州の 13 経済団体、12 行政機関、
35 大学等高等教育機関、14 支援機関、228 企業で構成され、九州経済産業局、九州経済連
合会、麻生塾の 3 機関が事務局を務めている 11。
グローバル協は、2007～2012 年度に実施された「アジア人財資金構想」の流れを受けて
設立されたもので、各地域・各機関における就職支援活動のプラットフォームとして位置
付けられ、九州全域を対象として支援事業を展開している。
九州各県や市町村では、これ まで単独で外国人留学生への就職支援を実施してきたが、
外国人留学生に特化したイベントは開催数が少なく、企業にとっても留学生にとっても出
会いの場は年１回～数回程度に限られ、かつ九州７県において温度差が生じていた。その
中で、国の機関やグローバル協、業界団体等が実施するイベントは福岡県内で開催される
ことが多く、対象範囲が九州全域に広がっているため出会いのチャンスは多いものの、イ
ベントの開催数自体は少なく、かつ留学生にとっては福岡県内の会場までの旅費や宿泊等
の金銭的負担も発生することから、人や情報が活発に循環しているとは言い難い状況であ
った。
福岡県における外国人留学生に対する就職支援を以下に示す。段階別にみると、グロー
バル協は、留学生活から就職活動まで幅広い活動支援を行っており、特に就業体験につい
ての取組が手厚いことが特徴である。

11

（公財）福岡アジア都市研究所「グローバル人材活躍都市形成に向けた外国人留学生の就職支援に
関する調査研究 報告書」（2014 年 3 月）、「九州グローバル産業人材協議会」チラシ
（http://www.kyukeiren.or.jp/files/topics/news/120104103818328.pdf ）
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図表 8

福岡県における主な外国人留学生支援団体による支援活動
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協議会（FiSSC）
公益財団法人福岡
よかトピア国際交
流財団
大学ネットワーク
ふくおか
九州グローバル産
業人材協議会
福岡新卒応援ハロ
ーワーク（福岡学
生職業センター）
（資料）（公財）福岡アジア都市研究所「グローバル人材活躍都市形成に向けた外国人留学生の就職支
援に関する調査研究 報告書」（2014 年 3 月）より作成。

グローバル協は、設立から 2012 年度までは地元経済関係機関の予算を活用し、草の根
運動的に、企業とグローバル産業人材との交流会やセミナー、インターンシップ事業等を
実施してきた。
2013 年度は、中小企業庁（中小企業・小規模事業者海外人材対策事業補助金）及び地元
経済関係機関、2014 年度は、中小企業庁（地域中小企業海外人材確保・定着支援事業補助
金）及び地元経済関係機関の予算で麻生塾が事務局となり、それぞれ運営を行った。2015
年度以降は、地元経済関係機関の予算のみとなり、事業規模は縮小した。
グローバル協では、2015 年度は、これまでの事業の振り返りと新たな可能性についての
検討を行う時機であると考え、まずは SNS による人材マッチング事業に取り組んだ。九州
には、大学や短大等で学ぶ外国人留学生が約 2 万 3 千人いるが、九州企業に就職する割合
は、全体の 5％程度 12と少ない状況である。九州で就職したいと考える外国人留学生が少な
くない中、彼らを獲得できない要因や課題を抽出し、多様化するマッチングの手法の一つ
として、WEB（SNS）を活用したマッチングの有用性について、研究会を立ち上げ、SNS
人材マッチングの実証事業を実施した。

12

留学の在留資格を有する留学生が、九州の企業への就職を目的として行った在留資格変更許可申請
に対する許可の割合
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以下に、2015 年度以降に実施された、グローバル協による外国人留学生のための就職支
援についての取組を示す。

(2) 外国人留学生採用・定着支援のための取組、課題と対応策
外国人留学生と個別企業との接触・交流を促す事業
グローバル協では、これまでの事業を通して、外国人留学生が九州企業に就職する機会
を増やし、九州企業の海外展開及びインバウンド需要にも対応できる人材を獲得するため
には、必要な人が、必要な時に、タイムリーに、スピーディーに、企業 PR する、自己 PR
する、いわゆるお互いを知る機会を提供する場が必要であると考えた。
九州経済産業局が 2013 年度に中小企業を対象としたアンケート調査によると、海外展
開における一番の悩みは「人材の獲得」であった。また、外国人採用実績のある九州の企
業から、人材獲得の難しさ、今後激化していくと 見込まれている人材獲得競争に備えて、
WEB を活用した新たな手法についての提案があり、グローバル協では一つ一つ検討を重
ね な が ら 、 マ ッ チ ン グ事 業 の 具 現 化 を 進 め た 。 2015 年 度 は 予 算 的 な問 題 も あ り 、 SNS
（Facebook）を利用することで、低予算化を図り、課題解決の糸口となり得るか、また、
この手法の有用性はどの程度かについて、検証を進めた。
SNS 人材マッ

・ 2015 年 11 月～2016 年 1 月の 3 ヶ月間実施。

チ ン グ 事 業

・ グローバル協が委託した民間事業者（株）フューチャー・デザイン・

（2015 年度）

ラボ（東京都）により Facebook｢ドラゴンゲート九州｣を開設。外国
人留学生は 2 分間の自己 PR 動画、企業側は企業 PR（文章や動画）
及び求人票をサイトにアップする。
・ 公開サイト（企業の PR 情報や求人票等不特定多数に発信）と登録
者しか見られない非公開サイト（外国人留学生の自己 PR 動画）を
設定。
・ 非公開サイトは、本事業の参加企業及び関係者のみが閲覧可能。企
業 や外 国 人 留 学生 は 自 身 の 情報 を 対 外 的に 発 信 する こ と に 不慣 れ
であったが、委託事業者が仲介することで 面談までスムーズに運ぶ
ことができた。また双方が遠隔地にある場合には、Skype を利用す
るなどの工夫を試みた。
・ 対面による直接面談にステップが進み、最終的には内定、採用に至
るケースもあった。
・ 企業 16 社、外国人留学生 95 名が登録
（４名内定、うち１名が 2016 年 4 月に採用）

SNS 人材マッチング事業を実施する中で、2015 年 12 月、九州・沖縄地方産業競争力
協議会において、SNS マッチング事業が紹介された。そのことが契機となり、SNS 人材
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マッチング事業をベースに、九州７県の連携事業として、人材獲得に向けたマッチングシ
ステム「Work in Kyushu」が構築されることとなった。
グローバル協においては、2017 年 1 月に開始される「Work

in

Kyusyu」に繋げる

ためのプロローグとして、2016 年度も引き続き SNS 人材マッチング事業を実施するとと
もに、九州７県の新たな取り組みを広く周知することで、マッチングサイトの認知度を高
め、外国人留学生の九州企業への就職を促し、九州企業における海外展開の促進を図 って
いる。
SNS 人材マッ

・ 地方創生加速化交付金 による「九州グローバル人材活用促進事業」

チ ン グ 事 業

として、 九州 の外国 人留学 生と 企業の マッチ ン グサイト｢ Work in

（2016 年度）

Kyushu｣を開設（2017 年 1 月）。
・ そのための準備委員会として、2016 年 4 月、九州 7 県が主体とな
り、
「九州留学生就職支援事業実行委員会」を設立。九州経済産業局、
九州経済連合会は、同委員会にオブザーバとして参加。
・ 本委員会は、マッチングサイト「Work in Kyushu」の普及促進のた
めに、グローバル協 に対し、SNS 人材マッチング事業を委託。
（2016
年 10 月～12 月）
・ 企業 28 社、外国人留学生、83 名が登録。
（１名内定→2017 年 4 月採用予定）

外国人留学生に対する就職活動に関するスキルや意識付けのための取組
外国人留学生は、就職活動の時期になると、日本人学生より出遅れる傾向にある。それ
は、日本の就活制度を理解していないことが主な要因であるため、早い段階で日本の就職
制度を知ることは重要である。グローバル協は、外国人留学生が日本で就職する際の不安
や悩みを知ることで、就職活動に必要なスキルやノウハウを提供し、また課題解決につな
げるために、以下のセミナーを開催した。
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留学生のため
の就活セミナ

・ 2016 年 11 月、外国人留学生の悩みや不安を知る機会として、「留
学生のための就活セミナー」を開催。

ー（2016 年度） ・ プ ログ ラ ム の 前半 は 就 職 支 援事 業 者 に よる 日 本 の就 職 活 動 につ い
ての講演で、日本の採用環境、エントリー・シートの書き方、適性
検査について、面接試験の種類、ポイント、就活の心構え等を説明。
・ 後半は、九州企業で働く外国人社員（元留学生）７名をアドバイザ
ーとして迎え、留学生時代の就職活動における苦労話、所属企業で
の自身の活躍等を紹介。
・ その後、参加した外国人留学生を 6～7 名のグループに分け 、外国
人社員 7 名を配置し、グループディスカッションを実施。
・ 外国人社員は、留学生の質問に真摯に対応し、自らの経験を踏まえ、
適宜アドバイスを行う等、後輩の就職を熱心に応援。
・ 最後は、各グループにおけるディスカッションの内容を外国人社員
が発表し、情報を共有することで、外国人留学生は他の外国人社員
からも参考意見を収集することができた。
・ 外国人留学生の満足度は非常に高かった。
企業向けの外国人留学生活用を奨励する事業
2016 年春より、グローバル協の Facebook を開設 13。海外展開、グローバル人材関係 施
策、イベント情報、企業 PR 等、各機関等の取組を紹介している。
また、九州圏内企業を対象とし、外国人留学生をはじめとする外国人材の活用について、
採用実績のある九州の企業を講師に迎える「企業向けセミナー」、企業が求める国際的に活
躍できる外国人材の育成と活用についての「人材育成セミナー」を実施している。

13

九州グローバル産業人材協議会 Facebook（https://www.facebook.com/global2011fukuoka/ ）
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留学生向け企

・ 外 国人 留 学 生 と企 業 の 間 に 生じ て い る ミス マ ッ チを 解 消 す るた め

業 PR 投 稿 の

の手法の一つとして、グローバル協の Facebook に企業 PR 投稿し

募集（2016 年

てもらうことで、外国人留学生に早い段階で九州の中堅・中小企業

度）

を知ってもらう機会を提供する。
・ 外国人留学生向けの企業 PR は、フリガナをふる、わかりやすい日
本語で表現する、多言語で対応する、自社の魅力や外国人社員のメ
ッセージを広くアピールすること等が必要となる。各社が創意工夫
しながらチャレンジすることで、外国人留学生の自社への認知度を
高めることを目的としている。

企業向けセミ

・ グ ロー バ ル 人 材の 現 状 と 課 題と し て 、 九州 に お ける 人 口 減 少の 推

ナー（2016 年

移、九州地域の留学生数、九州企業への就職状況、外国人 材獲得に

度）～新たな挑

向けての取組、今後の課題等についての講演を実施。

戦者達へ贈る
メッセージ～

・ 続いて、外国人留学生を採用している企業の人材の獲得状況、受け
入れる側の心構え、社内態勢の整備、成功事例、失敗事例、グロー
バル人材の育成・活用等について、対談形式で紹介。
・ 行政書士による外国人を採用する際の手続面での留意点（在留資格
の変更等）の紹介。

人材育成セミ
ナー（2016 年
度）

・ グローバル人材育成に注力している機関を迎え、若き勇者達に熱い
情熱を寄せる挑戦者達の取組を紹介。
・ 九州地域で、留学生を多く受け入れている大学を迎え、グローバル
人材の育成と今後の課題等を紹介。
・ 日本で働きたいベトナム人を現地で集め、徹底した日本語教育、研
修を行い、日本の企業へ送り出している民間企業の取組を紹介。
・ 行政書士による外国人を採用する 際の手続面での留意点（在留資格
の変更等）の紹介。
・ 年 明け 早 々 の 開催 に も か か わら ず 、 希 望者 多 数 で会 場 変 更 する な
ど、企業における外国人材に対する意識の高さが 認識された。

(3) 外国人留学生活用支援の効果・成果
SNS マッチング事業における外国人留学生の自己 PR 動画は、企業に好評である。それ
は、企業が採用条件として、日本語能力を重要視しているためである。各社が求める日本
語能力は日常会話程度、日本語能力検定Ｎ１等、企業によって異なるが、自己 PR 動画は、
外国人留学生の日本語能力を確認する上で有用なツールである。また、彼らの表情や雰囲
気を読み取ることができ、会ってみたいと思わせる人材がいれば、次のステップである面
接へ円滑に進めていくことができる。企業は、自己 PR 動画を通して、一度に複数の外国
人留学生と出会うことができ、スクリーニングして面接に進めるという点で、ファースト
コンタクトとしては十分な機能を有しているといえる。また、外国人留学生にとっても企
業 PR を見て外国人材を必要としている企業を知ることができ、双方が 遠隔地であっても
Skype 等を利用することで面接が可能である。双方にとって、いわゆる時間的、労力的、
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金銭的（交通費、宿泊費等）な負担は軽減され、画期的な取組として NHK にも取り上げ
られた。
グローバル協では、九州地域における SNS マッチングの手応えを掴み、SNS の利点を
認めつつも、外国人留学生と企業の双方が、互いに希望する相手によりスムーズにたどり
つくためには、双方による検索が可能となるシステムの構築が必要であるとの結論に至っ
た。システムは、運営管理体制もパッケージングされた仕組みを持つことが不可欠だと考
え、九 州７ 県に よる 地方 創生 加速 化交 付金 を活 用した 連携 事業 であ るマ ッチ ング サイト
「Work in Kyushu」
（2017 年１月開始）について、さらなる成果がを上がることを期待し
ている。

(4) 地域内連携による外国人留学生活用支援のメリット・デメリット、今後の方向性
企業における外国人材に対する活用の意識が高まる中、企業は逡巡している。グローバ
ル協が開催したセミナーにおいて、アンケートを実施した際、企業が必要としている情報
として、
「人材獲得の手法」、
「社内の受入れ態勢」、
「採用後のフォローアップ」、
「インター
ンシップの活用」等を挙げている。定着の問題を重要視する企業も中にはあるが、最近で
は、日本と海外との商習慣・文化の違いを認めつつ、定着に固執せず、
「のれん分け」とし
て海外の代理店のような役割を担ってもらうことで販路を拡大したり、個々人の 転職によ
る可能性を応援したりする等 、企業側の意識変化も徐々に見受けられる。また逆の発想で、
定着しない理由は商習慣・文化の違いだけでなく、自社の成長に魅力がないためだと真摯
に受け止め、日本人社員とのバランスを考慮しながら、優秀な外国人材が定着する企業づ
くりを目指し、社内活性化に乗り出す企業もある。
「有益な情報」と「考える機会」を求める企業が増えている中で、今後、行政や業界団
体、支援機関等は、セミナー等を通して、外国人活用の成功事例、失敗事例、受入れ態勢、
キャリアプランの提示等、参考情報を幅広に提供し、企業に「気づき」の機会を与える。
企業はそれを受けて、情報収集した選択肢、あるいは新たな手法で、自社がどのような社
内環境・雇用体制を構築すべきか検討し、企業の人事戦略につなげて欲しいと考える。
最後に、マッチングサイト「Work in Kyushu」というツールはできたが、これを利用す
る外国人留学生や企業に加え、大学、業界団体、自治体等、支援する側のサポート整備も
必要である。各機関が相互に連携し、採用の入口から出口まで、それぞれが、それぞれの
強みを活かす体制作り、そして、九州全域において活発に人と情報が循環していくシステ
ム構築への発展と、さらなる取組が今後も必要である。

86

第２部

我が国の産業別労働力需給に関する分析

調査の目的と方法
1.1 調査の背景と目的
人口減少・少子高齢化が進む我が国では、生産年齢人口（15～64 歳）が減少に転じてお
り、2030 年には現在よりも 10％以上減少すると見込まれている。そのため、将来的に必
要な労働力を確保することが、特に大都市圏への人口流出が続く地方圏、中でも中堅・中
小企業において大きな課題となっている。
人材不足への対応としては、国内の多様な人材の活用や働き方の多様化の促進、労働生
産性を高めることに加え、非熟練 労働者を含む外国人材の活用を検討すべきとの声もある
14 。

このような状況から 、本調査においては、労働力需給分析等を実施し、将来的な人材不
足への対応を検討する ため、産業ごとの労働需給分析を実施する。

1.2 調査の方法
質を含む労働需給バランスの変動に関する調査
公的機関等による過去の統計調査及び既存の将来推計に関する調査結果をサーベイし、
全産業及び産業別の労働需給バランスの動向について検討する。そして今後、人手不足が
顕著となることが予想される産業の特徴について分析する。
分析にあたっては、労働力の「量」だけでなく、
「質」の変化についても合わせて考慮す
る。労働の「質」については労働者が持つ知識や経験あるいは体力 等と言い換えることが
でき、それらを示す指標としては報酬（給与）、資格、勤続年数なども考えられるが、労働
の需給に関する統計調査において調査項目となっている点 に鑑み、過去の実績に関しては
年齢（年齢階級）及び最終学歴を調査対象とする。また、これまでの将来推計の実施状況
を踏まえ、将来推計に関しては年齢（年齢階級）を調査対象とする。

外国人労働力が我が国の経済へ及ぼす影響 に関する調査
外国人労働力が我が国に流入した場合、我が国経済及び労働市場に対してどのような影
響が想定されるかについて、学説や有識者 等の見解について調査する。

14

例えば、「新産業構造ビジョン 中間整理」（平成 28 年 4 月 27 日）において「第４次産業革命にお
けるグローバル競争に打ち勝つためには、女性・高齢者も含め、国籍・性別・年代を問わず、個々人
の柔軟な働き方を可能にしてより多様な人材を活かし、最適な人材調達・配置を図ることで労働生産
性を上げていくことが不可欠」、「第４次産業革命においてもミスマッチが発生する分野については、
今後、非熟練外国人材の活用の在り方についても総合的・具体的な検討が必要となるのではない
か。」との言及がある。産業構造審議会新産業構造部会「新産業構造ビジョン 中間整理」2016 年 4
月 27 日。
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諸外国における外国人受入れ制度の状況に関する調査
韓国における「雇用許可制度」 等、諸外国における非熟練外国人労働者の受入れ制度に
ついて、国内外の報告書及び文献 並びに調査対象国の関係機関のウェブサイトを参照し、
取りまとめる。非熟練労働者の受入れ実績を有することに加え、産業構造や社会課題が日
本に類似していることや、日本と地理的に近い こと等の条件より、韓国、台湾、シンガポ
ール、マレーシア、タイの 5 か国を調査対象とする。
調査内容は、外国人材の中でも非熟練外国人労働者の受入れ制度とし、以下の項目につ
いて調査する。
・ 制度の概要
・ 入国の条件に関する事前の取り決め（送り出し国との関係性、労働力が不足する分野の
特定、在留期間、更新の可否、長期滞在・定住の 仕組み、受入れプロセス）
・ 入国後の仕組み（労働移動の制限、労働者の権利保護）
・ 課題、最近の動向
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質を含む労働需給バランスの変動
2.1 産業全体の労働需給に関する過去の実績及び将来推計
過去の実績に関する統計調査
(1) 労働力人口減少と労働需給バランスの変動に関する調査
厚生労働省「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」における新規求人数、新規求
職申込件数
労働需要量と労働供給量の推移を比較するため、厚生労働省「一般職業紹介状況（職業
安定業務統計）」 15の新規求人数 16と新規求職申込件数 17を確認する。
全産業合計の新規求人数の推移を見ると、下記のグラフから、 2009 年を底に近年は増
加傾向にあることがわかる。
図表 9

新規求人数（全産業合計）

（百万人）

12
10
8
6
4
2
0

（資料）厚生労働省「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」より作成。

産業別に新規求人数を見ると、多くの産業において、 2009 年を底にして増加傾向にあ
ることがわかる。特に 「卸売業、小売業」、「医療、福祉」、「サービス業（他に分類さ
れないもの）」は 2015 年の求人数が多く（100 万人以上）、かつ増加数も多い（2009 年か
ら 2015 年の増加数が 50 万人以上）。

15
16
17

全国の公共職業安定所（ハローワーク）における職業紹介業務の実績を集計した業務統計。
期間中に新たに受け付けた求人数（採用予定人員）。
期間中に新たに受け付けた求職申込みの件数。
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図表 10

新規求人数（産業別）

（千人）
3,000

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
農,林,漁業
鉱業,採石業,砂利採取業
建設業
（2004～2008年は鉱業）
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業,郵便業
（2004～2008年は運輸業）

卸売業,小売業

金融業,保険業

（千人）
3,000
2,500

2,000
1,500
1,000
500
0
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

不動産業,物品賃貸業
（2004～2008年は不動産業）
生活関連サービス業,娯楽業

学術研究,専門・技術サービス業
教育,学習支援業

宿泊業,飲食サービス業
（2004～2008年は飲食店，宿泊業）
医療,福祉

複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの）

公務・その他

（資料）厚生労働省「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」より作成。
（注）日本標準産業分類の改訂（2007 年 11 月）にともない、2004～2008 年、2009～2015 年の産業の
表章はそれぞれ異なっており、接合できない。改訂による主な産業分類間の移動は以下の通り。
・ 「情報通信業」に含まれていた「郵便業（信書便事業を含む）」が「運輸業」に移動し、「運輸業、
郵便業」になった。
・ 「卸売業、小売業」の「持ち帰り・配達飲食サービス業」が「飲食店、宿泊業」に移動し、「宿泊
業、飲食サービス業」になった。
・ 「サービス業」に含まれていた「物品賃貸業」が「不動産業」に移動し、「不動産業、物品賃貸
業」になった。同じく「サービス業」に含まれていた「学術・開発研究機関」、「専門サービス
業」、「広告業」、「技術サービス業」が「学術研究、専門・技術サービス業」になり、「洗濯・理
容・美容・浴場業」、「その他の生活関連サービス業」、「娯楽業」が「生活関連サービス業、娯楽
業」になった。
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次に全産業合計の新規求職申込件数を見ると、下記のグラフから、2009 年をピークに
減少していることがわかる。2009 年を境に全産業合計の新規求人数は上昇し、新規求職
申込件数は減少していることから、近年において労働力不足が進行していることがわかる。
図表 11

新規求職申込件数（全産業合計）

（百万件）
8

6

4

2

0

（資料）厚生労働省「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」より作成。

厚生労働省「雇用動向調査」 における未充足求人数
新規 求職 申込 件数 は産 業別 のデ ータ が存 在し な いた め、 産業 別の 労働 需給 ギャ ップ は
見ることができない。そこで、厚生労働省「雇用動向調査」18の未充足求人数 19を見ること
にする。全産業合計の未充足求人数を見ると、 以下のグラフから、2009 年を底に上昇傾
向にあることがわかる。

18

産業、規模、職業、地域間などにおける労働者の移動の実態を明らかにすることを目的とした調査
である。
19 6 月末日現在、事業所における欠員であり、仕事があるにもかかわらず、その仕事に従事する者が
いない状態を補充するために行っている求人数。
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図表 12

未充足求人数（全産業合計）

（千人）
1000
800
600
400
200
0

（資料）厚生労働省「雇用動向調査」より作成。

産業別に未充足求人数を見ると、多くの産業において、2008～2010 年を底に増加して
いることがわかる。特に「建設業」、
「卸売業、小売業」及び「宿泊業、飲食サービス業（2004
～2008 年は飲食店、宿泊業）」、
「医療、福祉」は 2014 年の未充足求人数が多く（8 万人以
上）、増加数も多い （2009 年から 2014 年の増加数が 4 万人以上）。
図表 13

未充足求人数（産業別）

（千人）
180

140

100

60

20

-20
2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

鉱業,採石業,砂利採取業
（2004～2008年は鉱業）
電気・ガス・熱供給・水道業

建設業

製造業

情報通信業

運輸業,郵便業
（2004～2008年は運輸業）

卸売業,小売業

金融業,保険業
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（千人）
180

140

100

60

20

-20
2004年

2005年

2006年

2007年

2009年

2008年

2010年

不動産業,物品賃貸業
（2004～2008年は不動産業）
生活関連サービス業,娯楽業

学術研究,専門・技術サービス業

複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの）

教育,学習支援業

2011年

2012年

2013年

2014年

宿泊業,飲食サービス業
（2004～2008年は飲食店，宿泊業）
医療,福祉

（資料）厚生労働省「雇用動向調査」より作成。
（注）日本標準産業分類の改訂（2007 年 11 月）に伴い、2004～2008 年、2009～2014 年の産業の表章
はそれぞれ異なっており、接合はできない。
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厚生労働省「労働経済動向調査」の労働者過不足判断 D.I.
事業所から見た労働需給ギャップを確認するため、厚生労働省「労働経済動向調査 」 20
の労働者過不足判断 D.I.を見る。当調査では、郵送又はインターネットにより調査票を事
業所へ配布・収集し、従業員が「不足している」と答えた事業所の割合から「過剰」と答
えた割合を引いた労働者過不足判断 D.I.を算出している。その数値が正の値をとれば、過
剰事業所に対して不足事業所が多いことを示し、社会的な労働者の不足感を示していると
考えられる。下記のグラフから、全産業的に常用労働者 21（2007 年以前は「全労働者」と
いう名称であった）の不足感は、2009 年を底に強まってきていることがわかる。
図表 14

常用労働者過不足判断 D.I.（全産業平均）

（「不足」－「過剰」・％ポイント）
50
40
30
20
10
0

-10

（各年11月）
（資料）厚生労働省「労働経済動向調査」より作成。
（注）2015 年調査から「会社以外の法人」（信用金庫、一般財団法人、病院等）が調査対象に加わった
め、接合はできない。ただし、「会社以外の法人」の事業所割合は調査対象事業所の 9.4%にとどま
り、影響は小さいと考えられる。

産業別の常用労働者過不足判断 D.I. を見ると、すべての産業で 2009～2010 年を底に
上昇傾向にあり、特に「運輸業、郵便業（2004～2008 年は運輸業）」、「宿泊業、飲食サー
ビス業（2004～2008 年は飲食店、宿泊業）」及び「サービス業（他に分類されないもの）」
は 2016 年の数値が高く（50％ポイント以上）、増加数も多い（2009 年から 2016 年の増加
数が 50％ポイント以上）。

20

景気の変動、労働力需給の変化等が、雇用、労働時間等に及ぼしている影響や、それらに関する今
後の見通し、対応策等について調査し、労働経済の変化の方向、当面の問題点等を迅速に把握するこ
とを目的とした調査である。
21 次のいずれかに該当する労働者。(1)期間を定めずに雇われている者。(2)1 か月を超える期間を定め
て雇われている者。(3)1 か月以内の期間を定めて雇われている者又は日々雇われている者で、前 2 か
月にそれぞれ 18 日以上雇われた者。
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図表 15

常用労働者過不足判断 D.I.（産業別）

（「不足」－「過剰」・％ポイント）
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製造業

情報通信業

運輸業,郵便業
（2004～2008年は運輸業）

卸売業,小売業

金融業,保険業

（「不足」－「過剰」・％ポイント）
70
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0
-10
-20
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
不動産業,物品賃貸業
（2004～2008年は不動産業）
生活関連サービス業,娯楽業

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
学術研究,専門･技術サービス業
医療，福祉

2015年 2016年
（各年11月）
宿泊業,飲食サービス業
（2004～2008年は飲食店，宿泊業）
サービス業（他に分類されないもの）

（資料）厚生労働省「労働経済動向調査」より作成。
（注 1）日本標準産業分類の改訂（2007 年 11 月）に伴い、2004～2008 年、2009～2016 年の産業の表章
はそれぞれ異なっており、接合はできない。
（注 2）図表 14 に同じ。ただし「医療、福祉」は調査対象事業所の 91.0%が「会社以外の法人」が占
めており、2014 年以前と 2015 年以降のデータの比較には注意が必要である。
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まとめ
以上の調査結果を表にまとめると以下のようになる。

A

調査・統計（データ）

読み取れる傾向

一般職業紹介状況（職業安定業務統計）

2009 年以降、全産業的に労働力不足が

（新規求人数、新規求職申込件数）

進行している。（新規求人数は「卸売
業、小売業」、「医療、福祉」、「サービ
ス業（他に分類されないもの）」におい
て上昇が著しい。）

B

雇用動向調査

2009 年以降、特に「建設業」、「卸売

（未充足求人数）

業、小売業」、「宿泊業、飲食サービス
業（2004～2008 年は飲食店、宿泊
業）」、「医療、福祉」において労働力不
足が進行している。

C

労働経済動向調査

2009 年以降、特に「宿泊業、飲食サー

（常用労働者過不足判断 D.I.）

ビス業（2004～2008 年は飲食店、宿泊
業）」、「運輸業、郵便業（2004～2008
年は運輸業）」、「サービス業（他に分類
されないもの）」において労働力不足が
進行している。

A については、需給のギャップを示すものではないため、B、C から特に人材不足が進行
している産業を抽出すると、
「建設業」、
「運輸業 、郵便業（2004～2008 年は運輸業）」、
「卸
売業、小売業」、「宿泊業、飲食サービス業（2004～2008 年は飲食店、宿泊業）」、「医療、
福祉」、「サービス業（他に分類されないもの）」の 6 つであると判断できる。

(2) 労働需給バランスの変動と労働力の質の変化に関する調査
本項では、労働力の質を占めす指標として、年齢階層別及び学歴別の就業者数について
の統計調査について検討する。
年齢階層別
労働力の質の変化を分析するため、本項では総務省「労働力調査」 22の年齢階層別の就
業者数 23を見る。全産業合計の年齢階層別就業者数を見ると、「 15～24 歳」、「25～34 歳」
は減少を続けていることがわかる。また、増加傾向にあった「 35～44 歳」及び「55～64
22

統計法に基づく基幹統計「労働力統計」を作成するための統計調査であり、我が国における就業及
び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的としている。
23 調査週間中に賃金、給料、諸手当、内職収入などの収入を伴う仕事（以下「仕事」という。
）を 1 時
間以上した者。また仕事を持ちながら、調査週間中に少しも仕事をしなかった者のうち、雇用者で、
給料・賃金の支払を受けている者又は受けることになっている者。自営業主で、自分の経営する事業
を持ったままで、その仕事を休み始めてから 30 日にならない者。
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歳」は減少に転ずる一方で、近年は「45～54 歳」及び「65 歳以上」が増加をしている。
少子化に伴う若い労働力の新規参入の減少等により若い年齢層が減少するとともに、高
齢になっても働き続ける人の増加により高齢の就労者数が増加し、全般的に就業者の高齢
化が進んでいると言える。また、 人数の多い世代である、団塊の世代と団塊ジュニアの世
代の加齢による年齢階層の移動が影響を及ぼしていると考えられる。
図表 16

年齢階層別就業者数（全産業合計）

（万人）
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2011年
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2013年
55～64歳

2015年
65歳以上

（資料）総務省「労働力調査」より作成。
（注）労働力調査では、2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び
福島県において調査実施が一時困難となった。2011 年の数値は補完的に推計した値である。
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学歴別
本項では、厚生労働省「雇用動向調査」の学歴別の入職者数 24を見る。「高校」は増 減を
繰り返しながら、近年は増加傾向にあり、「大学・大学院」は 2011 年以降に急増してい
る。「中学」、「専修学校（専門課程）」、「高専・短大」は、大きな変化は見られない。
全般的に高学歴化が進展していることがうかがえる。
図表 17

学歴別入職者数（全産業合計）

（千人）
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（専門課程）

2010年

2012年

高専･短大

2014年

大学・大学院

（資料）厚生労働省「雇用動向調査」より作成。

将来推計に関する調査
本項では以下の調査について、整理を行う。
調査名
①

主な推計データ

日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）
（国立社会保障・人口問題研究所）

②

労働力需給の推計－新たな全国推計（2015 年
版）を踏まえた都道府県別試算－
（独立行政法人労働政策研究・研修機構）

③

24

2110 年までの生産年齢人口
2030 年 ま で の 産 業 別 就 業 者
数、年齢階層別就業者数

労 働 不 足 は どう す れ ば 解 消 す る か ～ 2015 年

2015 年までの産業別労働需給

の労働市場展望～

数

常用労働者のうち、調査対象期間中に事業所が新たに採用した者をいい、他企業からの出向者・出
向復帰者を含み、同一企業内の他事業所からの転入者を除く。
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（みずほ総合研究所株式会社）
④
⑤

労働市場の未来推計

2025 年までの産業別労働需給

（パーソル総合研究所 ）

数

高齢化と産業構造に関する調査分析
（三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式
会社）【経済産業省 委託調査】

2030 年までの産業別労働需給
数

(1) 将来推計の主な結果
日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）（国立社会保障・人口問題研究所）
同調査では 2110 年までの人口を推計しており、その中で生産年齢人口についても推計
を行っている。
将来の出生推移・死亡推移についてそれぞれ中位、高位、低位の 3 つの仮定を設け、そ
れらの組み合せにより 9 通りの将来人口の推計を行っている。図表 18 にあるように、す
べての仮定において、生産年齢人口は減少していくと見込まれる。
図表 18

2110 年までの生産年齢人口の推移（単位：千人）

死亡中位仮定
死亡高位仮定
死亡低位仮定
出生中位 出生高位 出生低位 出生中位 出生高位 出生低位 出生中位 出生高位 出生低位
2010年
81,735
81,735
81,735
81,735
81,735
81,735
81,735
81,735
81,735
2060年
44,183
49,093
39,713
44,096
49,001
39,631
44,263
49,178
39,789
2110年
21,257
31,269
14,079
21,196
31,181
14,037
21,313
31,349
14,117
（資料）国立社会保障・人口問題研究所（2012）「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）」より作
成。
（注 1）2010 年は総務省統計局「平成 22 年国勢調査による基準人口」(国籍・年齢「不詳人口」をあん
分補正した人口)からの実績値。
（注 2）各年 10 月 1 日現在人口。

労働力需給の推計－新たな全国推計（2015 年版）を踏まえた都道府県別試算－（独
立行政法人労働政策研究・研修機構）
同調査では、2030 年までの産業別就業者数を推計している。
図表 19 にあるように、産業合計就業者数は 2014 年から 2030 年にかけて、ゼロ成長に
近い経済状況のもと 2014 年の労働力率 25と同水準で推移した場合（ゼロ成長・労働参加現
状シナリオ）、6,352 万人から 5,561 万人（－790 万人）へ減少すると見込まれる。また、
実質 2％程度の経済成長が実現し、若者、女性、高齢者の労働市場への参加が進む場合（経
済再生・労働参加進展シナリオ）、6,169 万人（－182 万人）へ減少すると見込まれる。
産業別就業者数を見ると、ゼロ成長・労働参加現状シナリオでは、
「医療・福祉」
（＋163
万人）、「情報通信業」（＋14 万人）以外のすべての産業において、就業者数が減少すると
見込まれる。とりわけ、
「卸売・小売業」
（－253 万人）、
「製造業」
（－130 万人）、
「飲食店・

25

生産年齢に達している人口（15 歳以上人口）のうち、労働力として経済活動に参加している者（労
働力人口）の比率。労働力人口とは、15 歳以上で、労働する能力と意思を持つ者の数をいい、就業
者と完全失業者を合わせたもの。
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宿泊業」（－95 万人）において、著しい減少が見込まれる。また、経済再生・労働参加進
展シナリオでは、「医療・福祉」（＋215 万人）、「情報通信業」（＋ 36 万人）、「輸送用機械
器具」
（0 万人）以外のすべての産業において、就業者数が減少すると見込まれる。とりわ
け、
「卸売・小売業」
（－ 144 万人）、
「鉱業・建設業」（－81 万人）、「教育・学習支援」（－
61 万人）において、大きく減少すると見込まれる。
図表 19

2030 年の産業別就業者数（単位：万人）
2014年（実績）
産業別
就業者数

農林水産業
鉱業・建設業
製造業
食料品・飲料・たばこ
一般・精密機械器具
電気機械器具
輸送用機械器具
その他の製造業
電気・ガス・水道・熱供給
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
金融保険・不動産業
飲食店・宿泊業
医療・福祉
教育・学習支援
生活関連サービス
その他の事業サービス
その他のサービス
公務・複合サービス・分類不能の産業
産業合計

230
505
1,004
142
136
145
105
476
29
206
317
1,100
234
328
747
298
162
360
449
382
6,351

2030年（推計）
ゼロ成長・労働参加現状 経済再生・労働参加進展
2014年
産業別
2014年
産業別
との差
就業者数
との差
就業者数
-14
216
-54
176
-81
424
-89
416
-18
986
-130
874
-5
137
-30
112
-4
132
-28
108
-4
141
-21
124
0
105
-10
95
-5
471
-42
434
-1
28
-3
26
36
242
14
220
-15
302
-39
278
-144
956
-253
847
-28
206
-57
177
-28
300
-95
233
215
962
163
910
-61
237
-77
221
-7
155
-44
118
-18
342
-51
309
21
470
-7
442
-38
344
-69
313
-182
6,169
-790
5,561

（資料）独立行政法人労働政策研究・研修機構（2016）「労働力需給の推計－新たな全国推計（2015 年
版）を踏まえた都道府県別試算－」より作成
（注 1）2014 年実績値は総務省統計局「労働力調査」（労働力需給推計の表章産業分類に合うように組
み替え）、2030 年は推計値。
（注 2）「その他の製造業」は、ここで明示している製造業以外のものを指しており、日本標準産業分
類のその他の製造業に加え、窯業・土石、鉄鋼、金属製品等の素材産業も含んでいる。
（注 3）労働者派遣業の派遣労働者は、派遣元の産業である「その他の事業サービス」に分類されてお
り、他の産業にはその派遣労働者は含まれていないことに留意。なお、「労働力調査」において
は、2012 年まで労働者派遣事業所の派遣労働者は、派遣先の産業ではなく、派遣元の産業に分類
されていたが、2013 年からは派遣先の産業に分類されるようになった。
（注 4）統計表の数値は、表章単位未満の位で四捨五入しているため、製造業及び産業計とこれらの内
訳の合計は必ずしも一致しない。増減差は表章単位の数値から算出している。

同調査では年齢 階級別の就業者数も推計している。2030 年の年齢階層別就業者数 は、
ゼロ成長・労働参加現状シナリオでは、「 55～64 歳」
（＋87 万人）以外のすべての年齢階
層において、就業者数が減少すると見込まれる。とりわけ、「 35～44 歳」
（－478 万人）、
「25～34 歳」（－189 万人）は 100 万を超える著しい減少が見込まれる。また、経済再
生・労働参加進展シナリオでは、「55～64 歳」（＋227 万人）、「65 歳以上」（＋139 万

100

人）以外のすべての年齢階層において、就業者数が減少すると見込まれる。ゼロ成長・労
働参加現状シナリオと同様に、とりわけ、「35～44 歳」
（－401 万人）、「25～34 歳」
（－
121 万人）は 100 万人を超える大きな減少が見込まれる。
人数の多いいわゆる団塊ジュニア世代が加齢によって、「35～44 歳」から「55～64 歳」
に移行するため、前者の減少が著しく、また後者についてはいずれのシナリオでも 増加す
ると見込まれている。 そして、少子化の影響もあり、年齢分布は高齢者に偏ったものとな
るとみられる。
図表 20

2030 年の年齢階級別就業者数（単位：万人）

2014年（実績）
産業別
就業者数
15～24歳
25～34歳
35～44歳
45～54歳
55～64歳
65歳以上
計

492
1,152
1,515
1,360
1,152
681
6,351

2030年（推計）
ゼロ成長・労働参加現状 経済再生・労働参加進展
産業別
2014年
産業別
2014年
就業者数
との差
就業者数
との差
417
-75
481
-11
963
-189
1,031
-121
1,037
-478
1,114
-401
1,277
-83
1,345
-15
1,239
87
1,379
227
627
-54
820
139
5,561
-790
6,169
-182

（資料）独立行政法人労働政策研究・研修機構（2016）「労働力需給の推計－新たな全国推計（2015 年
版）を踏まえた都道府県別試算－」より作成。
（注）2014 年実績値は総務省「労働力調査」、2030 年は推計値。
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＜参考＞
産業別就業者数の 2020 年から 2030 年までの年平均成長率が 2030 年から 2050 年まで
同率で続くと仮定して、2030 年の上記推計値に加減算し、それにより得られた産業別就
業者数の合計値が同様に試算した「産業合計」の 2050 年の数値と一致するよう数値を按
分すると、2050 年の産業別就業者数は以下の図表のように試算できる。
図表 21

＜参考＞2050 年の産業別就業者数の試算（単位：万人）
2014年（実績）
産業別
就業者数

農林水産業
鉱業・建設業
製造業
食料品・飲料・たばこ
一般・精密機械器具
電気機械器具
輸送用機械器具
その他の製造業
電気・ガス・水道・熱供給
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
金融保険・不動産業
飲食店・宿泊業
医療・福祉
教育・学習支援
生活関連サービス
その他の事業サービス
その他のサービス
公務・複合サービス・分類不能の産業
産業合計

230
505
1,004
142
136
145
105
476
29
206
317
1,100
234
328
747
298
162
360
449
382
6,351

2050年（推計）
ゼロ成長・労働参加現状 経済再生・労働参加進展
産業別
2014年
産業別
2014年
就業者数
との差
就業者数
との差
107
-123
166
-64
327
-178
329
-176
698
-306
888
-116
76
-66
127
-15
70
-66
115
-21
97
-48
116
-29
86
-19
99
-6
372
-104
432
-44
23
-6
26
-3
211
5
261
55
235
-82
279
-38
564
-536
763
-337
123
-111
176
-58
150
-178
277
-51
1,115
368
1,186
439
148
-150
173
-125
73
-89
146
-16
260
-100
311
-49
425
-24
490
41
243
-139
295
-87
4,705
-1,646
5,766
-585

（資料）独立行政法人労働政策研究・研修機構（2016）「労働力需給の推計－新たな全国推計（2015 年
版）を踏まえた都道府県別試算－」の 2020 年及び 2030 年の推計結果を活用し、産業別就業者数
の 2020 年から 2030 年までの年平均成長率が 2030 年から 2050 年まで同率で続くと仮定して、
2030 年の上記推計値に加減算し、それにより得られた産業別就業者数の合計値が同様に試算した
「産業合計」の 2050 年の数値と一致するよう数値を按分して試算。
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＜参考＞
年齢階級別就業者数の 2030 年から 2050 年までの年平均成長率が、国立社会保障・人口
問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）」における年齢 階級別人口推計値
の 2030 年から 2050 年までと同じ成長率で変化すると仮定 26して、2030 年の上記推計値
に加減算すると、2050 年の年齢階級別就業者数は以下の図表のように試算できる。
図表 22

＜参考＞2050 年の年齢階級別就業者数の試算（単位：万人）
2014年（実績）

2050年（推計）
ゼロ成長・労働参加現状 経済再生・労働参加進展
産業別
産業別
2014年
産業別
2014年
就業者数
就業者数
との差
就業者数
との差
15～24歳
492
300
-192
346
-146
25～34歳
1,152
695
-457
744
-408
35～44歳
1,515
859
-656
923
-592
45～54歳
1,360
964
-396
1,016
-344
55～64歳
1,152
844
-308
940
-212
65歳以上
681
616
-65
806
125
（資料）2030 年から 2050 年までの年齢階級別就業者数が、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将
来推計人口（平成 24 年 1 月推計）」における年齢階級別人口の 2030 年から 2050 年までの推計値
（出生中位、死亡中位）と同じ成長率で変化すると仮定して（65 歳以上については、65～74 歳の
将来推計人口の変化率と同じと仮定）、独立行政法人労働政策研究・研修機構（2016）「労働力需
給の推計－新たな全国推計（2015 年版）を踏まえた都道府県別試算－」の 2030 年の推計結果に加
減算して試算。
（注）2014 年実績値は総務省「労働力調査」、2050 年は推計値。

26

国立社会保障・人口問題研究所（2012）「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）」における、
出生と死亡がともに中位であるとの過程における、年齢階層別推計人口を利用。なお、65 歳以上の
就業者数については、65～74 歳の将来推計人口の変化率と同様と仮定した。
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労働不足はどうすれば解消するか～2015 年の労働市場展望～（みずほ総合研究所株
式会社）
同調査（2006 年公表）では、2015 年の産業別労働需給数を推計している。
図表 23 にあるように、民間計では 200 万人を超える需要超過になると推計してい
る。また、産業別に見ると、「卸売・小売業」（ 116 万人）、「金融・保険業」（18.9 万
人）、「不動産業」（0.5 万人）、「運輸・通信業」（11.6 万人）以外のすべての産業にお
いて、労働不足になると推計している。
図表 23

2015 年の産業別労働需給ギャップ

（万人）
過剰

150

116

100
50

18.9

0.5

11.6

0
-3.1

-50
-100

-33.7

-15.2

-0.1

-64.9

不足 -150
-200
-250 -228.8
-300

-258.9

（資料）みずほ総合研究所株式会社（2006）「労働不足はどうすれば解消するか～2015 年の労働市場展
望～」より作成。
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労働市場の未来推計（パーソル総合研究所）
同調査では、2025 年までの産業別労働需給数を推計している。
経済成長率 0.8％が 2025 年まで継続すると仮定した場合、以下の図表に示すように、産
業合計では 583 万人の需要超過が見込まれる。産業別労働需給ギャップを見ると、「政府
サービス等」（＋246 万人）、「製造業」（＋19 万人）以外のすべての産業において、需要
超過になると見込まれる。とりわけ、「情報通信・サービス業」（－ 482 万人）、「卸売・小
売業」（－188 万人）、「農林水産業・鉱業」（－ 57 万人）は、労働力不足が深刻になると
見込まれる。
図表 24

2025 年の産業別労働需給数（単位：万人）
需要
供給
需給ギャップ
農林水産業・鉱業
248
189
-57
製造業
827
847
19
建設業
441
402
-39
電気・ガス・水道業
53
51
-2
卸売・小売業
1,164
976
-188
金融・保険・不動産業
246
215
-31
運輸業
352
303
-49
情報通信・サービス業
2,610
2,129
-482
政府サービス等
542
787
246
（公務、教育、公共サービス等）
産業合計
6,484
5,901
-583
（資料）パーソル総合研究所（2016）「労働市場の未来推計」より作成。

＜参考＞
産業別労働需給数の 2015 年 27から 2025 年までの年平均成長率が 2025 年から 2050 年
まで同率で続くと仮定して、2025 年の上記推計値に加減算すると、2050 年の産業別労働
需給数は以下の図表のように試算できる。
図表 25

＜参考＞2050 年の産業別労働需給数の試算①（単位：万人）
需要

農林水産業・鉱業
製造業
建設業
電気・ガス・水道業
卸売・小売業
金融・保険・不動産業
運輸業

296
472
322
239
1,492
190
401

供給
114
513
233
209
805
118
238

需給ギャップ
-182
41
-89
-30
-687
-71
-164

（注）「情報通信・サービス業」及び「政府サービス等」については、2015 年時点の就業者数が不明で
あるため試算していない。
（資料）パーソル総合研究所（2016）「労働市場の未来推計」の 2025 年の推計結果を活用し、2015 年
の産業別就業者数（総務省「労働力調査」による）から 2025 年の産業別労働需給数までの年平均
成長率が 2025 年から 2050 年まで同率で続くと仮定して、2025 年の上記推計値に加減算して試
算。

27

2015 年の産業別労働需給数は産業別就業者数（総務省「労働力調査」による）であると想定してい
る。
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高齢化と産業構造に関する調査分析（三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会
社）【経済産業省委託調査】
同調査では、2030 年までの産業別労働需給数を推計している。図表 26 のように、産業
合計では、成長率、労働生産性上昇率が低く、労働参加が進まないと仮定した場合（低成
長ケース）、7,186 千人の需要超過が見込まれる。産業別成長率、労働生産性上昇率は低い
が、労働参加が行われる場合（低成長・労働参加ケース）では、1,166 千人の需要超過が見
込まれる。産業別成長率、労働生産性上昇率が高く、労働参加が進む場合（高成長ケース）
では、3,630 千人の供給超過が見込まれる。
産業別労働需給数の差を見ると、2030 年時点で、低成長ケースでは特に「商業」
（－2,460
千人）、
「対個人サービス」
（－1,178 千人）、
「医療・保健・社会保障・介護」
（－1,031 千人）、
「建設」
（－849 千人）、
「対事業所サービス」
（－805 千人）、
「公務」
（－675 千人）におい
て、低成長・労働参加ケースでは特に「商業」（－ 1,227 千人）、「医療・保健・社会保障・
介護」（－836 千人）、「建設」（－ 548 千人）において、高成長ケースでは特に「対個人サ
ービス」
（－1,374 千人）、
「電気機械」
（－639 千人）において供給不足が 500 千人を超え、
労働力が足りなくなると見込まれる。
図表 26
農林水産業
鉱業
飲食料品
繊維製品
パルプ・紙・木製品
化学製品
石油・石炭製品
窯業・土石製品
鉄鋼
非鉄金属
金属製品
一般機械
電気機械
情報・通信機器
電子部品
輸送機械
精密機械
その他の製造工業製品
建設
電力・ガス・熱供給業
水道・廃棄物処理
商業
金融・保険
不動産
運輸
情報通信
公務
教育・研究
医療・保健・社会保障・介護
その他の公共サービス
対事業所サービス
対個人サービス
産業合計

2030 年の産業別労働需給数（単位：千人）

低成長ケース
低成長・労働参加ケース
高成長ケース
需要 供給 供給－需要 需要 供給 供給－需要 需要 供給 供給－需要
1,603 1,709
106 1,603 1,973
370 1,405 1,973
568
11
11
0
11
12
1
10
12
2
1,481 1,334
-147 1,481 1,507
26 1,500 1,507
7
338
217
-121
338
246
-92
314
246
-68
493
385
-108
493
422
-71
442
422
-20
501
512
12
501
558
58
431
558
127
16
21
5
16
23
7
14
23
9
300
197
-103
300
213
-87
255
213
-42
271
250
-21
271
265
-6
187
265
78
139
157
18
139
169
30
141
169
29
758
668
-90
758
726
-31
762
726
-35
1,413
938
-475 1,413 1,010
-402 1,091 1,010
-81
574
506
-67
574
552
-22 1,191
552
-639
87
224
137
87
241
154
98
241
144
610
479
-130
610
514
-95
639
514
-125
1,101 1,223
122 1,101 1,301
200
876 1,301
424
270
373
103
270
407
138
216
407
192
1,326 1,162
-164 1,326 1,280
-46 1,184 1,280
96
4,261 3,412
-849 4,261 3,713
-548 3,984 3,713
-271
221
222
1
221
238
17
191
238
47
438
388
-49
438
425
-13
420
425
5
11,365 8,905
-2,460 11,365 10,138
-1,227 8,888 10,138
1,250
1,400 1,185
-215 1,400 1,344
-57
916 1,344
427
1,072 1,169
97 1,072 1,349
276
963 1,349
386
3,252 2,926
-326 3,252 3,212
-40 2,903 3,212
309
1,580 2,784
1,203 1,580 3,042
1,462 1,366 3,042
1,676
2,771 2,096
-675 2,771 2,286
-485 2,620 2,286
-335
3,432 3,413
-19 3,432 3,923
491 3,324 3,923
600
9,929 8,899
-1,031 9,929 9,093
-836 9,047 9,093
46
509
551
42
509
628
119
417
628
211
5,498 4,694
-805 5,498 5,326
-172 5,337 5,326
-11
6,998 5,820
-1,178 6,998 6,715
-283 8,089 6,715
-1,374
64,016 56,830
-7,186 64,016 62,850
-1,166 59,220 62,850
3,630

（資料）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社【経済産業省委託調査】（2014）「高齢化と産業
構造に関する調査分析」より作成。
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＜参考＞
産業別労働需給数の 2010 年 28から 2030 年までの年平均成長率が 2030 年から 2050 年
まで同率で続くと仮定して、2030 年の上記推計値に加減算し、それにより得られた産業
別就業者数の合計値が同様に試算した「産業合計」の 2050 年の数値と一致するよう数値
を按分すると、2050 年産業別就業者数は以下の図表のように試算できる。
図表 27

＜参考＞2050 年の産業別労働需給数 の試算②（単位：千人）
低成長ケース
低成長・労働参加ケース
高成長ケース
供給
供給－需要 需要
供給
供給－需要 需要
供給
供給－需要
959
1,081
122
959
1,453
494
716
1,453
737
4
4
-0
4
5
1
4
5
2
1,530
1,231
-299
1,530
1,584
54
1,525
1,584
59
215
88
-127
215
114
-101
180
114
-66
427
258
-169
427
313
-114
334
313
-21
460
476
16
460
570
111
331
570
240
8
13
5
8
16
8
6
16
10
276
118
-158
276
139
-137
194
139
-55
282
238
-44
282
270
-12
130
270
139
112
142
30
112
166
54
112
166
54
650
501
-150
650
597
-54
638
597
-42
1,903
832
-1,072
1,903
973
-931
1,103
973
-130
522
402
-120
522
482
-39
2,182
482
-1,700
23
151
128
23
177
154
28
177
148
541
331
-210
541
384
-157
577
384
-193
1,065
1,303
238
1,065
1,488
422
655
1,488
832
214
405
191
214
486
272
133
486
353
1,113
847
-266
1,113
1,037
-76
862
1,037
175
3,606
2,293
-1,314
3,606
2,739
-868
3,063
2,739
-325
154
154
0
154
179
25
112
179
67
605
471
-134
605
570
-35
541
570
29
11,816
7,192
-4,624 11,816
9,403
-2,412
7,022
9,403
2,382
1,185
842
-343
1,185
1,092
-93
493
1,092
599
1,168
1,377
209
1,168
1,849
682
916
1,849
934
2,991
2,401
-590
2,991
2,918
-73
2,316
2,918
602
1,268
3,902
2,635
1,268
4,700
3,432
921
4,700
3,779
3,433
1,947
-1,485
3,433
2,336
-1,096
2,982
2,336
-645
3,696
3,624
-72
3,696
4,830
1,134
3,369
4,830
1,461
14,521 11,565
-2,956 14,521
12,180
-2,341
11,714 12,180
466
362
420
59
362
551
189
236
551
315
5,928
4,284
-1,644
5,928
5,564
-364
5,428
5,564
136
7,713
5,290
-2,424
7,713
7,103
-610
10,014
7,103
-2,911
68,750 54,181
-14,569 68,750
66,268
-2,482
58,835 66,268
7,434

需要
農林水産業
鉱業
飲食料品
繊維製品
パルプ・紙・木製品
化学製品
石油・石炭製品
窯業・土石製品
鉄鋼
非鉄金属
金属製品
一般機械
電気機械
情報・通信機器
電子部品
輸送機械
精密機械
その他の製造工業製品
建設
電力・ガス・熱供給業
水道・廃棄物処理
商業
金融・保険
不動産
運輸
情報通信
公務
教育・研究
医療・保健・社会保障・介護
その他の公共サービス
対事業所サービス
対個人サービス
産業合計

（資料）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社【経済産業省委託調査】（2014）「高齢化と産業
構造に関する調査分析」の 2030 年の推計結果を活用し、2010 年の産業別就業者数（総務省「国勢
調査」による）から 2030 年の産業別労働需給数までの年平均成長率が 2030 年から 2050 年まで同
率で続くと仮定して、2030 年の上記推計値に加減算し、それにより得られた産業別就業者数の合
計値が同様に試算した「産業合計」の 2050 年の数値と一致するよう数値を按分して試算。

28

2010 年の産業別労働需給数は産業別就業者数（総務省「国勢調査」による）であると想定してい
る。
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(2) 将来推計の手法
日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）（国立社会保障・人口問題研究所） 29
コーホート要因法を基礎として日本の将来人口を推計している。コーホート要因法とは、
年齢別人口の加齢にともなって生ずる年々の変化をその要因（死亡、出生 及び人口移動）
ごとに計算して将来の人口を求める方法である。
すで に生 存す る人 口に つい ては 、加 齢と とも に 生ず る死 亡と 国際 人口 移動 を差 し引い
て将来の人口を求め、新たに生まれる人口については、再生産年齢人口に生ずる出生数と
その生存数、並びに人口移動数を順次算出して求め、翌年の人口に組み入れている。
このコーホート要因法によって将来人口を推計するためには、男女年齢別に分類された
(1) 基準人口、並びに同様に分類された(2) 将来の出生率（及び出生性比）、(3) 将来の生残
率、(4) 将来の国際人口移動率（数）に関する仮定が必要である。同推計では、これらの仮
定の設定については、各要因に関する統計指標の実績値に基づいて、人口統計学的な投影
を実施することにより行っている。ただし、将来の出生、死亡 等の推移は不確実であるこ
とから、同推計では複数の仮定を設定し、これらに基づく複数の推計を行うことによって
将来の人口推移について一定幅の見通しを与えるものとしている。
労働力需給の推計－新たな全国推計（2015 年版）を踏まえた都道府県別試算－（独
立行政法人労働政策研究・研修機構） 30
以下の通りⅠ【労働 力需要ブロック】、Ⅱ【労働力供給ブロック】及びⅢ【労働力需給調
整ブロック】から構成される労働力需給モデルを用いて、産業別就業者数を推計している。
I.【労働力需要ブロック】
コブ＝ダグラス型生産関数 31 を前提とする誤差修正モデル 32 で捉えた労働力需要関 数 に 、
当該産業の名目生産額、時間当たり賃金及び労働時間を与えて労働力需要を求めている。
このうち名目生産額は、経済成長率、最終需要の項目構成及び項目別財・サービス構成、
産業連関表の投入係数 33 及び輸入係数、並びに生産額デフレータ 34 を外生的に与え て 算 出
される。労働時間は、フルタイム及び短時間雇用者の労働時間、並びに短時間雇用者比率
の将来における想定から算出した産業計の労働時間変化率を、各産業に適用して算出され
る。時間当たり賃金は、労働力需給調整ブロックにおいて推計された変化率を各産業に適
用して算出される。

国立社会保障・人口問題研究所（2012）「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）」より作成。
独立行政法人労働政策研究・研修機構（2016）「労働力需給の推計－新たな全国推計（2015 年版）
を踏まえた都道府県別試算－」より作成。
31 生産量を Y、労働投入量を L、資本を K とした場合に Y = ALα K β で表される生産関数。ただし、A
は技術進歩などで変化するスケール係数、α（0<α<1）は労働分配率、β（0<β<1）は資本分配
率。
32 被説明変数と説明変数とに安定的な関係（長期均衡）があるときに、その調整過程を、前期までの
均衡からの乖離分（誤差）で説明するモデルである。
33 ある産業において 1 単位の生産を行う際に必要とされる原材料、燃料等の単位を示したもの。
34 名目生産額から実質生産額を算出するために用いられる物価指数。
29
30
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II.【労働力供給ブロック】
各性（「男性」、
「女性（有配偶者）」、
「女性（無配偶者・その他）」）
・年齢階級（5 歳階級）
で推定した労働力率関数に、労働力率を規定する要因と考えられる 「完全失業率」、「実質
賃金」、「進学率」、「出生率」、「短時間雇用者比率」、「保育所・幼稚園在籍児童比率」、「希
望者全員が 65 歳まで雇用の確保される企業割合」、「年齢間賃金格差」、「世帯主の将来期
待賃金比率」、「男性育児分担比率」、「両立環境整備、短時間勤務制度普及などによる継続
就業率の向上」、「フリーター対策・ニート対策による労働力率の向上」を与えて労働力率
を求めている。
次いで、求めた労働力率に将来推計人口を乗じることで、労働力人口を算出している。
労働力率関数に与える 要因は、性・年齢階級に応じて変えており、各要因の将来想定値は、
完全失業率と実質賃金を除き、外生的に与えている。完全失業率は、1 期前において推計
された完全失業率である。実質賃金は、無配偶・その他の女性の労働力率の規定要因の 1
つとしたものであるが、労働力需給調整ブロックにおいて決定される賃金変化率で算出し
た値である。
III.【労働力需給調整ブロック】
フィリップス曲線 35の考え方を応用することによって、有効求人倍率、消費者物価変 化
率及び交易条件（輸出物価指数及び輸入物価指数の比）から賃金上昇率を算出している。
また、有効求人倍率から性・年齢階級別に完全失業率を求める変換式を過去の実績に基づ
いて推定し、性・年齢階級別に完全失業率を求めている。
有効求人倍率は、労働力需要ブロックにおいて算出される各産業の労働力需要計と、労
働力供給ブロックにて算出される各性・年齢階級の労働力人口計の比（労働力需給倍率）
を、過去の実績から推定した変換式で変換して得たものである。消費者物価変化率及び交
易条件は、外生的に与えている。
労働 力需 要ブ ロッ ク及 び供 給ブ ロッ クに おい て 算出 され る労 働力 需要 及び 労働 力人口
から労働力需給調整ブロックにおいて賃金変化率が算出され、それが労働力需要ブロック
及び供給ブロックにフィードバックし（将来の産業別の賃金変化率は、産業計の値で共通）、
新たな賃金水準で労働力需要と労働力人口が算出される。
フィードバックさせる前と後を比較し、賃金変化率が収束したと見なせる時点でモデル
計算が終了した（労働力需要、労働力人口 等の各推計値が決定された）と判断している。
収束時点における完全失業率及び労働力人口から就業者数を性・年齢階級別に算出し、次
いで、その就業者数の性・年齢階級計を労働力需要の産業構成に基づいて、産業別に分割
し、産業別就業者数としている。

35

失業率を横軸、賃金上昇率を縦軸にとった際、賃金が上がる（下がる）ほど失業率が下がる（上が
る）右肩下がりの曲線。
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図表 28

産業別就業者数の推計手法

（資料）独立行政法人労働政策研究・研修機構（2016）「労働力需給の推計－新たな全国推計（2015 年
版）を踏まえた都道府県別試算－」。

労働不足はどうすれば解消するか～2015 年の労働市場展望～（みずほ総合研究所株
式会社） 36
以下の通りⅠ.【労働需要数】とⅡ.【労働供給数】を推計している。
I.【労働需要数】
需要項目別に予測した実質国内総生産（GDP）を国民経済計算（SNA）産業連関表の付
加価値誘発係数 37を用いて産業別の実質付加価値生産額に変換している。
次に各産業の生産額から所要労働投入量を見通すにあたり、労働投入量（時間ベース）
を実質付加価値生産額やタイム・トレンドなどで回帰した労働需要関数を推計している 38。
最後に以上で推計した産業別の労働需要関数と実質付加価値生産額を用いて 2015 年まで
の産業別の労働需要を推計している。
II.【労働供給数】
2000 年の産業別・年齢階層（5 歳きざみ）別の就業者数をベースとして試算している。

36

みずほ総合研究所株式会社（2006）「労働不足はどうすれば解消するか～2015 年の労働市場展望
～」より作成。
37 各項目別の最終需要が 1 単位増加したときに、各産業の付加価値が何単位誘発されるかを示す係
数。産業構造の変化を反映させるため、予測期間における付加価値誘発係数は過去のトレンドで先伸
ばしている。
38 パラメーターの推計は以下の式を最小自乗法で行っている。推計期間は 1990～2003 年の暦年。
log（労働投入量）＝α × log（実質付加価値生産額）＋β＋TIME トレンド＋γ × ダミー＋定数項。
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既存就業者の退職及び中途採用に伴う就業者数の増減は、直近の各年齢階層（コーホート）
別就業者数の変化率を用いて 5 年ごとに予測している。新規学卒採用については、対象と
なる若年人口に、労働力率を直近固定、失業率を均衡水準とした就業比率（人口に占める
就業者の割合）を乗じたものを総数とし、各時点の生産額の割合によって各産業に割り振
っている。
以上の計算を 2005 年、2010 年、2015 年と順次行い、産業別・年齢階層別就業者数を得
ている（以上により得られた就業者数は、新規学卒を除き需要動向には影響を受けず、過
去の就労パターンに従った変化のみが反映されると いう点で、供給サイドから見た労働力
と考えることができる）。
図表 29

産業別労働需給数の推計手法①

需要

供給

2015年までの経済見通し

産業別・年齢階層別就業者数
（2000年）

需要項目別国内生産額

SNA産業連関表

継続雇用および中途採用：
コーホート別変化率

産業別国内総生産

新卒雇用：
若年人口×就業者割合

産業別労働需要関数
産業別・年齢階層別就業者数
（2015年）

産業別労働投入量

集計

労働時間を勘案

産業別就業者数

産業別就業者数
比較

（資料）みずほ総合研究所株式会社（2006）「労働不足はどうすれば解消するか～2015 年の労働市場展
望～」より作成。

労働市場の未来推計（パーソル総合研究所） 39
以下の通りⅠ.【労働需要数】とⅡ.【労働供給数】を推計している。
I.【労働需要数】
(ア)内閣府「国民経済計算（実質国内総生産）」を基に、2015 年度の経済成長率 0.8％（内
閣府「中長期の経済財政に関する試算」におけるベースラインケース）が 2025 年まで
継続した場合の「産業別国内総生産」を推計。
(イ)内閣府「国民経済計算（雇用者数、労働時間）」を基に、 1995～2014 年の生産性の伸
びの相加平均値が 2025 年まで継続した場合の「産業別労働生産性」を推計。
(ウ)（ア）
（イ）から産業別雇用者数を算出。総務省「労働力調査」2014 年平均の「就業者

39

パーソル総合研究所（2016）「労働市場の未来推計」より作成。
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数に占める雇用者数の割合」を用いて、「産業別就業者数（副業調整前）」を推計。
(エ)副業分を調整し、「産業別就業者数」を算出。
II.【労働供給数】
(ア)国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」と、2006 年～2015 年の総務省
「労働力調査」年齢階級（5 歳階級）別の労働力率を基に、過去の就業率のトレンドが
2025 年まで継続した場合の就業者数を推計。なお、非連続なトレンドとして、①海外
への長期滞在者・移住者の増加、②長期介護離職の増加を考慮し、一定の調整値を乗じ
て推計。失業率は 2015 年の失業率 3.4％で固定。
(イ)総務省「国勢調査」の産業別就業者割合を基に、1995 年～2010 年のトレンドが 2025
年まで継続した場合の産業別就業者割合を「国勢調査」の産業分類にて推計。
(ウ)産業分類をⅠの「国民経済計算」の産業分類と揃えた「産業別就業者数 」を算出。
図表 30

産業別労働需給数の推計手法②

需要

供給
国立社会保障・
人口問題研究所
（総人口推計）

国民経済計算
（雇用者数、労働時間）

国民経済計算
（実質国内総生産）
現状維持シナリオ
経済成長率 0.8％

トレンド推計

産業別国内総生産

労働力調査
（労働力率）

労働力調査
（完全失業率）

トレンド推計×
調整値（－2.5％）
（※）

2015年失業率
（3.4％）で固定

国勢調査
（産業別就業者割合）

産業別労働生産性

国内総生産÷労働生産性÷労働時間

労働生産性＝
実質GDP÷（雇用者数
×労働時間）

推計就業者数

産業別雇用者数
トレンド推計

2014年の「就業者数に占
める雇用者の割合」を使用

就業者数

産業別就業者割合推計
（国勢調査分類）

副業分の調整実施 4％

産業別就業者数
（国民経済計算の産業分類）

産業別就業者数
（国民経済計算の産業分類）

比較

（※）「海外への長期滞在者・移住者の増加」「長期介護休業者の増加」という2つ
の非連続なトレンドを反映し、一律―2.5％の調整値を乗じて労働力率を算出。

（資料）パーソル総合研究所（2016）「労働市場の未来推計」より作成。

高齢化と産業構造に関する調査分析（三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会
社）【経済産業省委託調査】 40
以下の通りⅠ.【労働需要数】とⅡ.【労働供給数】を推計している。
I.【労働需要数】
初めに(ア)産業構造（産業別国内生産額）の将来推計を実施し、それに基づいて (イ)産業

40

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社（経済産業省委託調査）(2014)「高齢化と産業構造
に関する調査分析」より作成。
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別労働需要（産業別就業者数）の将来推計を行っている。
(ア)産業構造（産業別国内生産額）の将来推計
「産業構造審議会新産業構造部会－報告書」の推計結果を活用している。ただし、当該
推計では 2030 年の推計値は算出されていないため、同推計では産業別国内生産額成長率
が低成長と高成長の二つのケースを仮定して、2030 年の産業構造を推計している。
(イ)産業別労働需要（産業別就業者数）の将来推計
産業別労働需要は、産業別国内生産額を産業別労働生産性で割ることによって算出して
いる。将来時点での産業別労働生産性については、産業別労働生産性の伸び率が低成長と
高成長の二つのケースを仮定して、算出している。
II.【労働供給数】
(ア)産業別年齢階層別のコーホート変化率の計測を実施し、それに基づいて (イ)産業別労
働力供給（労働力人口）の将来推計を行っている。
(ア)産業別年齢階層別のコーホート変化率の計測
総務省「国際調査報告」の時系列（1995 年、2000 年、2005 年、2010 年）の産業別年
齢階層別性別就業者数データを用いて、それぞれの産業・年齢階層カテゴリ ーの就業者で
どのような入職・離職行動をとっているかを整理し、例えば、以下のような変化率を計算
している。
輸送用機械 30～34 歳男性のコーホート変化率（5 年間変化率）
＝2010 年時点の輸送用機械 30～34 歳男就業者数
÷ 2005 年時点の輸送用機械 25～29 歳男就業者
これは、特定の産業・年齢階層・性別カテゴリ ー（これをコーホートという）の就業者
数が 5 年間でどれほど変化したかを見たものである。本来は、当該 5 年間に入職・離職が
行われているが、統計上これらのデータは利用できないため、ネット（純）ベースでの移
動を見ている。
なお、上記の例では 2005 年→2010 年の変化を示したが、同推計では、このほかに、1995
年→2000 年、2000 年→2005 年についても同様に産業別年齢階層別性別にコーホート変化
率を算出し、最終的にはこれらの数値の平均値（相加平均）を算出して将来推計に用いて
いる。
(イ)産業別労働力供給（労働力人口）の将来推計
上記で算出した産業別年齢階層別性別のコーホート変化率を用いて、将来時点（ 2015 年、
2020 年、2025 年、2030 年の各時点）の産業別年齢階層別性別労働力供給を推計している。
例えば、
2015 年の輸送用機械 30～34 歳男性労働力供給
＝輸送用機械 30～34 歳男性コーホート変化率
÷ 2010 年時点の輸送用機械 25～29 歳男性就業者数
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といった計算を繰り返すことで、 2030 年の値を推計することとしている 。
なお、同推計に当たっては、各年齢階層性別における産業合計の労働力人口は、別途独
立行政法人労働政策研究・研修機構による推計値（2014 年 2 月推計）の性別年齢階層別労
働力人口と一致するようにコーホート推計から得られる産業別の推計値の産業構成比を基
に按分調整している。
図表 31

産業別労働需給数の推計手法③

需要
産業構造審議会新産業構
造部会－報告書
（産業別国内総生産額）

供給

2ケース設定
①高成長
②低成長

産業別国内生産額

国勢調査
（産業別・年齢階層別・性別
就業者数）

N/A
（産業別労働生産性）
2ケース設定
①高成長
②低成長

労働政策研究・研修機構
（性別・年齢階層別・
労働力人口）

コーホート別
変化率

産業別・年齢階層別・性別
就業者数

産業別労働生産性

2ケース設定をして調整
①労働参加が進む
②労働参加が進まない

産業別国内生産額／産業別労働生産性
産業別就業者数

比較

（資料）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社（経済産業省委託調査）(2014)「高齢化と産業
構造に関する調査分析」より作成。

各推計手法の比較
前項までで見た以下の推計調査のうち、人口推計を行っている①を除く 4 つの手法につ
いて比較・検討する。なお、③④⑤は労働需要と労働供給をそれぞれ推計し、そのギャッ
プを示しているのに対して、②は労働需要と労働供給を調整して賃金上昇率と完全失業率
を求め、それを双方にフィードバックする計算を繰り返して、労働力需要に基づいた産業
別就業者数を推計する、という形をとっている。
①

日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）（国立社会保障・人口問題研究所）

②

労働力需給の推計－新たな全国推計（2015 年版）を踏まえた都道府県別試算－（独
立行政法人労働政策研究・研修機構）

③

労働不足はどうすれば解消するか～2015 年の労働市場展望～（みずほ総合研究所株
式会社）

④

労働市場の未来推計（ パーソル総合研究所 ）

⑤

高齢化と産業構造に関する調査分析（三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会
社）【経済産業省委託調査】
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【労働需要の推計】
労働需要の推計については、②は、就業者数、生産額（実質生産額、生産額デフレータ）、
総実労働時間、賃金水準（時間当たり賃金）等による産業別労働力需要関数を推定したう
えで、労働力需要を算出している。ただし、同調査ではさらに労働力人口を推計し、両者
から推計した賃金上昇率（及び完全失業率）により労働力需要（及び労働力）に与える影
響も含めて、両者を調整するように推計している（その性別・年齢階級別結果を産業別労
働力需要の大きさで配分して、産業別就業者数を推計）。
③においては、労働投入量（時間ベース）を実質付加価値生産額やタイム ・トレンドで
回帰した産業別労働需要関数を推定したうえで、同関数と実質付加価値生産額の推計値（実
質国内総生産から推計）から労働投入量（就業者数×労働時間）を算出、さらに労働時間
の将来推計値を算出して、前者を後者で除して就業者数を算出している。
④においては、産業別の国内生産額の将来推計値と、産業別の労働生産性の将来推計値
を算出したうえで、前者を後者で除した結果をさらに労働時間で除して（生産額÷生産性
÷労働時間）雇用者数を推計し、そこから産業別の就業者数を推計している。⑤に関して
も国内生産額と労働生産性の産業別の将来推計値から、同様に推計しているとみられる（た
だし、労働生産性の定義や出典については記載がないため、詳細は不 明）。
いずれも、産業別の生産額、労働時間、賃金水準（②のみ）、生産性（④及び⑤のみ）等
との関係から、就業者数を推計するというのが基本的な手法となっている。生産額につい
ては別途推計した値（既定の調査で作成したものを含む）を使っているが、②⑤において
は、生産額等の成長性に関して複数のシナリオを設定している。
単純化すれば、他の条件が一定であれば、当該産業の生産額を多く推計するほど、労働
時間を少なく推計するほど、生産性を低く推計するほど、必要な就業者数が多くなるとい
う推計が導かれることになる。生産額、労働時 間、生産性等をどのように推計するかによ
って、推計結果に違いが出ることになる。
【労働供給の推計】
労働供給の推計に関しては、②では労働力率の推計値に将来推計人口を乗じることで、
労働力人口を算出している。労働力率の推計に当たっては、
「 進学率」、
「 短時間雇用者比率」、
「男性育児分担比率」 等、多様な要素を性・年齢階級に応じて考慮しているほか、完全失
業率と実質賃金を踏まえて算出している。実質賃金を左右する賃金変化率と、完全失業率
については、労働力需要と供給を 調整するように推計している（そして、その性別・年齢
階級別結果を産業別労働力需要の大きさで配分して、産業別就業者数を推計 ）。
③では、過去の産業別・年齢階層別就業者数をベースに、直近のコーホート別変化率と、
新卒雇用者数の推計（対象となる若年人口、労働力率、人口に占める就業者の割合、産業
別の生産額の割合等から推計）から、産業別年階層別就業者数を推計している。
④では、将来推計人口、過去の年齢階級別労働力率、過去の就業率・失業率を基にした
推計に、非連続なトレンド（海外への移住、長期介護介護）を加味して、全産業の就業者
数を推計。これと産業別就業者割合の推計値（過去のトレンドから推計）から、産業別就
業者数を推計している。
⑤では、産業別年齢階層別のコーホート変化率を推計し（過去の 3 つの期間の平均値よ
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り算出）、これを用いて産業別年齢階層別性別の労働力人口の将来推計を実施。さらに、そ
の合計が、別調査による推計値の性別年齢階層別労働力人口に一致するように調整してい
る。
②及び④では、全体の就業者数を推計した後に、労働需要の推計（②）ないし過去のト
レンド（④）に基づいて産業別に割り振っている。一方で、③及び⑤では、産業別のコー
ホート変化率から産業別の就業者ないし労働力人口を推計し、その合計を全体の就業者数
としている。
このため、労働需要の比率に対応する②を除き、③④⑤のいずれにおいても、過去のト
レンドを反映して産業別の労働供給が推計される（④においては単純な過去のトレンド、
③及び⑤では、年齢階層別のコーホート変化率）。すなわち、過去の減少が顕著な産業にお
いては、労働供給が少 なくなるという結果になる。
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2.2 個別産業における労働需給・質の変動
本項では、
「2.1 産業全体の労働需給に関する過去の実績及び将来推計」において、労働
需要が過大とされた産業のうち、多様な業種が含まれる「サービス業（他に分類されない
もの）を除く 5 つの業種について、労働需給についてのこれまでの実績や、将来の推計 等
について、整理する。
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建設業
(1) 過去の実績
2.1.1（過去の実績に関する統計調査）で見たように、建設業の未充足求人数は、2009 年
以降は増加傾向にある。常用労働者過不足判断 D.I.は、2009 年は「過剰」であったが、
2010 年に「不足」に転じ、その後不足が増加傾向にある。
総務省「労働力調査」の年齢階層別就業者数を 見ると、全産業と比較して高齢者の比率
が比較的高いのが特徴である。また経年で見ると「15～24 歳」の減少に加え、著しい「25
～34 歳」の減少があり、若い就業者が減ってきている のが特徴である 。
図表 32

全産業

8%

建設業 5%

18%

14%

0%
15～24歳

年齢階層別就業者数の比率（2015 年）

24%

22%

25%

20%
25～34歳

22%

40%
35～44歳

60%
45～54歳

18%

11%

21%

13%

80%
55～64歳

100%
65歳以上

（資料）総務省「労働力調査」（2015 年）より作成。

図表 33

年齢階層別就業者数の推移（建設業）

（万人）
160
140
120
100
80
60

40
20
0
2003年2004年2005年2006年2007年2008年
15～24歳
25～34歳
35～44歳

2009年2010年2012年2013年2014年2015年
45～54歳
55～64歳
65歳以上

（資料）総務省「労働力調査」より作成。
（注 1）日本標準産業分類の改訂（2007 年 11 月）に伴い、2003～2008 年、2009～2015 年の産業の表章
はそれぞれ異なっており、接合できない。
（注 2）2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災の影響により、2011 年の数値は存在しない。
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厚生労働省「雇用動向調査」で学歴（最後に卒業した学校）別の入職者数を見ると、全
産業と比較して比較的「大学・大学院」の比率が高いのが特徴である。また経年で 見ると、
「高校」、「専修学校（専門課程）」、「大学・大学院」の上昇が著しいの が特徴である。
図表 34
全産業

7%

建設業

7%
0%

学歴別入職者数の比率（2014 年）
45%

11%

43%
20%
中学
高校

9%

9%

9%

28%
33%

40%
60%
80%
100%
専修学校
高専･
大学・
（専門課程）
短大
大学院

（資料）厚生労働省「雇用動向調査」（2014 年）より作成。

図表 35

学歴別入職者数の推移（建設業）

（千人）
200
160
120
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40
0
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
中学

高校

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

専修学校（専門課程）

高専･短大

大学・大学院

（資料）厚生労働省「雇用動向調査」より作成。
（注）日本標準産業分類の改訂（2007 年 11 月）に伴い、2004～2008 年、2009～2015 年の産業の表章
はそれぞれ異なっており、接合できない。

また、国土交通省の「建設労働需給調査」によると、同調査が対象としている 8 つの職
種（型わく工（土木）、型わく工（建築）、左官、とび工、鉄筋工（土木）、鉄筋工（建築）、
電工、配管工）のうち、2016 年 12 月調査では鉄筋工（建築）を除く 7 つの職種で過不足
率 41がプラス、すなわち不足傾向にあり、8 職種全体で 1.2％の不足との結果となっている。

41

以下の式で算出。（（確保したかったができなかった労働者数）－（確保したが過剰となった労働者
数））÷（（確保している労働者数）＋（確保したかったができなかった労働者数））×100
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また、経年で見ると、8 職種計の過不足率は 2011 年 7 月以降、プラスの状況が継続して
いる。 42

(2) 将来の推計 43
2.1.2(1)将来推計の主な結果で見た、「労働力需給の推計（独立行政法人労働政策研究・
研修機構）」では、2030 年の鉱業・建設業の就業者数は、ゼロ成長・労働参加現状シナリ
オでは 416 万人、経済再生・労働参加進展シナリオでは 424 万人であり、2014 年の実績
値（505 万人）よりもそれぞれ 89 万人、81 万人減少すると推計している。
また、「労働市場の未来推計（パーソル総合研究所）」では、建設業の 2025 年の労働需
要は 441 万人、労働供給は 402 万人で、需給ギャップは－39 万人と推計されている。
さらに、「高齢化と産業構造に関する調査分析（三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング
株式会社）」の低成長ケースでは、建設業の 2030 年の労働需要は 426 万人、労働供給は
341 万人、需給ギャップは 85 万人と推計されている。2010 年の就業者数は 481 万人であ
り（総務省「国勢調査」）、労働供給の減少が需要の減少を上回るため、需給ギャップが生
じると推計されている。
一般社団法人日本建設業連合会が 2015 年に公表した「再生と進化に向けて－建設業の
長期ビジョン－」によると、2025 年の建設市場規模は 46.8 兆円～50 兆円と推計されてい
る。2011 年度の 1 人当たり建設市場規模が変わらないとすれば、 2015 年度に労働需要は
328 万人～350 万人であり、業界の省人化や省力化が進んでも、293 万人～315 万人が必
要であると推測されている。一方 、2014 年度の建設技能労働者数 343 万人のうち、同年
において 50 歳以上の技能労働者 153 万人の 7 割（109 万人）が 2025 年までに退職する見
込みであり、労働者を全年齢で見ると、2025 年度までに 128 万人程度の技能労働者が減
少すると推計されている。従って、2025 年度までに技能労働者として若手を中心に 77 万
～90 万人の新規入職者を確保しなければならない状況である と同会は結論付けている。
＜参考＞
「(1)過去の実績」で示した総務省「労働力調査」
（2015 年）における建設業の年齢階級
別就業者数が、「2.1.2 将来推計に関する調査」で示した独立行政法人労働政策研究・研修
機構（2015）
「労働力需給の推計」における全産業の（2014 年から）2030 年までの年齢階
級別就業者数の年平均成長率と同率で変化すると仮定すると、建設業の 2030 年の年齢階
級別就業者数比率は以下の図表の ように試算できる。
また、2030 年から 2050 年まで、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
（平成 24 年 1 月推計）」における年齢階層別人口の推計値と同じ成長率で変化すると仮定
して、2030 年の上記推計値（試算値）に加減算すると、2050 年の年齢階層別就業者数比
率は以下の図表のように試算できる。

国土交通省「建設労働需給調査結果（平成 28 年 12 月調査）」
（http://www.mlit.go.jp/toukeijouhou/chojou/rodo.htm ）。
43 一般財団法人日本建設業連合会（2015）
「再生と進化に向けて－建設業の長期ビジョン－」。
42
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図表 36

＜参考＞建設業の 年齢階層別就業者数の比率（2030 年及び 2050 年の試算）
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（資料）2015 年（実績値）：総務省「労働力調査」より作成。
2030 年：2015 年実績値が、独立行政法人労働政策研究・研修機構（2015）「労働力需給の推
計」における（2014 年から）2030 年までの年齢階級別就業者数の年平均成長率と同率
で、2030 年まで変化すると仮定して試算。
2050 年：2030 年推計値（試算値）が、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
（平成 24 年 1 月推計）」における年齢階層別人口の推計値と同じ成長率で 、2050 年ま
で変化すると仮定して試算。

(3) 背景、課題
建設業の人材不足の背景として、建設需要の大きな変動が指摘されている。すなわち、
1997 年から 2010 年にかけて、建設投資額は 75 兆円から 42 兆円にまで減少し、それと呼
応するように業界の就業者数は 685 万人から 498 万人に減少した。しかし、2011 年の東
日本大震災の復興需要を契機に投資額は反転し た。にもかかわらず、就業者数は増えてい
ない。就業者が増えない大きな要因としては、賃金が落ち込んでおり、建設の仕事に将来
性を感じることができないという点、復興需要が一時的とみられている点、
「 3K」
（ きつい、
汚い、危険）のイメージが災いして、これまでの主な担い手だった若年・壮年の男性に代
わる新たな人的リソース（女性、高齢者）の活用が進んでいない点が指摘されている。 44

44

リクルートワークス研究所（2014）「東京オリンピックがもたらす雇用インパクト：人材難が 2020
年までに迫る構造変革」2014 年。
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運輸業、郵便業
(1) 過去の実績
2.1.1（過去の実績に関する統計調査 ）で見たように、運輸業、郵便業の未充足求人数及
び常用労働者過不足判断 D.I.は、2009 年以降は増加傾向にある。
総務省「労働力調査」の年齢階層別就業者数を 見ると、全産業と比較して「15～24 歳」
の比率が比較的低く、「45～54 歳」の比率が比較的高いのが特徴である。経年で 見ると、
全産業合計と似た推移をしており、少子化の影響で、
「15～24 歳」、
「25～34 歳」は減少を
続け、団塊ジュニア世代の移動に伴い「35～44 歳」が減少に、
「45～54 歳」は増加に転じ、
団塊の世代の移動に伴い「55～64 歳」は減少に転じ、「65 歳以上」は増加を続けている。
図表 37
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（資料）総務省「労働力調査」（2015 年）より作成。

図表 38

年齢階層別就業者数の推移（運輸業、郵便業）

（万人）
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25～34歳
35～44歳
（資料）総務省「労働力調査」より作成。
（注）図表 33 に同じ。2004～2008 年は「運輸業」。

122

2009年 2010年 2012年 2013年 2014年 2015年
45～54歳
55～64歳
65歳以上

厚生労働省「雇用動向調査」で学歴別の入職者数を見ると、全産業と比較して「専修学
校（専門課程）」「大学・大学院」の比率が比較的高いのが特徴である。経年で 見ると全産
業合計と同じような推移をしており、「高校」は増減を繰り返しながら、近年は増加傾向、
「大学・大学院」は 2011 年以降に急増、
「中学」、
「専修学校（専門課程）」、
「高専・短大」
は、あまり大きな変化は見られない。
図表 39
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（資料）厚生労働省「雇用動向調査」（2014 年）より作成。

図表 40

学歴別入職者数の推移（運輸業、郵便業）
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高専･短大

大学・大学院

（資料）厚生労働省「雇用動向調査」より作成。
（注）図表 35 に同じ。2004～2008 年は「運輸業」。

(2) 将来の推計
2.1.2(1)将来推計の主な結果で見た、「労働力需給の推計（独立行政法人労働政策研究・
研修機構）」では、2030 年の運輸業の就業者数 は、ゼロ成長・労働参加現状シナリオでは
278 万人、経済再生・労働参加進展シナリオでは 302 万人であり、2014 年の実績値（317
万人）よりもそれぞれ 39 万人、15 万人減少すると推計している。
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また、「労働市場の未来推計（パーソル総合研究所）」では、運輸業の 2025 年の労働需
要は 352 万人、労働供給は 303 万人で、需給ギャップは－49 万人と推計されている。
また、「高齢化と産業構造に関する調査分析（三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株
式会社）」の低成長ケースでは、運輸業の 2030 年の労働需要は 325 万人、労働供給は 293
万人、需給ギャップは 33 万人と推計されている。2010 年の就業者数は 338 万人であり
（総務省「国勢調査」）、労働供給の減少が需要の減少を上回るため、需給ギャップが生じ
ると推計されている。
運輸業の中でも特にトラックやバスなどの自動車運転に関する職業に関しては、人手不
足が著しいことが指摘されている。国土交通政策研究所の調査によると、輸送・機械運転
従事者数は 2013 年の 224 万人から 2018 年には 198 万人、さらに 2023 年には 174 万人
と、2013 年と比べてそれぞれ 12％減、22％減となる見込み である。また同従事者に占め
る 50 歳以上の割合も 2013 年の 50％から 2018 年には 56％、2023 年には 63％と、さら
に高齢化が進展する見込みであり、今後、 自動車運転者の労働力不足の深刻化が懸念され
ている。 45

45

小田浩幸（2015）「自動車運転者の労働力不足の背景と見通し」『国土交通政策研究所報』第 56
号。
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＜参考＞
「(1)過去の実績」で示した総務省「労働力調査」（2015 年）における運輸業、郵便業の
年齢階級別就業者数が、「2.1.2 将来推計に関する調査」で示した独立行政法人労働政策研
究・研修機構（2015）
「労働力需給の推計」における全産業の（2014 年から）2030 年まで
の年齢階級別就業者数の年平均成長率と同率で変化すると仮定すると、建設業の 2030 年
の年齢階級別就業者数比率は以下の図表のように試算できる 。
また、2030 年から 2050 年まで、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
（平成 24 年 1 月推計）」における年齢階層別人口の推計値と同じ成長率で変化すると仮定
して、2030 年の上記推計値（試算値）に加減算すると、2050 年の年齢階層別就業者数比
率は以下の図表のように試算できる。
図表 41

＜参考＞運輸業、郵便業の年齢階層別就業者数の比率
（2030 年及び 2050 年の試算）
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（資料）2015 年（実績値）：総務省「労働力調査」より作成。
2030 年：2015 年実績値が、独立行政法人労働政策研究・研修機構（2015）「労働力需給の推
計」における（2014 年から）2030 年までの年齢階級別就業者数の年平均成長率と同率
で、2030 年まで変化すると仮定して試算。
2050 年：2030 年推計値（試算値）が、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
（平成 24 年 1 月推計）」における年齢階層別人口の推計値と同じ成長率で 、2050 年ま
で変化すると仮定して試算。

(3) 背景、課題
自動車関係産業の就業構造の現状は、いずれも高齢化が顕著に進んでおり、従事者の 平
均年齢は、全産業平均を大きく上回っており、旅客運送については、50 歳以上の就業者が
6 割超を占める 46。トラック運送など物流業界においても、中高年層の男性が主要な労 働力
として働いてきた経緯がある。不規則な就労形態や非効率な手荷物荷役作業、長時間拘束
の働き方、低賃金といった厳しい労働環境が相まって、若者や女性の就労割合が非常に低
い状況である。そのため、ベテランの現役世代が一線を退く時期に、深刻な労働力不足が
46

神澤直子（2015）「自動車関連産業における労働力不足への対策について」『運輸政策研究』Vol.17,
No.4。
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生じることが懸念されている。 47

47

井上豪（2014）「トラック運送業界における労働力不足の現状と対策」『物流問題研究』No.62。
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卸売業、小売業
(1) 過去の実績
2.1.1（過去の実績に関する統計調査 ）で見たように、卸売業、小売業の新規求人数は産
業別で見て医療、福祉に次いで多く、さらに 2009 年以降、増加傾向にある。未充足求人
数は年による変動が大きいものの、2009 年以降は増加傾向にある。常用労働者過不足判断
D.I.は、2009 年は「過剰」であったが、2010 年に「不足」に転じ、その後不足が増加傾向
にある。
総務省「労働力調査」の年齢階層別就業者数を 見ると、比率は全産業と同様の傾向を示
している。経年で見ても全産業合計と似た推移をしており、少子化の影響で、
「 15～24 歳」、
「25～34 歳」は減少を続け、団塊ジュニア世代の移動に伴い「35～44 歳」が減少に、
「45
～54 歳」は増加に転じ、団塊の世代の移動に伴い「55～64 歳」は減少に転じ、「65 歳以
上」は増加を続けている。
図表 42
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（資料）総務省「労働力調査」（2015 年）より作成。

図表 43

年齢階層別就業者数の推移（卸売業、小売業）
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（資料）総務省「労働力調査」より作成。
（注）図表 33 に同じ。
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厚生労働省「雇用動向調査」で学歴別の入職者数を見ると、全産業と同様の傾向を示し
ている。経年で見ると、2005～2008 年にかけて「高校」が大幅に減少していることが特徴
である。
図表 44

学歴別入職者数の比率（2014 年）
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（資料）厚生労働省「雇用動向調査」（2014 年）より作成。

図表 45

学歴別入職者数の推移（卸売業、小売業）
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（資料）厚生労働省「雇用動向調査」より作成。
（注）図表 35 に同じ。

(2) 将来の推計
2.1.2(1)将来推計の主な結果で見た、「労働力需給の推計（独立行政法人労働政策研究・
研修機構）」では、2030 年の卸売・小売業の就業者数は、ゼロ成長・労働参加現状シナリ
オでは 847 万人、経済再生・労働参加進展シナリオでは 956 万人であり、2014 年の実績
値（1,100 万人）よりもそれぞれ 253 万人、144 万人減少すると推計しており、これは全
業種中、最大の減少となっている。
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「労働市場の未来推計（パーソル総合研究所）」では、卸売・小売業の 2025 年の労働需
要は 1,164 万人、労働供給が 976 万人で、需給ギャップは－188 万人と推計されている。
また、「高齢化と産業構造に関する調査分析（三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株
式会社）」の低成長ケースでは、商業の 2030 年の労働需要は 1,137 万人、労働供給は 891
万人、需給ギャップは 246 万人と、最も需給ギャップが大きい業種と推計されている。2010
年の就業者数は 1,045 万人であり（総務省「国勢調査」）、労働需要が増加するにもかかわ
らず供給が減少するため、需給ギャップが生じると推計されている。
＜参考＞
「(1)過去の実績」で示した総務省「労働力調査」（2015 年）における卸売業、小売業の
年齢階級別就業者数が、「2.1.2 将来推計に関する調査」で示した独立行政法人労働政策研
究・研修機構（2015）
「労働力需給の推計」における全産業の（2014 年から）2030 年まで
の年齢階級別就業者数の年平均成長率と同率で変化すると仮定すると、建設業の 2030 年
の年齢階級別就業者数比率は以下の図表のように試算できる。
また、2030 年から 2050 年まで、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
（平成 24 年 1 月推計）」における年齢階層別人口の推計値と同じ成長率で変化すると仮定
して、2030 年の上記推計値（試算値）に加減算すると、2050 年の年齢階層別就業者数比
率は以下の図表のように試算できる。
図表 46

＜参考＞卸売業、小売業の年齢階層別就業者数の比率（2030 年及び 2050 年の
試算）
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（資料）2015 年（実績値）：総務省「労働力調査」より作成。
2030 年：2015 年実績値が、独立行政法人労働政策研究・研修機構（2015）「労働力需給の推
計」における（2014 年から）2030 年までの年齢階級別就業者数の年平均成長率と同率
で、2030 年まで変化すると仮定して試算。
2050 年：2030 年推計値（試算値）が、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
（平成 24 年 1 月推計）」における年齢階層別人口の推計値と同じ成長率で 、2050 年ま
で変化すると仮定して試算。
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(3) 背景、課題
小売業や後述の飲食サービス業において、労働力不足が課題となっている背景としては、
業務プロセスを標準化して経験のない人でもできる形にしたうえで、家計補助を目的に労
働意欲を持つ主婦層や学生アルバイトなど非正規労働者を雇用することで労働コストを低
減させる一方、積極的に店舗展開し、低価格で（低い利益率で）大量に販売することで利
益を上げるという、ビジネスモデル（ローコスト・オペレーション）を取ってきたことが
ある。
しかし、少子高齢化の進展により労働力が減少し続ける一方、各種サービス業をはじめ
とする新たな成長産業が雇用の受け皿とな るなかで、労働集約型で、非正規労働者が多く
定着率が低い小売業にとっては、一層の人手不足感が顕在化しつつあると言える。 48
また、店長・管理者を対象としたアンケート調査における「店長・管理者が職場で感じ
ている課題」
（上位 3 つまで）は、
「売り上げ予算の達成が難しいこと」に次いで、
「人が採
用できないこと」が多く、また、「休暇がとりにくいこと」「従業員がすぐ辞めてしまうこ
と」
「職場で頼れるメンバーがいないこと」などの回答率も高い。これらの結果から、十分
採用できないことに加え、採用できても一人前に育つまで定着させられていないことが、
人材不足に拍車をかけていると考えられる 。 49

産業構造審議会新成長政策部会・サービス政策部会サービス合同小委員会 第５回資料「資料 4
産業構造審議会新成長政策部会・サービス政策部会サービス合同小委員会中間とりまとめ（案）」
（http://www.meti.go.jp/committee/materials/g80422bj.html）、山田久（2014）「視点・論点：人手
不足にどう対処するか」NHK オンライン解説委員室、2014 年 7 月 2 日
（http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/192206.html）より作成。
49 小売・外食・運輸の大手企業の現場マネジメント職（店長・現場管理者など）を調査対象としたア
ンケート調査による。パーソル総合研究所（2016）「アルバイトが採れない！ データで見る人材不足
の現状」（http://rc.persol-group.co.jp/research/data/hitodata_004）。
48
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宿泊業、飲食サービス業
(1) 過去の実績
2.1.1（過去の実績に関する統計調査 ）で見たように、宿泊業、飲食サービス業の未充足
求人数は 2013 年に大きく増加している。常用労働者過不足判断 D.I.は、年により変動は
あるものの 2009 年以降はおおむね増加傾向に ある。
総務省「労働力調査」の年齢階層別就業者数を 見ると、全産業と比較して「14～24 歳」
の比率が高いのが特徴である。経年で見ると「65 歳以上」が急速に伸びており、また全産
業唯一「15～24 歳」の上昇がみられるのが特徴である。
図表 47
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（資料）総務省「労働力調査」（2015 年）より作成。

図表 48

年齢階層別就業者数の推移（宿泊業、飲食サービス業）
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（資料）総務省「労働力調査」より作成。
（注）図表 33 に同じ。2004～2008 年は「飲食店、宿泊業」。
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厚生労働省「雇用動向調査」で学歴別の入職者数を見ると、全産業と比較して「中学」
「高校」の比率が比較的高いのが特徴である。経年で 見ると、
「高校」の増加が著しいのが
特徴である。
図表 49
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（資料）厚生労働省「雇用動向調査」（2014 年）より作成。

図表 50

学歴別入職者数の推移（宿泊業、飲食サービス業）
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（資料）厚生労働省「雇用動向調査」より作成。
（注）図表 35 に同じ。

(2) 将来の推計
2.1.2(1)将来推計の主な結果で見た、「労働力需給の推計（独立行政法人労働政策研究・
研修機構）」では、2030 年の飲食店・宿泊業の就業者数は、ゼロ成長・労働参加現状シナ
リオでは 233 万人、経済再生・労働参加進展シナリオでは 300 万人であり、2014 年の実
績値（328 万人）よりもそれぞれ 95 万人、28 万人減少すると推計している。
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＜参考＞
「(1)過去の実績」で示した総務省「労働力調査」（2015 年）における宿泊業、飲食サー
ビス業の年齢階級別就業者数が、「2.1.2 将来推計に関する調査」で示した独立行政法人労
働政策研究・研修機構（2015）
「労働力需給の推計」における全産業の（2014 年から）2030
年まで の年 齢階 級別 就業 者数 の年 平均 成長 率と 同率で 変化 する と仮 定す ると 、建 設業の
2030 年の年齢階級別就業者数比率は以下の図表のように試算できる。
また、2030 年から 2050 年まで、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
（平成 24 年 1 月推計）」における年齢階層別人口の推計値と同じ成長率で変化すると仮定
して、2030 年の上記推計値（試算値）に加減算すると、2050 年の年齢階層別就業者数比
率は以下の図表のように試算できる。
図表 51

＜参考＞宿泊業、飲食サービス業の年齢階層別就業者数の比率（2030 年及び
2050 年の試算）
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（資料）2015 年（実績値）：総務省「労働力調査」より作成。
2030 年：2015 年実績値が、独立行政法人労働政策研究・研修機構（2015）「労働力需給の推
計」における（2014 年から）2030 年までの年齢階級別就業者数の年平均成長率と同率
で、2030 年まで変化すると仮定して試算。
2050 年：2030 年推計値（試算値）が、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
（平成 24 年 1 月推計）」における年齢階層別人口の推計値と同じ成長率で 、2050 年ま
で変化すると仮定して試算。

(3) 背景、課題
飲食サービス業に関しては、小売業と同様に、これまで非正規雇用者に依存するローコ
スト・オペレーションというビジネスモデルを取ってきたことが課題として指摘できる。
旅館業においても、常用雇用者に占める正社員・正職員以外の雇用者数（「非正社員」）
の割合は、55％と他産業に比べて高い水準にあ り、労働時間が長く、賃金が低いことなど
から、従業員の定着率が低いことが課題となっている 50。特に、観光地では、季節によっ
て、業務の量が激しく変動するため、非正規社員への依存度が高い特徴がある。

50

厚生労働省・国土交通省（2016）「旅館業に係る事業分野別指針」。
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医療、福祉
(1) 過去の実績
2.1.1（過去の実績に関する統計調査 ）で見たように、医療、福祉の新規求人数は産業別
で見て最大であり、さらに 2009 年以降、増加傾向にある。未充足求人数及び常用労働者
過不足判断 D.I.は、2010 年を底に以降はおおむね増加傾向にある。
総務省「労働力調査」の年齢階層別就業者数を 見ると、全産業と比較して「25～34 歳」
の比率が比較的高いのが特徴である。経年で見ると、「15～24 歳」を除き、すべての年齢
階層で就業者数が増加しているのが特徴である。
図表 52
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（資料）総務省「労働力調査」（2015 年）より作成。

図表 53

年齢階層別就業者数の推移（医療、福祉）
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（資料）総務省「労働力調査」より作成。
（注）図表 33 に同じ。
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厚生労働省「雇用動向調査」で学歴別の入職者数を見ると、全産業と比較して「中学」
「高校」の比率が高いのが特徴である。経年で 見ると、「高校」、「専修学校（専門課
程）」、「大学・大学院」の上昇が著しいのが特徴である。
図表 54
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（資料）厚生労働省「雇用動向調査」（2014 年）より作成。

図表 55

学歴別入職者数の推移（医療、福祉）
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（資料）厚生労働省「雇用動向調査」より作成。
（注）図表 35 に同じ。

(2) 将来の推計
2.1.2(1)将来推計の主な結果で見た、「労働力需給の推計（独立行政法人労働政策研究・
研修機構）」では、2030 年の医療・福祉の就業者数は、ゼロ成長・労働参加現状シナリオ
では 910 万人、経済再生・労働参加進展シナリオでは 962 万人であり、2014 年の実績値
（747 万人）よりもそれぞれ 163 万人、215 万人増加すると推計しており、これは全業種
中、最大の増加となっている。需要の拡大に伴って供給も増加するとの推計である（本推
計調査は、需要と供給のギャップについては推計していない）。
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一方、需給ギャップを推計している「高齢化と産業構造に関する調査分析（三菱 UFJ リ
サーチ&コンサルティング株式会社）」の低成長ケースでは、医療・保健・社会福祉・介護
業の 2030 年の労働需要は 993 万人、労働供給は 890 万人、需給ギャップは 103 万人であ
り、商業、対個人サービスに次いで需給ギャップが大きい業種と推計されている 。2010 年
の就業者数は 649 万人であり（総務省「国勢調査」）、労働供給の増加が需要の増加を下回
るため、需給ギャップが生じると推計されている。
職種別の推計としては 厚生労働省が検討会において推計値を公表している。 医師数につ
いては、2014 年の医師需要は 27.7 万人～30.0 万人、2015 年の医師供給は 27.4 万人、
2040 年の医師需要は 29.2 万人～31.5 万人、医師供給は 33.3 万人と推計されている 51。
看護職（保健師・助産師・看護師・准看護師）については、 2011 年は需要 140.4 万人、
供給 134.8 万人であったものが、2015 年は需要 150.1 万人、供給 148.6 万人になる、との
推計を厚生労働省の検討会が 2010 年に示している 52。
介護職に関しては、2025 年度の需要見込み（市町村により第 6 期介護保険事業計画に位
置付けられたサービス見込み量等に基づく推計）が 253 万人に対して、供給見込み（近年
の入職・離職等の動向に将来の生産年齢人口の減少等の人口動態を反映）は 215.2 万人と
推計されている 53。

医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会 第 6 回資料「参考資料 1：中間取りまとめ
（案）補足資料」（http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000124803.html ）。
52 「第七次看護職員需給見通しに関する検討会報告書」2010 年
（http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000z68f.html）。
53 厚生労働省（2015）
「2025 年に向けた介護人材にかかる需給推計(確定値）」
（http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000088998.html ）。
51
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＜参考＞
「(1)過去の実績」で示した総務省「労働力調査」（2015 年）における医療、福祉の年齢
階級別就業者数が、「2.1.2 将来推計に関する調査」で示した独立行政法人労働政策研究・
研修機構（2015）
「労働力需給の推計」における全産業の（2014 年から）2030 年までの年
齢階級別就業者数の年平均成長率と同率で変化すると仮定する と、建設業の 2030 年の年
齢階級別就業者数比率は以下の図表のように試算できる。
また、2030 年から 2050 年まで、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
（平成 24 年 1 月推計）」における年齢階層別人口の推計値と同じ成長率で変化すると仮定
して、2030 年の上記推計値（試算値）に加減算すると、2050 年の年齢階層別就業者数比
率は以下の図表のように試算できる。
図表 56

＜参考＞医療、福祉の年齢階層別就業者数の比率（2030 年及び 2050 年の試
算）
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（資料）2015 年（実績値）：総務省「労働力調査」より作成。
2030 年：2015 年実績値が、独立行政法人労働政策研究・研修機構（2015）「労働力需給の推
計」における（2014 年から）2030 年までの年齢階級別就業者数の年平均成長率と同率
で、2030 年まで変化すると仮定して試算。
2050 年：2030 年推計値（試算値）が、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
（平成 24 年 1 月推計）」における年齢階層別人口の推計値と同じ成長率で 、2050 年ま
で変化すると仮定して試算。

(3) 背景、課題
医師数については、医学部の入学定員の議論と関連して、充足しているか否かが議論の
的となっている。2005 年に設置された「医師の需給に関する検討会」では、前述したよう
に 2022 年には需要と供給が均衡し、マクロ的には必要な医師数は供給されるが、これは
短期的・中期的に、あるいは地域や診療科といったミクロの領域での需要が自然に満たさ
れることを意味するものではないとしており、近年は医学部の定員は暫定的に増員されて
いる。 54
54

医療従事者の需給に関する検討会 医療需給分科会（2016）「医療従事者の需給に関する検討会 医
師需給分科会 中間取りまとめ」（http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-
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看護職に関しては、現在働いている病院・施設での勤続年数が「1 年未満」が 9.3％、
「5
年未満」まで含めると 37.9％というアンケート調査結果があり、定着率が高くないことが
うかがえる。また、このアンケート調査では、仕事を辞めたいと「いつも思う」
「ときどき
思う」比率は計 75.2％で、辞めたい理由としては「人手不足で仕事がきつい」が 44.2％と
最多であった。また、仕事での「強い不満、悩み、ストレス」があるとの回答は 67.2％で、
その要因としては「仕事の量」が 46.6％と最多であった。 55
介護職に関しては、団塊世代が 2025 年以降に 75 歳以上の後期高齢者のライフステー
ジに到達するため、この前後の十数年間の人材不足が大きい と指摘されている。その理由
は、後期高齢者の人数が増加することに加え、 質的にも医療水準の向上により認知症の高
齢者が増加することが予測されるためである 56。一方、介護職の離職率は常勤労働者 の場
合は 23.4％と産業計の 11.5％より高い 57。その背景として、介護職に対するイメージと し
て「夜勤などがあり、きつい仕事」（65.1％）、「給与水準が低い仕事」（54.3％）、「将来に
不安がある仕事」
（12.5％）といったマイナスイメージが持たれていることが指摘されてい
る 58。

Soumuka/0000120207_6.pdf）。
日本医療労働組合連合会（2014）「看護職員の労働実態調査『報告書』」（『医療労働』臨時増刊、
2014 年 1 月）。
56 上林千恵子（2015）
「介護人材の不足と外国人労働者受け入れ―EPA による介護士候補者受け入れ
の事例から」『日本労働研究雑誌』No.662、2015 年 9 月。
57 福祉人材確保対策検討会
第 1 回資料 2「介護人材の確保について」
（http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000047527.html ）、原資料は（財)介護労働安定センター「平成
24 年度介護労働実態調査」、厚生労働省「雇用動向調査」。
58 同上、原資料は内閣府（2010）
「介護保険制度に関する世論調査」。
55
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まとめ
以上の 5 つの業種についての実績及び推計についての調査結果から、将来的に人手不足
が特に懸念される産業についての特徴について、整理する。
上述した 5 つの業種は大きく 3 つに区分することができる。
第一に、
「建設業」及び「運輸業、郵便業」が該当する、伝統的なブルー・カラーの職種
である。
建設業については、1990 年代後半以降の建設需要の低迷を受けて、就業者数が減少 して
いたが、2009 年以降、次第に需給バランスが悪化し、2010～2011 年以降に労働力不足が
顕在化してきた。さらに、2011 年の東日本大震災以降は建設需要が増加しているため、需
給ギャップが拡大しているとみられる。将来的には需要も供給も減少するが、供給の減少
が上回り、需給ギャップが生ずると見込まれている。また、若年労働者の減少により、高
齢化が進展している。一方で、今後は高齢の就業者の退職が見込まれるため、新規入職者
の確保が課題となっているが、推計調査結果はそれが進まないことを示唆している。その
背景には、建設需要拡大は一時的 とみられていること、就労環境の厳しさなどから 、若手
や女性など担い手の拡大が進まないことが指摘されている。
運輸業、郵便業 については、2009 年以降需給バランスが悪化 していること、若年層の比
率が低いことが特徴である。将来推計においては、供給減少が需要減少を上回ることから、
需給ギャップが生じると推計されている。今後は 、絶対数の多い団塊ジュニア層の高齢化
に伴い、ますます高齢者の比率が高まり、労働力不足が深刻化すると想定される。特に自
動車運転者に関しては、厳しい労働環境や低賃金といった待遇面の問題を背景として、若
者や女性の就労が少ない点が建設業と共通しており、ベテラン世代の退職によって、労働
需給悪化が深刻になる と懸念されている。
このように、両業種においては、いわゆる「3K」と呼ばれる就労環境の悪さや賃金を含
む待遇が低いというイメージから、若年層や女性の就労が進まず、就業者の高齢化が進展
している。一方で、就労にあたっては（後述の小売業や飲食業と異なり） 一定の技能の習
得が必要な場合が多く、誰でもすぐに就労が可能な職種ではないため、人材育成に一定の
期間が必要である。にもかかわらず、新しい人材の流入が進まないことから、今後は高齢
者の退職によって、人手不足に拍車がかかることが予想される。
第二に、
「卸売業、小売業」及び「宿泊業、飲食サービス業」が該当する、伝統的な対人
サービスの業種である。
卸売業、小売業については、2009 年以降、需給バランスが悪化しており、将来推計結果
では、労働需要が増加するにもかかわらず、供給が減少し、全産業中最大の需給ギャップ
が生ずると予測されている。小売業においては、これまでローコスト・オペレーションと
いうビジネスモデルが採用され、学生アルバイトや主婦パートなど 定着率の低い低賃金・
非熟練の非正規労働者に依存したビジネスモデルを構築してきた。しかし、少子高齢化の
進展や、他の労働市場との競争により、そうした労働者が確保 しづらくなり、人手不足感
が顕在化している。定着率の低さも課題となっている。
宿泊業、飲食サービス業については、若年層が多く、また 、増加しているのが特徴であ
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るが、その一方で、高齢者も急増している。また、学歴は中学卒、高校卒の比率が高い。
飲食サービス業では、小売業と同様にローコスト・オペレーションのビジネスモデル を取
っていることで、新たな人材獲得が難しくなる一方で 、定着率が低いという課題を引き起
こしている。旅館業においても正社員が少なく、労働時間が長く低賃金であることから、
従業員の定着率が悪いことが課題となっている。
このように、両業種においては、非正規職員等の待遇の低い就業者への依存度が高 いが、
一方で定着率が低いことから、労働市場全体のひっ迫に伴い、そうした人材の確保が難し
くなっており、今後も人手不足が継続・拡大することが懸念されている。
第三に、
「医療、福祉」が該当する、今後の成長が期待されている対人サービスの業種で
ある。
医療、福祉については、高齢化の進展等を背景に需要が拡大し、新規求人数の伸びが著
しく、それに伴い全年齢層で就業者数が増加している。しかし、不足感も強く、今後も就
業数は拡大する一方で、需要の増加がそれを上回り、需給ギャップが生ずると予測されて
いる。特に、介護職に関しては大きな需給ギャップが推計されている。介護職及び看護職
においては、仕事がきつく低賃金といったイメージを持たれており、これが供給増を制約
していると考えられる。
このように、本業種においては、第一、第二の業種と異なり今後の成長が予想されてお
り、供給も拡大すると予想されている一方で、就労環境の悪さ・低待遇のイメージから、
需要拡大に供給拡大が追い付かず、また、一定の技能の習得が必要なこともあって、人手
不足がさらに拡大すると懸念されている。
以上のように、今後の人手不足が懸念される業種は、賃金等の待遇が低水準にとどまり、
就労環境についてもよくないとのイメージがあることが、人手の獲得の障害になっている
ことが共通する。また、建設・運輸及び医療・福祉に関しては、一定程度の技能習得が求
められる場合が多いことが共通する。一方で、医療・福祉に関しては産業規模が拡大する
中での人手不足であるのに対して（労働需要は下回るものの労働供給自体は増加すると推
計されている）、建設・運輸に関しては産業規模の縮小が予想される中で人手不足であるこ
とが特徴である。
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外国人労働力が我が国の経済へ及ぼす影響
（外国人労働者と自国の労働者が同質の労働力と仮定すれば） 非熟練の外国人労働力が
我が国に流入すると、 一時的な影響としては、 労働の供給量が増えることで、需給バラン
スが変化し、賃金は低下すると考えられる。そして、不足していた労働力が 提供されるこ
とで、生産は増加すると考えられるが、産業全体としては、非熟練の労働力が増加するこ
とによって、生産性は低下すると考えられる。
しかし、上記の変化は、受入れ国の労働市場や経済の様々な側面に複合的な影響を与え
る。例えば、賃金が低下したことによって日本人の労働供給は減少する可能性がある。す
なわち、他の地域や業種・職種に流出したり、あるいはより高学歴化を図ったりする、と
いった変化が生じ、結果として当該労働市場への日本人労働力が減少する可能性がある。
そうなれば、労働需給は以前と同様の水準に戻り、賃金も生産量も元の水準に戻ることに
なる。
一方、企業にとって は、賃金が低下すればコスト競争力が高まることになり、非熟練労
働者の確保ができなければ縮小せざるを得なかった業務が、存続・拡大できることになる。
その結果、企業にとって、その業務の重要性が高まり、機械設備等の労働力以外の生産資
本を投じる必要性が高まる可能性がある。そうなれば労働需要が減少する可能性もあるが、
逆にその業務から撤退・縮小したり他地域に移転したりすることなく、非熟練労働の労働
需要が維持される可能性もある。
そのような場合、地域経済全体から見れば、非熟練労働に依存する業種の生産性が高ま
る一方で、非熟練労働に依存する業種が地域から撤退しないため、産業の高度化が進まな
い（地域全体の生産性が高まらない、低下する）可能性もある。
このように、非熟練外国人労働力の流入は、 労働者、企業の判断に影響を与え、さらに
地域経済のレベルでも様々な変化をもたらすと考えられる。以下では既存調査等における
検討・分析結果や主張について取りまとめる。

3.1 経済全体に与える総合的な影響
荻原・中島（2014） 59は外国人受入れが受入れ国の経済成長に与える影響を検証する た
め、人的資本蓄積・経済成長率に与える影響、イノベーションに与える影響 及び産業構造
の高度化に与える影響 、という観点から、関連する諸外国における先行研究のサーベイを
行っている。その中で、非熟練労働者の受入れに関しては、受入れ国の経済成長を低い水
準 で推 移 さ せ るこ と に な ると い う 研 究を 紹 介 し てい る 。 ま た、 1960 年 か ら 1985 年 の
OECD23 カ国のデータを用いて、移民の教育水準は自国労働者の 80%程度であり、移民が
増加すると受入れ国における人的資本の平均水準が低下し、 １人当たり経済成長率にマイ
ナスの効果をもたらしていると結論付けた研究についても紹介している。そのうえで、外
国人をやみくもに受け入れるのではなく、高度な技術・技能を有する生産性の高い外国人
を受け入れることで、イノベーションが促され、産業構造の高度化を 抑制することなく経
59

荻原里紗・中島隆信（2014）「人口減少下における望ましい移民政策－外国人受け入れの経済分析を
ふまえての考察－」RIETI Discussion Paper Series 13-J-018、2014 年 3 月。
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済成長は達成される、と述べている。
一方、後藤（2011） 60、後藤（2015） 61、Saito et al.,（2016） 62は外国人 労働者受 入れ
が日本の GDP に対してどのような影響を与えるのかについて考察している。後藤（ 2011）
は一般均衡論的分析手法に基づき経済モデルを構築し、シミュレーションを行った結果、
受入れ数が 120 万人の場合は GDP を 1.6%（8 兆円）、300 万人では 3.8%（20 兆円）、1,000
万人では 13.4%（71 兆円）上昇させ、特に介護など第 3 次産業への経済的インパクトが大
きいと結論づけている。一方、後藤（2015）は、日本における外国人労働者の経済的イン
パクトについて、定住移民と出稼ぎ的外国人労働者 （本国への送金が大きい点等が定住移
民と異なる）とで区別している。そして、出稼ぎ労働者の受入れは、 賃金低下により非貿
易財（道路清掃、メイド等）の価格が低下し、国内労働者の所得低下と消費者にとっての
安価なサービスの享受に帰結すること、外国人労働者の本国送金による 国外への持ち出し
（国内消費の減少）等、プラス・マイナス双方の影響が生じるが、シミュレーションの結
果、大規模な受入れであれば受入れ国の厚生にプラスであり、小規模の受入れの場合はマ
イナスである、と結論づけている。
Saito et al.,（2016）は 2010 年から 2030 年に、日本人の労働人口の減少量の半分に等
しい外国人非熟練労働者が流入する、という設定で、応用一 般均衡モデルによるシミュレ
ーションを行った結果、受け入れる外国人労働者が全て非熟練労働者である場合、日本の
GDP は 6.5%増加すると示している。一方で、GDP の増加によって増加する所得の多くが
外国人の所得になるため、日本人の所得の増加は 1.5％にとどまるとしている。また、日本
の非熟練労働者の賃金 が低下する一方で、熟練労働者の賃金を上昇させるとしている。さ
らに、外国人労働者を受け入れる部門を農林水産、建設、医療・介護に限定した シミュレ
ーションにおいては、外国人労働者の流入による賃金低下により、日本人労働者が他部門
に移るため、受け入れた部門の生産は増えないとしている。

3.2 産業構造の変動に対する影響
中村他（2009） 63は、外国人労働者の導入が、①生産性の高い資本の導入を阻害して い
るかどうか、②企業の退出・参入行動にどのような影響を与えているか 、を分析している。
事業所・企業統計調査 等を用いた分析から、労働集約度や非熟練労働者比率が高い企業で
は、外国人労働者の受入れが企業の残存確率を高めるのに対し、それらの指標が低い企業
では、逆に残存確率を低下させる。これらの分析結果から、 短期的に外国人労働者導入を
行った企業のうち、より非熟練労働集約的な技術に特化した企業は 、中長期的にも一定の

後藤純一（2011）「外国人労働者受入れの経済的インパクト」『 SPF PROGRESS Now』Vol. 0 創
刊準備号、2011 年 6 月。
61 後藤純一（2015）
「少子高齢化時代における外国人労働者受入れ政策の経済学的分析」『国際経済』、
2015 年 8 月。
62 Muneyuki Saito, Shinya Kato and Shiro Takeda (2016) “Effects of Immigration in Japan: A
Computable General Equilibrium Assessment”, SSRN Electronic Journal , Jul 2016.、武田史郎
「外国人労動の受け入れについてのシミュレーション分析の論文」（http://shirotakeda.org/blogja/?p=3093）。
63 中村二朗・内藤久裕・神林龍・川口大司・町北朋洋（2009）
『日本の外国人労働力：経済学からの検
証』日本経済新聞出版社。
60
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市場競争力を確保している可能性がある一方で、非熟練の外国人労働者の導入は 、マクロ
的に見て、中長期的な産業構造の高度化を遅らせる可能性があることを示唆しているとし
ている。
一方、小野（2008） 64 は、外国人労働者の受入れは、労働集約的な産業を温存させるこ
とでイノベーションの機会を奪うことを指摘している。また、外国人ブルー・カラーの受
入れは、日本企業のブルー・カラー労働者の流動化を意味することとなり、それは技能の
熟練度を引き下げ、国際競争力を低下させる、という懸念を指摘している。さらに、構造
的要因によって経営が成り立たなくなった企業は、すみやかに市場から退出することが望
ましい、という考え方から、外国人労働者の受入れで人手不足に悩む中小企業を救済する 、
という考え方への異論を示している。

3.3 労働市場に対する影響
自国民の雇用に対する影響
小崎（2015） 65は移民受入れの経済学的効果についての理論的な考察から、完全競争 市
場における外国人の受入れは、賃金を低下させることによって雇用を増加させるが、賃金
硬直性を持つ経済で移民を受け入れれば失業が発生する、と結論づけている。
荻原・中島（2014）は外国人受入れが受入れ国の雇用・失業に与える影響についての 諸
外国の研究をサーベイしている。研究対象とする国や時期によって効果にばらつきがあり、
一定の結論が出ていないこと、大きな影響を与えると主張する研究も 中には存在するが、
多くの研究では影響は小さいとしている、とまとめている。失業率への影響についても、
効果が小さいとしている研究や、短期的には上昇するが中長期的には低下させるとしてい
る研究を紹介し、失業率が低下する理由として、労働需要が次第に増加することで失業率
の調整がなされるといった指摘をしている。
パウエル（2016） 66も、米国における受入れ国の労働者の賃金と雇用 に移民が及ぼす 効
果の分析研究によれば、移民はおそらく雇用を減少させる効果をもっているが、その効果
は小さく、また一時的であることが示されている 、と述べている。
一方、日本に関する研究では、中村他（2009）は、国勢調査等のデータから、地域にお
ける外国人労働者導入比率の差異が、当該地域の日本人の地域間労働移動、労働市場から
の退出及び若年層のキャリア選択に影響を与えているかを分析している。その結果、外国
人労働者の導入が大きいほど高卒・大卒ともに日本人労働者の他地域への流出が多いこと
（特に高卒で顕著）、市場からの退出への影響は有意ではないものの高卒女性については
外国人労働者の受入れが多くなると市場からの退出が有意に増加すること、外国人労働者
受入れにより高校を卒業した若者が当該地域の就業ではなく大学 等への進学を選択する可
能性が高いと示唆されたこと、を示しており、これらから外国人労働者と代替的とみられ
る低学歴の日本人労働者にクラウディングアウト効果が見られる としている。

64

小野五郎（2008）『外国人労働者受け入れは日本をダメにする』洋泉社。
小崎敏男（2015）「移民受け入れの経済学的検討」『東海大学紀要政治経済学部』第 47 号。
66 ベンジャミン・パウエル（2016）
『移民の経済学』（薮下史郎・佐藤綾野・鈴木久美・中田 勇人訳)
東洋経済新報社。
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自国民の賃金に対する影響
小崎（2015） 67は移民受入れの経済学的効果を 、理論的な考察から、｢3.3.1 自国民の雇
用に対する影響｣で述べたとおり、完全競争市場における外国人の受入れは、賃金を低下さ
せることによって雇用を増加させるとし、さらに、非熟練労働者を受 け入れると賃金格差
が拡大すること、正規労働者と非正規労働者、大企業と中小企業といった二重労働市場で、
外国人労働者に対する「差別」がある場合、外国人労働者を受入れ ると賃金格差が拡大す
ることを示している。
荻原・中島（2014）は外国人受入れによる賃金率への影響を分析した諸外国の研究サー
ベイから、多くの研究で賃金率への影響は小さいと主張していることを明らかにした。た
だし中には大きな影響を与えると主張する研究も存在し、定量的にも効果は一定していな
いとしている。このように効果が異なる背景として、適切に因果関係が考慮できていない
という問題がある。特に、技術革新など の第 3 の要因（観察できない要因）による効果は、
賃金構造を変化させるだけではなく、移民の流入にも同時に影響を与えるため、移住が 、
移民自身による選択の結果なのか、技術革新などのその他の要因によって生じている結果
なのか、を識別することがきわめて難しい としている。また、労働力の異質性を考慮する
など、外国人受入れの効果を個別に細かく見ていくと、労働者間で外国人 受入れによる賃
金率への影響は異なる としている。例えば、熟練労働者の賃金率は上昇したが、非熟練労
働者の賃金率は低下したという結果や、すでに受入 れ国で働いている外国人労働者の賃金
は低下させるものの、自国民労働者への優位な影響はなかったという結論を導いている研
究等を紹介している。
神野（2013） 68 も、既存研究のサーベイから、移民の受入れ国における賃金率への影響
はプラス・マイナスがあるものの、それほど大きくないことが実証的に示されており、こ
れは労働者が補完的であること、あるいは 、受入れ国側の人的資本蓄積が促進される影響
が大きいためであることが考えられる、と述べている。
パウエル（2016）も、米国における受入れ国の労働者の賃金に移民が及ぼす効果の分
析研究によれば、移民はおそらく賃金を減少させる効果を もっているが、その効果は小さ
く、また一時的であることが示されていると述べている。
一方、Saito et al.,（ 2016）は｢3.1 経済全体に与える総合的な影響｣で述べているとおり 、
受け入れる外国人労働者がすべて非熟練労働者である場合、日本の GDP は 6.5%増加する
が、GDP の増加によって増加する所得の多くが外国人の所得となるため、日本人の所得の
増加は 1.5％にとどまり、日本の非熟練労働者の賃金が低下する一方で、熟練労働者の賃
金を上昇させるとしている。
また、中村他（2009）は、個人事業所において、実際に外国人を雇用しているかどうか
によって、日本人の賃金が異なるかどうかを実証的に検証しており、その結果 、わが国に
おいては、外国人労働者の導入が自国民の賃金に対して負の影響を持つという事実を指摘

67
68

小崎敏男（2015）「移民受け入れの経済学的検討」『東海大学紀要政治経済学部』第 47 号。
神野真敏（2013）「「理論と実証(4): 移民」山重慎二・加藤久和・小黒一正（編）『人口動態と政策－
経済学的アプローチへの招待』日本評論社。
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することはできず、むしろ、外国人労働者を雇用している事業所では学歴の低い労働者（高
卒）ほど初任給が高い傾向があることが示されている 、としており、外国人の雇用が日本
人の賃金に正の効果を持つことが示唆されたとしている。さらに、外国人労働者を多く受
け入れている地域とそうでない地域における日本人労働者の賃金に対する教育年数の効果
を比較し、前者は賃金に与える教育年数の効果が相対的に低いことを確認した。すなわち、
外国人労働者を多く雇用している地域では、相対的に低い技能を持った労働者と 、それに
対応した資本との組み合わせを採用し、相対的に技能の低い労働者の需要を拡大させると
ともに、他地域に比べて彼らに高い賃金を提示している可能性を示唆している。

3.4 財政負担
荻原・中島（2014）は、諸外国における研究成果をサーベイし、ネットで見た場合、自
国民に比べて移民のほうが税・社会保障負担が小さく、社会保障給付を多く得ていること
から、移民はコストを生じさせているとする研究結果が数多く存在する一方、移民はベネ
フィットを生じさせているとする研究結果も多く存在する ことを指摘する。同様に、財政
に与える影響に関する研究でも、移民は財政を支え、将来世代の負担を軽減することを確
認している研究もあれば、財政の健全化には寄与しないとする研究も存在し、両主張が対
立している状況である 、としている。
神野（2013）は既存研究のサーベイから、移民を受入れるのであれば、次世代を含めた
教育コストも考慮する必要があり、そのため財政負担が増える可能性があるが、十分な移
民を確保できれば総合的な便益は改善されることを示している。
一方、日本に関する研究では、Imrohoroglu et al.（2015） 69は外国人労働者が 10 年間
日本に滞在すると仮定し、最終的に総労働力の 4%から 16%にあたる外国人労働者を受入
れた場合、労働力不足による財政負担増をどの程度緩和できるかについて、消費税率を用
いて分析している。その結果、外国人労働者の受入れ人数や各労働者の技術水準次第では
日本の財政不均衡是正に大きく貢献し、高齢化に伴う消費税の短期的な増加を抑制するこ
とが可能となると結論づけている。
また、西澤・和田（2008） 70は、日本が移民と「出稼ぎ型」
（5 年で帰国と想定）の外国
人労働者をそれぞれ 5 万人受け入れるという前提で、その便益（税収及び社会保険料）と
費用（行政サービス）を試算している。家族に送金するため日本での生活を切り詰め、ま
た 5 年後に帰国するため人数の増えない「出稼ぎ型」よりも、家族で国内消費を増やして
いき、帰国しないため人数が増えていく移民型のほうが、収支（便益から費用を引いたも
の）は大きく、30 年目の収支は、移民は 3.8 兆円の黒字、出稼ぎ型は 3.1 兆円の黒字にな
ると述べている。

Selahattin Imrohoroglu, Sagiri Kitao and Tomoaki Yamada (2015) “Can Guest Workers Solve
Japan's Fiscal Problems?” RIETI Discussion Paper Series 15-E-129、同論文のノンテクニカルサマ
リー「外国人労働者の受け入れにより日本の財政問題は解決可能か？」
（http://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/15e129.html）。
70 西澤隆・和田理都子（2008）
「外国人受け入れの経済効果シミュレーション」『エコノミスト』
86(3)30、2008 年 1 月。
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諸外国における外国人受入れ制度の状況
4.1 韓国
制度の概要
1980 年代後半から労働力不足に陥った韓国は、研修制度を利用した外国人労働者や韓
国系外国人の受入れを開始した。その後、ブローカーによる不正行為、外国人労働者の不
法滞在や人権侵害等が問題となったこと、また、中小企業の労働力不足への対応 が求めら
れていたことなどを理由として、外国人労働者を、非専門職人材として特定の分野に限定
して受け入れる「雇用許可制」を導入した（2004 年）。雇用許可制とは、国内で労働者を
雇用できない韓国企業が、政府から許可を受けて外国人労働者を雇用できる制度であり 、
外国人を了解覚書（MOU）の締結をしている送出し国（後述）から受 け入れる一般雇用許
可制（在留資格：E-9（非専門就業））と、韓国系外国人（在外同胞）を受 け入れる特例雇
用許可制（在留資格：H-2（訪問就業））がある 71。なお、図表 57 に示すように、韓国に
おける非専門職外国人材は増加傾向にある。
図表 57

非専門職外国人材の推移（不法滞在者は除く）（単位：人）

区分
総計
一般雇用許可制（E-9）
特例雇用許可制（H-2）

2005年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年
104,348 199,620 362,460 454,431 461,203 460,168 488,900
52,305 115,122 134,012 156,429 158,198 177,546 189,190
52,403
84,498 228,448 298,002 303,005 282,622 299,710

（資料）独立行政法人労働政策研究・研修機構（2013）。
（原資料）雇用労働部資料より作成。

一般雇用許可制では、まず、送出し国が作成した求職者リスト（後述）をもとに、韓国
産業人力公団 72が外国人求職者名簿を作成、管理する。外国人労働者の雇用を希望す る雇
用主は、韓国人労働者を雇用できないことを証明する（後述）と、 名簿に掲載された外国
人求職者の中で雇用主の条件に合った者 について、雇用支援センター 73から推薦を受ける
ことができる。その候補者から雇用主が採用を決めると、雇用許可書が発行され、雇用主
と外国人求職者の間で雇用契約を締結することができる（多くの場合、韓国産業人力公団
が代行）。次に、雇用主が、法務部にビザの発行認定書の発給申請 を行って外国人労働者に
送付して、外国人労働者は韓国公館にビザ発行を申請し、発給を受ける。外国人労働者は、
非専門就業（E-9）ビザで入国、登録を行い、就業教育を受けたうえで、就業が認められる
74 。就業教育の期間やカリキュラムは国が定めており、 費用は雇用主が負担、教育は 業種

ごとに業界団体が行う 。
雇用許可制には、外国人労働者の選抜、受入れ、管理、帰国支援までの全プロセスを公
共機関が主導するという特徴がある。送出し国における選抜等も公共機関が行い、ブロー
71
72
73
74

佐野（2014）より作成。
韓国労働部傘下の機関で、韓国内外の就労者の育成や海外の就労支援等を行う。
韓国労働部の関係機関で、全国的な組織を持つ。日本のハローワークに相当。
佐野（2014）より作成。
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カー等の民間団体の関与を制限することで 、求職コストを抑える仕組みになっており、人
材の平均送出し費用は 3,500 ドル（2001 年）から 927 ドル（2011 年）に減少している（調
査により費用の数値には乖離がある） 75。以前の研修制度では、研修生は送出し国側 の機
関に莫大な賄賂を支払うことがあり、その費用を取 り戻し、かつ、貯蓄をしようとするこ
とが、韓国に長期間不法に滞在すること につながっていた 76。雇用許可制の導入後は、そ
うした状況が改善され、80％にも達していた外国人労働者の不法滞在率は、16.3％にまで
減少している 77。また、研修制度では、形式的には研修生 であった外国人労働者の権 利は
保障されていなかったが、雇用許可制の導入後は 、韓国人と同様の労働関係法が適用され
ている（後述）。人権侵害は依然として残っているものの 、改善は見られ、例えば、導入以
前は研修先からの離脱を防止するために、外国人労働者がパスポートや外国人登録証を取
り上げられることが多々あったが、その割合は 48%（2005 年）から 25.8%（2009 年）に
減少している 78。

入国の条件に関する事前の取り決め
(1) 送出し国との関係性 79
国家総理 80 の下に設置されている 外国人労働者政策委員会 81 が、外国人労働者受 入 れ 政
策に関する重要事項を決定している。同委員会 の方針を実行する組織として、雇用労働部
に、政労使の委員で構成される外国労働者政策実務委員会が設置されており、この実務委
員会と送出し国政府との間で了解覚書（MOU）を締結している。一般雇用許可制において、
MOU を締結しているのは、ベトナム、フィリピン、タイ、モンゴル、インドネシア、スリ
ランカ、中国、ウズベキスタン、パキスタン、カンボジア、ネパール、ミヤンマー、キル
ギス、バングラデシュ、東ティモールの 15 か国である（特例雇用許可制は、中国や旧ソ連
地域諸国の韓国系外国人を対象としている）。
送出し国の公共機関は、国内で求職者を募集、求職登録に必要な条件（雇用許可制韓国
語能力試験（EPS-TOPIC）82や技能試験等の成績、実務経験、犯罪歴等）に基づいて選定
を行い、外国人求職者名簿を作成する。MOU によって、送出し機関は、政府あるいは政府
所管の公共団体とすることが定められ、送出しの公式費用も協議で決定している。
仮に、MOU に反して不正が見つかった場合には、2 年毎の MOU の更新の際に更新を見
送ったり、受入れ人数の停止や縮小、送出し機関の変更が行われたり 、といった措置が講
じられる。実際の例では、過去にインドネシアで不正があり、 2005 年 6 月から 2006 年 4
月まで送出し停止措置が取られたことがある。
75

佐野（2015）より作成。
独立行政法人労働政策研究・研修機構（2015）より作成。
77 独立行政法人労働政策研究・研修機構（2014）より作成。
78 佐野（2015）より作成。
79 佐野（2014）より作成。
80 大統領の命を受けて、各中央行政機関の長を指揮・監督する機関。
81 外国人労働者の受入れに関する重要事項を決める最上位の政策決定機能で、企画財政部、雇用労働
部、法務部、産業通商資源部、中小企業及び関係中央行政機関の次官クラスなど 20 名で構成され、
国務調整室長（長官）が委員長を務める。国務調整室は、国務総理を補佐する機関。
82 韓国産業人力公団による、外国人労働者選抜時に実施される試験。
76
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(2) 労働力が不足する分野の特定
前掲の外国人労働者政策委員会が 、雇用許可制による受入れ人数を決定し、これをもと
に、労働部長官が、業種別雇用許可人数や事業所別雇用基準等を決める。一般雇用許可制
での受入れ業種は、製造業、建設業、農畜産業、漁業、サービス業 （建設廃材業、冷凍倉
庫業、リサイクル収集・販売業、出版業） である（特例雇用許可制での受入れ業種は、一
般雇用許可制で就業できる業種の他、飲食業、家事業等、合計 38 業種である） 83。
図表 58

区分
総計
新規入国外国人
再入国外国人

2017 年の各業種受入れ人数（単位：人）

製造業
農畜産業 漁業
建設業
サービス業
42,300 + α 6,600 + α 2,600 + α 2,400 + α
100 + α
30,200 + α 5,870 + α 2,450 + α 2,390 + α
90 + α
12,100
730
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10

（資料）Employment Permit System ウェブサイトより作成。

(3) 在留期間 84
在留許可期間は 3 年である。ただし、雇用主の申し出があれば 1 年 10 か月延長して在
留できる。

(4) 更新の可否 85
在留期間終了後、引き続き同じ企業に勤め続ける場合、雇用主の申し出があれば、一時
帰国後、さらに 4 年 10 か月の間（3 年間＋1 年 10 ヶ月の延長）、韓国に在留できる。すな
わち、本制度による在留期間の最大年数は 9 年 8 か月になる。一時帰国の期間は 6 か月で
あるが、誠実に勤務したことが認められると、「誠実勤労者再入国支援制度」（ 2012 年～）
が適用され、3 か月後に再入国可能となり、EPS-TOPIC と入国前・後就職教育が免除され
る。適用要件は、就職期間中に事業所の変更がないこと、農畜産業・漁業・50 人以下の製
造業に勤務していること、再入国後に対して 1 年以上の勤労契約を締結していること等で、
これらすべてを満たす必要がある。

(5) 長期滞在・定住の仕組み
図表 59 に示すように、一定条件を満たせば E-9（非専門就業）を F-2（居住）や E-7（特
定活動）に、F-2（居住）や E-7（特定活動）を F-5（永住）にそれぞれ切り替えることが
できる。

83
84
85

佐野（2014）より作成。
佐野（2014）より作成。
佐野（2014）より作成。
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図表 59

長期滞在・定住の仕組み
E-9（非専門就業）

以下の要件が求められる。
• 過去10年以内に4年以上就業
• 必要なスキル、もしくは資格を保有、また
は所得が一定額以上
• 一定額以上の資金を保有
• 標準程度の教育を受け、韓国の法律を順守

F-2（居住）

業種によって異なるが、以下のような要件が求
められる。
• 過去10年以内に4年以上関連業務に就業
• 35歳未満
• 2年生大学卒業以上
• 必要な資格を保有、または賃金が同一職種
の平均賃金以上
• 韓国語能力試験2級以上、または韓国移民統
合プログラムを修了 等

E-7（特定活動）

•

5年連続滞在 等

F-5（永住）
（資料）Ministry of Justice Korea Immigration Service（2015）より作成。

(6) 受入れプロセス 86
外国人労働者の雇用を希望する雇用主は、7 日間（新聞に求人を掲載した場合は 3 日間）
にわたり国内での求人を実施しても労働者を確保できなかった場合に限り、雇用支援セン
ターから人材不足証明書が発行され、外国人労働者の雇用許可を申請することができる。

入国後の仕組み
(1) 労働移動の制限 87
一般雇用許可制では原則 3 回までの勤め先変更が許可されており、特例雇用許可制では
勤め先の変更は自由である。

(2) 外国人労働者の権利保護 88
「外国人勤労者雇用等に関する法律」（22 条）に差別禁止が明文化されており、外国人
労働者は就労期間中、韓国人と同じ労働関係法が適用される。

86
87
88

佐野（2014）より作成。
佐野（2014）より作成。
佐野（2015）より作成。
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課題、最近の動向
(1) 課題 89
法務部の調査によると、2013 年には、調査対象者の 35%の外国人労働者が差別を経験
したことがある。また、外国人 10 万人当たりの犯罪（検挙者数）は、2001 年 763 人であ
ったが、2013 年には 1,585 人に増加している。さらに、政府が外国人労働者の選抜、導
入、管理等のすべてのプロセスに関与することにより、行政コストの増加、受益者（中小
企業）と負担者（国民）の不一致、民間企業の事業機会の喪失等の問題が発生していると
の指摘がある。

(2) 最近の動向 90
2017 年には、送出し国にラオスが追加される予定である。また 2019 年までに、優秀な
外国人労働者を選抜するための総合的な評価選抜体系（ EPS-TOPIC、技能水準、実務経験
等）を、すべての送出し国に適用する計画である。

主要参考文献
・佐野孝治（2014）
「韓国における「雇用許可制」の社会的・経済的影響―日本の外国人労
働者受入れ政策に対する示唆点(1)―」『福島大学地域創造』第 26 巻第 1 号、2014 年 9
月
・佐野孝治（2015）
「韓国における「雇用許可制」の社会的・経済的影響―日本の外国人労
働者受入れ政策に対する示唆点(2)―」『福島大学地域創造』第 26 巻第 2 号、2015 年 2
月
・朴英凡（韓国産業人材公団理事長）
（2016）
「【コラム】外国がベンチマーキングする韓国
の「外国人雇用許可制」」中央日報（日本語版）ウェブサイト、2016 年 9 月 5 日
http://japanese.joins.com/article/259/220259.html
・独立行政法人労働政策研究・研修機構（2013）
『諸外国における高度人材を中心とした外
国人労働者受入れ政策―デンマーク、フランス、ドイツ、イギリス、EU、アメリカ、韓
国、シンガポール比較調査―』JILPT 資料シリーズ No.114、2013 年 3 月
・独立行政法人労働政策研究・研修機構ウェブサイト（2014）
「導入から 10 年目を迎えた
雇用許可制の近況」
http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2014_10/korea_02.html
・独立行政法人労働政策研究・研修機構ウェブサイト（ 2015）
「主要国の外国人労働者受入
れ動向：韓国」
http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2015_01/korea.html

89
90

佐野（2015）より作成。
朴（2016）より作成。
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・Employment Permit System ウェブサイト「業種別受入れ人数」2017 年 2 月 10 日アク
セス
https://www.eps.go.kr/eo/EmployPerSystem.eo?natNm=ph&tabGb=02#main
・Ministry of Justice Korea Immigration Service（2015）“VISA INSTRUCTION GUIDE”
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4.2 台湾
制度の概要 91
台湾では 1980 年代から、国民の高学歴化や所得向上に伴い、
「3K」業界への就労者が大
幅に減少した。一方で、高度経済成長の影響で 、国内投資及び公共事業が拡大したため、
非熟練労働者の不足問題は深刻となった。同時に、東南アジア諸国や中国の産業競争力が
向上したため、コスト削減による 国際競争力向上が課題となっていた。
台湾政府は、外国人労働者を受け入れない方針としていたが、社会の インフラ整備にお
ける国家プロジェクトを推進するため、1989 年に、建設業のみ外国人労働者を受け入れる
政策を打ち出し、1990 年に「十四項重要建設工程人力需求因応措置法案」が成立したこと
で、外国人労働者の合法的な受け入れを開始した。1991 年には、外国人受入れの基盤とな
る「就業服務法」が成立し、1992 年には「雇用主の外国人雇用に係る許可及び管理弁法」
が施行され、建設を始め、介護等の分野でも非熟練労働者を受 け入れ始めた。
その後、「外国人が就業服務法第 46 条 1 項 8 号から 11 号に規定される業務に従事する
際の資格及び審査基準」(2004 年)、「外国人労働者の重点政策と受入れ業種に関する新た
な指針」(2005 年）などの制度の整備が進められた。
2016 年に改正された「就業服務法」によると、外国人労働者は下記の 11 項目の仕事に
従事することができる。また、⑧から⑪までは、非熟練労働者として、法定労働期限を明
記した書面労働契約が必要である。
図表 60

就業服務法による外国人労働者の仕事の範囲

①専門性・技術性がある仕事
②政府の許可を受けた事業の経営者
③学校教師
④短期専任外国語教師
⑤スポーツ選手やコーチ
⑥宗教・芸術に関係ある仕事
⑦商船など交通部門の許可を受けた船のスタッフ
⑧海洋漁業
⑨家庭ヘルパーや介護スタッフ
⑩中央主管機構 92指定の重要プロジェクトや経済社会発展に関する職に従事する人
⑪国内人材不足のため、業務上外国人 の採用が必要なその他の仕事（中央主管機構の許
可を受ける）
（資料）就業服務法第 46 条。

さらに、
「雇用主の外国人雇用に係る許可及び管理弁法」では外国人を下記のように 4 つ
に分類している 93。非熟練労働者は第二類外国人に該当する。

91

江（2014）より作成。
就業服務法における「主管機構」とは、レベルによって、労働部、直轄市政府、県(市)政府のいずれ
になる。中央主管機構は労働部となる。
93 就業服務法第 46 条に規定された仕事のうち⑦については、台湾での仕事ではないため、言及されて
いない。
92
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図表 61

台湾における外国人の分類

第一類外国人：就業服務法第 46 条に規定された仕事①から⑥ に従事する人
第二類外国人：就業服務法第 46 条に規定された仕事⑧から⑪ に従事する人
第三類外国人：留学生（就業服務法第 50 条）
第四類外国人：難民、連続就労 5 年以上の者、中華民国戸籍を持つ人の直系親族、永住者
（資料）雇用主の外国人雇用に係る許可及び管理弁法第 2 条。

第二類外国人の人数は増加傾向にあり、2016 年（9 月）には 609,272 人と、2001 年の
約 2 倍に増加している。2011 年以降は、家庭ヘルパーや介護スタッフ以外の第二類外国人
の増加が顕著である。
図表 62

第二類外国人の人数推移（単位：人）

2001 年

2011 年

2012 年

2013 年

2014 年

2015 年

2016 年
(9 月）

112,934

197,854

202,694

210,215

220,011

224,356

232,520

その他の第二類外国人

191,671

227,806

242,885

278,919

331,585

363,584

376,752

計

304,605

425,660

445,579

489,134

551,596

587,940

609,272

家庭ヘルパーや介護ス
タッフ

（資料）労働部資料より作成。

入国の条件に関する事前の取り決め
(1) 送出し国との関係性 94
台湾は、タイ、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム 及びモンゴルとの間
で、それぞれ二国間協定を締結し、製造業と介護分野を中心に外国人労働者を受け入れて
いる。

(2) 労働力が不足する分野の特定 95
前述のとおり、台湾が受け入れる第二類外国人（非熟練労働者）は就業服務法において
規定している。その分野は以下の図表のように規定されている 。

94
95

施（2007)、施（2013）より作成。
「外国人が就業服務法第 46 条 1 項 8 号から 11 号に規定される業務に従事する際の資格及び審査基
準」。
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図表 63

台湾における第二類外国人の従業分野

就業服務法の規定

区分

仕事の内容

⑧海洋漁業

海洋漁業

海洋漁業の船員、関係ある肉体労働者

⑨家庭ヘルパーや介

家庭ヘルパー

家庭内の家事関係の仕事

施設介護

中度以上心身障害者向けの長期看護施設や、慢

護スタッフ

性病患者の看護がある病院で収容されている
心身障害者あるいは病人の日常生活を介護す
る仕事
在宅介護

家庭で、心身障害者又は病人の日常生活を介護
する仕事

派遣介護

雇用主と介護契約がある家庭に派遣され、心身
障害者又は病人の日常生活を介護する仕事

⑩中央主管機構指定

製造業

の国の重要プロジ
ェクトや経済社会

る肉体労働
建設業

発展に関する職に
従事する人

直接的に製品を製造する仕事、又は製造に関す
建設現場若しくは関連する場所で建設に従事
する仕事、又は建設に関連する肉体労働

屠殺業

直接に屠殺業務に従事する仕事、又は関係ある
肉体労働

その他

国内人材不足の産業のための仕事（中央主管機
関の許可を得る）

⑪国内人材不足のた

通訳

海洋漁業、製造、建設、家庭ヘルパー、在宅介

め、業務上外国人 の

護、施設介護などに従事する外国人に指導管理

採用が必要なその

をする上での通訳をする仕事

他の仕事

食事関係

海洋漁業、製造、建設、家庭ヘルパー、在宅介
護、施設介護などに従事する外国人に料理を提
供する仕事

その他

国内 人材 不足 の産 業の ため の仕 事 (中 央主 管機
関の許可を得る）

（資料）「外国人が就業服務法第 46 条 1 項 8 号から 11 号に規定される業務に従事する際の資格及び審
査基準」第 3 条～第 5 条より作成。

(3) 在留期間 96
在留期間は 3 年が上限である。

(4) 更新の可否 97
第二類外国人（「国内人材不足のため、業務上外国人の採用が必要なその他の仕事 」を除

96
97

就業服務法第 52 条より作成。
就業服務法第 52 条より作成。
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く） 98については、更新後を含む累計の在留期間の上限は、段々と長くなってきてい る。
1989 年当初は、在留期間は 2 年を上限とし、契約終了後は、１年の延長を一回に限り認
め、最大 3 年としていたが、2002 年からは最大 6 年、2007 年からは最大 9 年まで延長が
可能となった 99。現在は 12 年まで延長できる。
ただし、家庭ヘルパーや介護スタッフについては、ポイント制による評価（ 専門知識、
語学能力、現雇用主での勤続年数、サービスの質の 4 つの項目で評価） 100で一定の点数 以
上である場合は、さらにプラス 2 年間まで延長できる（最大 14 年間）。申請者は、家庭ヘ
ルパーや介護スタッフ ではなく、雇用主であり、申請は、在留累計 11 年目になってから可
能となる。
上記在留期間の「12 年」、「14 年」は累計値であり、更新する度に最低でも 1 日の帰国
が必要であったが、2016 年 10 月の法改正（2016 年 11 月 5 日施行）により、一時帰国の
義務はなくなった 101。

(5) 長期滞在・定住の仕組み
第二類外国人（「国内人材不足のため、業務上外国人の採用が必要なその他の仕事 」を除
く）には永住申請する資格がない 102。
ただし、台湾人ないし永住権取得者と結婚した場合は、母国の結婚証明書と良民証、あ
るいは 1 年以内に発行された無犯罪記録の証明書、健康診断証明及びその他の書類で在留
資格「TS」（台湾で戸籍がある国民の配偶者）を取得できる。 103
なお、第二類外国人（「国内人材不足のため、業務上外国人の採用が必要なその他の仕事 」
を除く）の家族の滞在は認められない。ただし、雇用期間中に子供を出産し、かつ扶養能
力がある場合は認められる。 104

(6) 受入れプロセス
労働市場テスト 105
第二類外国人（家庭ヘルパーや介護スタッフを除く）を雇用する際、まず勤務地の公立
就業サービス機構（労働部 106労働力発展署や各自治体の就職サービスセンターが該当する ）

査証に関しては、第二類外国人のうち図表 60 の⑧～⑩に関しては「FL」査証が適用されるのに対
して、図表 60 の⑪（国内人材不足のため、業務上外国人の採用が必要なその他の仕事）に関して
は、図表 60 の①～⑦と同様に、ホワイトカラー向けの「A」査証が適用される。外交部領事事務局
ウェブサイト（http://www.boca.gov.tw/content?CuItem=1259&mp=1）。
99 江（2014）より作成。
100 「外国人家庭ヘルパーや介護スタッフ累計在留期間延長のポイント制一覧」
。
101 2016 年 11 月 3 日総統令
（http://www.3people.com.tw/Government/News/knowpower/regulations/7272.pdf ）。
102 出入国及び移民法第 25 条。
103 外交部ウェブサイト「台湾人と結婚した外国人の在留資格申請手続」
（http://www.boca.gov.tw/ct.asp?xItem=684&ctNode=741&mp=1）。
104 雇用主の外国人雇用に係る許可及び管理弁法第 44 条。
105 雇用主の外国人雇用に係る許可及び管理弁法第 12 条、同第 12-1 条及び「外国人が就業服務法第
46 条 1 項 8 号から 11 号に規定される業務に従事する際の資格及び審査基準」第 10 条より作成。
106 日本の厚生労働省に相当。台湾の官公庁の名称の日本語訳については、
「省」を使う場合もある
98
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に求人登録し、その翌日から、全国の就業サービスネットワークに求人広告 107を掲載する
ことが義務付けられており、21 日以上の国内労働者募集を行う必要がある。ただし、この
広告掲載と同時に、指定された国内紙に、3 日連続で求人広告を掲載した場合、広告掲載
の必須期間が 14 日となる。また、求人広告をすると同時に、外国人を雇用する企業の労働
組合及び全社員に周知した上、目につきやすい場所に公告を貼る必要がある。15 日経過す
ると、求人情報を登録した公立就業サービス機構における人材不足の証明書の発給が可能
となり、外国人労働者の雇用の許可を受けることができる 。
家庭ヘルパーや介護スタッフを雇用する際は、まず、指定された医療 施設により、介護
対象者の状況が評価され、家庭ヘルパーや介護スタッフの適用範囲内かどうかが確認され
る。確認後、まず台湾人のヘルパーが推薦されるが、推薦された台湾人のヘルパーを雇用
しない正当な理由がある場合は、外国人の雇用が許可され、労働部 に外国人家庭ヘルパー
や介護スタッフの雇用申請を行うことができる 。
なお、家庭ヘルパーや介護スタッフを初めて雇用する際には、 雇用主の家庭に、 3 歳未
満の三つ子以上の子供がいること、介護対象者の年齢点数（雇用主の年齢に対応する家庭
ヘルパーや介護スタッフの点数一覧表が発表されている） が 16 点以上であること、のい
ずれかを満たすことができれば、介護対象者が在住している 市の長期介護管理センターか
ら、まずは。台湾人のヘルパーを推薦される（ 重度心身障害手帳を持つ人や、医療機関評
価免除者 108が介護対象者であれば 、医療施設による評価プロセスなしで台湾人のヘ ルパー
の推薦を受けることができる ）。
外国人の家庭ヘルパーや介護スタッフについて、言語に関する条件はない。しかし、送
出し国によっては、ある程度の研修を提供している場合がある。台湾労働部も各送出し国
に対し、事前の研修を推奨しており、外国人労働者向けの中国語の基礎教科書などを発行
している。初めて外国人の家庭ヘルパーや介護スタッフを雇用する雇用主にも事前講習の
参加を勧めており 109、可能な限り早期に、円滑な労使間コミュニケーションがとれ るよう
にサポートをしている。
雇用率の上限設定
業種ごとに外国人労働者の雇用上限数が以下のとおりに規定されている。

が、本稿では「部」と表記する。
求人広告の要素：募集人数、業種、必要スキル・資格、雇用主名、雇用期間、勤務地、勤務時間、
報酬、食事供給の有無など。
108 医療機関評価の免除者とは以下をいう。労働部（2015）参照。
・80 歳以上、かつ過去に医療施設の評価を受けたことあり、全日介護が必要と判断された人。
・過去に医療施設の評価を受けたことあり、全日介護が必要と判断されたうえ、脳性麻痺など自立
して生活する機能が明らかに欠ける病気に掛かっている人。
・過去に医療施設の評価を受けたことあり、全日介護が必要と判断されたうえ、全身不随、24 時間
呼吸機械使用必須などの証明がある人。
109 労働部（2016）
。
107
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図表 64

製造業における外国人労働者の雇用上限数

区分

合計外国人労働者数上限

自由貿易港エリア

雇用社員数×40%

「特定製程」A＋級業界

雇用社員数×35%

「特定製程」A 級業界

雇用社員数×25%

「特定製程」B 級業界

雇用社員数×20%

「特定製程」C 級業界

雇用社員数×15%

「特定製程」D 級業界

雇用社員数×10%

（注 1）特定製程とは、異常温度作業、ダストが多い作業、毒気体に係る作業、有機溶剤作業、化学処
理作業、非自動化作業（人力で行う作業）及びその他特定製程作業で、「外国人が就業服務法第
46 条 1 項 8 号から 11 号に規定される業務に従事する際の資格及び審査基準」 の添付表 6 におい
て「A＋級」から「D 級」に分類されている。
（注 2）2009 年 3 月 8 日より前に入国した外国人労働者は別の規定が適用される。また、2009 年 3 月 8
日以降に入国した外国人は、原則として「特殊時程」（午後十時から翌朝六時の間、生産作業が
最低１時間以上の業務）に従事できないが、特別な申請をした場合には従事できる。
（資料）「外国人が就業服務法第 46 条 1 項 8 号から 11 号に規定される業務に従事する際の資格及び審
査基準」第 15-7 条。

図表 65

建設業における外国人労働者の雇用上限数

プロジェクト総金額（NT＄）×プロジェクト建設経費比率（％）×人件費率（％）
×配属比率（％）
外国人従業員雇用上限＝
平均賃金（NT＄/人、日）×工事期間（日）
※配属比率：
プロジェクト契約日が 2000 年 9 月 1 日以前：50%
プロジェクト契約日が 2000 年 9 月 2 日以後：30%
（資料）「外国人が就業服務法第 46 条 1 項 8 号から 11 号に規定される業務に従事する際の資格及び審
査基準」別添資料四。

図表 66

その他業界における外国人労働者の雇用上限数

業界(職種)

雇用上限数

屠殺業

申請の 1 年 2 ヶ月前の平均従業員数の 25%

施設の介護スタッフ

・心身障害、精神障害者の養護施設：収容患者 3 名毎に 1
名
・慢性病治療の総合病院・専科病院：ベッド 5 つ毎に 1 名

家庭ヘルパー

1 家庭に 1 人

外国人労働者のための通訳

従業員の 5 分の１以内、合計 8 人以内

外国人労働者のための食事

100 人以上 200 人未満：調理師 2 名以内

関係従事者

200 人以上 300 人未満：調理師 3 名以内
300 人以上：100 人毎に調理師 1 名の比率で増員可能

（資料）「外国人が就業服務法第 46 条 1 項 8 号から 11 号に規定される業務に従事する際の資格及び審
査基準」第三章から第九章。

就業安定費
第二類外国人（非熟練労働者）を雇用する際、雇用主は中央主管機構（労働部）の就業
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安定基金に、就業安定費を支払う義務がある。就業安定費の用途は 、主に国民の就職、外
国人労働者福祉及び外国人雇用の管理事務の 3 つとなっている 110。
ただし、雇用主や介護対象者 111が「社会救助法」の低収入・中低収入層、
「障害者権益保
障法」による生活補助費対象、又は、
「老人福利法」の中低収入補助費対象であれば、家庭
ヘルパーや介護スタッフを雇用する際の就業安定費が免除される。
図表 67

就業安定費の月額（2016 年）

就業服務法規定従業項目
⑧海洋漁業

海洋漁業
家庭ヘル
パー
施設介護

⑨家庭ヘルパーや
介護スタッフ

在宅介護

分類
漁船船員
海洋養殖、漁業
台湾人の雇用主による申請
外国人の雇用主による申請
雇用主や介護対象者が「社会救助法」
の低収入・中低収入層、「障害者権益
保障法」による生活補助費対象、「老
人福利法」の中低収入補助費対象
その他

派遣介護

⑩中央主管機構指
定の国の重要プ
ロジェクトや経
済社会発展に関
する職に従事す
る人

製造業

建設業

一般製造業、重大投資（伝統産業）
上記産業において、外国人雇用上限数
を超えた場合
重大投資（ハイテクノロジー）
上記産業において、外国人雇用上限数
を超えた場合
一般建設業
公共重大プロジェクト
登録済屠殺場

屠殺業
⑪国内人材不足の
ため、業務上外
国人の採用が必
要なその他の仕
事

外国人雇用上限数を超えた場合

111

免除

2,000
2,000
2,000
5,000～
9,000
2,400
5,400～
9,400
1,900
2,000～
3,000
2,000
7,000～
9,000

通訳 （外国人雇用のため）
食事関係 （外国人雇用のため）
なし
その他

（外国人雇用のため）

（資料）労働部労働力発展署資料より作成

110

就業安定費
（元/人）
1,900
2,500
5,000
10,000
2,000

就業服務法第 55 条。
派遣でない場合には、雇用主が介護対象になる。
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入国後の仕組み
(1) 労働移動の制限
第二類外国人（非熟練労働者）について は、原則として事業所の変更は認められていな
いが、下記のいずれかの状況がある場合、中央管理機構の許可を得れば、事務所の再指定
ができる。 112
・雇用主及び介護対象者の死亡や外国への移住
・船舶の損害、沈沒や修理により、作業の継続ができなく なった場合
・雇用主の倒産や報酬の不支給があった場合

等

家庭ヘルパーや介護スタッフについては、雇用有効期間中に、現雇用主の同意を得た場
合は、雇用主の変更が認められる。 113

(2) 外国人労働者の権利保護 114
台湾人と同様に全民健康保険（国民健康保険）と労工保険 115（労働保険）に加入 義務が
ある。しかし、
「就業保険法」116と「労働者年金条例 」は外国人労働者には適用されない（台
湾人、台湾人と結婚した戸籍がある外国人、中国大陸居民、香港居民、マカオ居民のみ に
適用される）。また、定期的に健康診断を受ける 権利がある。
家庭ヘルパーや介護スタッフには「労働基準法」が適用されないため、賃金・時給・就
労時間・有給休暇については、基本的に、労使双方の協議で決定することになっている。

課題、最近の動向
(1) 課題
台湾では、求人と求職の間に民間仲介業者が 多数介在している。仲介手数料や研修費な
ど、外国人労働者が負担しなければならない費用が大きいという指摘がある。 117
また、外国人労働者に「労働基準法」や基本賃金制度を全面適用すべきという意見もあ
る。具体的には、家庭ヘルパーや介護スタッフの外国人労働者が最低賃金適用外 であるこ
と、労働保険の加入義務がないこと、第二類外国人に年金制度が適用されないこと、の改
善を求める声がある。第二類外国人が永住権を申請できる仕組みを検討すべきといった指
摘もある。 118

就業服務法第 59 条。
雇用主の外国人雇用に係る許可及び管理弁法第 20 条。
114 江（2014）より作成。
115 労工保険は以下の 2 種類がある。
・普通事故保険：妊娠、傷病、失能、老年及び死亡の五種給付。
・職業災害保険（労災保険）：傷病、医療、失能及死亡の四種給付。
116 就業保険がカバーする内容：失業給付、早期就業の奨励金、職業トレーニング期間内（未就職）の
生活補助、育児休暇補助、失業した場合、本人とその家族の健康保険費用の補助など。
117 「韓国・台湾の外国人労働者政策と日本への示唆－佐野福島大学教授に聞く／人口問題委員会企画
部会」『週刊経団連タイムス』2016 年 1 月 21 日
（http://www.keidanren.or.jp/journal/times/2016/0121_11.html ）。
118 国家発展委員会（2014）より作成。
112
113
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一方で、外国人労働者の逃亡も課題になっており、例えば、ベトナムからは 1999 年に
労働者の受入れを開始しているが、逃亡率が高かったため、ベトナム政府は、帰国した労
働者が、｢行方不明者｣であった場合、罰金と一定期間の再出国就業禁止の罰則を課すこと 、
台湾・ベトナム間で行方不明者に関する情報交換すること、といった対応策がとられてい
る。 119

(2) 最近の動向
2025 年まで、台湾の労働供給 の増加は、労働需要の増加を下回るとみられている。例え
ば、介護分野の労働需要は、少子高齢化により、現在の 5 万 6 千人から、2018 年には 7 万
4 千人に増加するという予測がある。その うち、台湾人の就業意欲が低い介護ヘルパーの
労働需要が全体の 65％～73％を占めると予測されている。こうした労働市場では、2025
年まで需要拡大が予測されている ため、外国人労働力をさらに受け入れる余地はあるとみ
られている。 120
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http://www.mol.gov.tw/announcement/2099/24512/
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4.3 シンガポール
制度の概要 121
シンガポールは、1965 年の独立以来、移民を受け入れながら、大きな経済発展を達成し
てきた国である。独立当時、シンガポール政府は輸出指向工業化政策を進め、労働力の豊
富さを強みとし、労働集約型産業に特化することで、経済成長を遂げた。
しかし、その後、国内労働者の実質賃金が上昇した影響で、 国際競争力が低下、また、
1970 年代の石油危機、1980 年代半ばの不況を通じて、従来の労働集約型産業からの脱却
を迫られることとなった。政府は、高付加価値産業への転換を進め、そうした中で、外国
人労働者、特に、低賃金の非熟練労働者の 受入れを抑制するためのメカニズムとして、1980
年に低外国人雇用税、1987 年に外国人雇用上限率がそれぞれ導入された。
シンガポールは独立当初から、低技能労働者には 「労働許可」を、高度技能労働者には
「雇用パス」を与えてきた。1990 年代末までは、外国人労働者は、この二つのカテゴリー
に分けられていたが、1998 年より三層（P、Q、R）とそのサブカテゴリー（P1、P2、Q1、
Q2、R1、R2）に細分化された。2004 年には、中度技能者向けの Q2 パスの廃止とともに、
S パスが創設された。現行の外国人労働者受入れ制度の概要は下記の 図表にまとめた。
図表 68

現行の外国人労働者受入れ制度の概要

分類
パスタイプ
専門職
Employment Pass（ 雇 用
（Professionals） パス）
Entre Pass
Personalised
Employment Pass（PEP）
中度や低技能者
S Pass（S パス）
（ Skilled
& Work Permit for foreign
semi-skilled
worker（外国人労働許可）
workers）
Work Permit for foreign
domestic worker（外国人
家事労働者の労働許可 ）
Work
Permit
for
confinement nanny（産じ
ょくアマの労働許可）
Work
Permit
for
performing artist（ 芸人の
労働許可）

対象者
月 給 $3,300 122 以 上 か つ 技 能 資 格 を 持 つ
専門職や管理職外国人
外国人起業家
高収入の雇用パス所持者や海外専門家
月給$2,200 以上の中度技能者
建設業、製造業、海運、サービス、プロ
セス産業の低度技能者
R1（higher skilled）、R2（basic skilled）
外国人家事労働者（FDWs）

マレーシア人のみ
新生児の誕生から最大 16 週間、新生児
及び母親の身の回りの世話をする産じ
ょくアマ
公共の場所（バー、ホテル、ナイトクラ
ブなど）で芸を披露する芸人

（資料）労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits）より作成。

121
122

独立行政法人労働政策研究・研修機構（2015）より作成。
本稿ではシンガポールドルを「$」と表記する。
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図表 69
パスタイプ
Employment Pass
（雇用パス）

Work
Permit
for
foreign worker
（外国人労働許可）

「雇用パス」と「外国人労働許可」の主な相違
区別
・最初 2 年までの期限が与えられ、以降 3 年毎に更新が可能。
・出身国の制限がない。
・外国人雇用上限率や外国人雇用税の対象ではない。
・月収$5,000 以上の人は家族の帯同が認められる。
・永住申請対象内。
・2 年に一回更新が可能、業種とパス種類によって、最長の在
留期限が設定されている。
・国籍が限定されている。
・外国人雇用上限率や外国人雇用税の対象である。
・家族帯同不可。
・永住申請対象外。

（資料）労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits）より作成。

非熟練労働者に該当するのは 、以下の 4 つの労働許可となるが、本稿では①「外国人労
働許可」と②「外国人家事労働者の労働許可」について詳細を説明する。
図表 70

非熟練労働者に該当する労働許可

① Work Permit for foreign worker（外国人労働許可）
② Work Permit for foreign domestic worker （外国人家事労働者の労働許可）
③ Work Permit for confinement nanny（産褥アマの労働許可）
④ Work Permit for performing artiste（芸人の労働許可）
（資料）労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-forforeign-worker/sector-specific-rules）より作成。

労働力省の統計によると、2016 年 6 月時点の外国人労働者数は、2007 年の 1.5 倍強と
なっている一方で、労働許可の外国人労働者数の増加は 1.3 倍にとどまっている。
図表 71
パスタイプ

パスタイプ別外国人労働者数の推移（単位：千人）
2007 年

2010 年

2013 年

2016 年（6 月）

雇用パス

99.2

143.3

175.1

189.6

S パス

44.5

98.7

160.9

179.4

合計

757.1

871.2

985.6

1,009.3

（家事）

183.2

201.4

214.5

237.1

（建設）

180.0

248.1

319.1

326.7

（他）

393.9

421.7

452.0

445.5

900.8

1,113.2

1,321.6

1,404.7

労動
許可

全体

（注）2016 年を除き 12 月の数値。
（資料）労働力省「Foreign workforce numbers」（http://www.mom.gov.sg/documents-andpublications/foreign-workforce-numbers）
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入国の条件に関する事前の取り決め
(1) 送出し国との関係性 123
外国人労働許可については、申請対象となる出身国は、マレーシア、北アジア諸国（香
港、マカオ、韓国、台湾）、非伝統供給国（インド、スリランカ、タイ、バングラデシュ、
ミャンマー、フィリピン）、中国となっており、以下の図表との通り、産業分野（セッショ
ン）毎に限定されている。
また、外国人家事労働者の 労働許可に対しては、バングラデシュ、カンボジア、香港、
インド、インドネシア、マカオ、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、韓国、スリラン
カ、台湾、タイに限定されている。
図表 72
申請可能セッション

送出し国の申請可能労働許可

非伝統供給

中国

国
外

カンボジア、

北アジア諸国、

インドネシア

マレーシア

建設分野

○

○

×

○

海洋分野

○

○

×

○

労

プロセス産業分野

○

○

×

○

働

製造分野

×

○

×

○

サービス分野

×

○

×

○

○

×

○

○

国
人

許
可

外国人家事労働者の労働許可

（資料）労働力省（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreignworker/sector-specific-rules/construction-sector-requirements）より作成。

(2) 労働力が不足する分野の特定
外国人労働許可に関しては、申請可能な産業分野（セッション）が決まっており、以下
の図表の通りに詳細な受入れ業種が定められている。

123

労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreignworker/sector-specific-rules/construction-sector-requirements）より作成。
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図表 73

外国人労働許可の受入れ業種

産業分野

業種

建設

・建設業

海洋

・海運業

プロセス産業

・石油、石油化学製品、特殊化学や医薬品の製造の工場など

製造

・製造業

サービス

・金融、保険、不動産業
・運輸業、通信サービス
・小売・卸売業
・コミュニティ、社会的及び個人的なサービス（家事労働者を除く）
・宿泊業
・飲食業

（資料）労働力省ウェブサイト
（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits、http://www.mom.gov.sg/passes-andpermits/work-permit-for-foreign-worker/sector-specific-rules/services-sectorrequirements、http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreignworker/sector-specific-rules/process-sector-requirements）より作成。

(3) 在留期間 124
在留期間は基本的に最大 2 年である。

(4) 更新の可否 125
最長雇用期間と最高雇用年齢が定められている。最長雇用期間は、R1 パスで 18 年又は
22 年、R2 パスで 10 年である。ただし 外国人家事労働者の労働許可では、この最長雇用期
間が免除される。
マレーシア及び北アジア諸国出身者（台湾、香港、マカオ、韓国 ）は、60 歳までの雇用
が可能であり、上記最長雇用期間は適用されない。
R1・R2 パス共通で、労働許可申請が可能な年齢は 18 歳以上 50 歳未満 （マレーシア出
身者のみ 58 歳）であり、就労可能な年齢は 60 歳までと定められている。外国人家事労働
者の労働許可については、23 歳以上と就業開始年齢が引き上げられているが、就労可能な
年齢は同じく 60 歳までである。なお、外国人家事労働者の労働許可については、8 年の義
務教育修了者の女性であることも要件となっている 126。

124

労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreignworker/key-facts、http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreign-domesticworker/key-facts）。
125 独立行政法人労働政策研究・研修機構（2015）
、労働力省ウェブサイト
（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreign-worker/renew-a-workpermit）より作成。
126 労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreigndomestic-worker/eligibility-and-requirements/fdw-eligibility）より作成。
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図表 74

建設分野、海洋分野、プロセス産業分野の最長雇用期間

労働許可パスタイプ

国籍

最長雇用期間

R2（Basic skilled）

非伝統供給国、中国

10 年

R1（Higher skilled）

非伝統供給国、中国

22 年

すべて

北アジア諸国、マレーシア

上限なし

※

※：すべての外国人労働者を 60 歳まで雇用できる。
（資料）労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-forforeign-worker/sector-specific-rules/construction-sector-requirements）より作成。

図表 75

製造分野、サービス分野の最長雇用期間

労働許可パスタイプ

国籍

最長雇用期間

R2（Basic skilled）

中国

10 年

R1（Higher skilled）

中国

22 年

すべて

北アジア諸国、マレーシア

上限なし

※

※：すべての外国人労働者を 60 歳まで雇用できる。
（資料）労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-forforeign-worker/sector-specific-rules/manufacturing-sector-requirements）より作成。

労働許可の在留期限の 6～8 週間前から、更新の手続ができる。基本的に更新された在
留期間も 2 年となる。更新申請は雇用主や人材紹介企業（employment agent 127）が労働
力省のウェブサイトにおいて提出し、外国人労働者 1 人当たり$30 の費用が徴収される。
また、労働許可期限を過ぎたことが判明した場合、長期滞在費用も徴収される 128。

(5) 長期滞在・定住の仕組み
シンガポールの永住権は、シンガポール人若しくは永住権者の配偶者とその 21 歳以下
の未婚の子、シンガポール人の老齢の両親、雇用パスないし S パス所持者、投資家及び起
業家が申請することができる 129が、労働許可の外国人には永住権の申請資格はない 130。
また、労働許可の外国人は、シンガポール人やシンガポールの永住者と結婚する前に、
労働力省の許可が必須である。さらに、滞在中の妊娠や子供の滞在はできない 131が、シン
ガポール人や永住者と結婚した場合は例外 となる。 132

シンガポールでは人材紹介業の従業許可（employment agency (EA) licence）を取得した組織（企
業）が人材紹介企業（EA）になり、3 年毎に更新が必要である。労働力省ウェブサイト
（http://www.mom.gov.sg/employment-agencies/eligibility-and-requirements/who-needs-to-get-alicence）より作成。
128 労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreignworker/renew-a-work-permit）より作成。
129 自治体国際化協会シンガポール事務所（2013）
130 シンガポール入国管理局ウェブサイト
（https://www.ica.gov.sg/page.aspx?pageid=151#eligibility ）より作成。
131 子供の滞在申請ができない、妊娠したら健康診断をクリアできないので、労働雇用許可が無効にな
る。
132 労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreignworker/sector-specific-rules/work-permit-conditions）より作成。
127
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(6) 受入れプロセス
雇用率の上限設定
S パスと外国人労働許可を所持する外国人労働者を雇用する企業に対して、外国人雇用
上限率（Dependency Ratio Ceiling）が設定されている。これは、産業別に定められた企
業の全就業者に対する外国人労働者の割合の上限率で、 後述する外国人雇用税（Foreign
Worker Levy）とのセットで機能する。 133
図表 76

外国人雇用上限率 （2016 年 7 月～2017 年 6 月）

パス種類、産業分野

外国人雇用上限率

S パス

20％

建設分野

87.5％（シンガポール居住者 1 名の雇用に対し、外国人就労者
7 名まで雇用できる）

プロセス産業分野

87.5％（同上）

海洋分野

81.8％（シンガポール居住者 1 名の雇用に対し、外国人就労者
5 名まで雇用できる）

製造分野

60％

サービス分野

40％

（資料）労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-forforeign-worker/foreign-worker-levy）より作成。

また、建設・プロセス産業の外国人労働許可所持者に対する新規外国人採用者数の制
限としては、 建設・プロセス産業関連のプロジェクトに対して、種類と規模に応じた新
規外国人採用枠（Man-Year Entitlement：MYE 134 ）が定められている。これは、「非伝
統供給国」と中国からの新規の労働者の雇用を制限するものである。請負企業について
は、直接契約者から新規外国人雇用の割当てを得る必要がある。なお、就業累計年数が 2
年を超える外国人労働者、マレーシア出身者及び北アジア諸国出身者については MYE の
適用外である。 135
雇用税
外国人雇用上限率の対象となる外国人は、 いくつかの課税層 （Tier）に分けられてお
り、その層別に、異なる外国人雇用税額が 課せられる。
外国人労働許可の場合は産業別に細かく外国人雇用税や外国人雇用上限率が決められ
ており、これに変更を加えることで労働市場を調整する（外国人労働者の受入れを調整す
る）という政策がとられている。 136.

133

独立行政法人労働政策研究・研修機構（2015）
新規外国人とは、シンガポールでの就業累計年数が 2 年を満たない労働者を指し、プロジェクトの
直接契約者が 1 年で雇用できる新規の労働許可所持者数を定めている。
135 独立行政法人労働政策研究・研修機構（2015）
136 独立行政法人労働政策研究・研修機構（2015）
134
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図表 77

建設業における外国人雇用税規定（1 人当たり）
課税層

月額

日額

マレーシア・北アジア諸国－R1（higher skilled）

$300

$9.87

マレーシア・北アジア諸国－R2（basic skilled）

$650

$21.37

非伝統供給国・中国－R1（higher skilled）、MYE 適用内

$300

$9.87

非伝統供給国・中国－R2（basic skilled）、MYE 適用内

$650

$21.37

非伝統供給国・中国－R1（higher skilled）、MYE 適用外

$600

$19.73

非伝統供給国・中国－R2（basic skilled）、MYE 適用外

$950

$31.24

（注）MYE：新規外国人採用枠（Man-Year Entitlement）
（資料）労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-forforeign-worker/sector-specific-rules/construction-sector-requirements）より作成。

図表 78

海洋（海運業）における外国人雇用税規定（1 人当たり）

課税層

月額

日額

R1

$300

$9.87

R2

$400

$13.16

（資料）労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-forforeign-worker/sector-specific-rules/marine-sector-requirements）より作成。

図表 79

プロセス産業における外国人雇用税規定（1 人当たり）
課税層

月額

日額

R1－MYE 適用内

$300

$9.87

R2－MYE 適用内

$450

$14.80

R1－MYE 適用外

$600

$19.73

R2－MYE 適用外

$750

$24.66

（資料）労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-forforeign-worker/sector-specific-rules/process-sector-requirements）より作成。

図表 80

製造業における外国人雇用税規定（1 人当たり）
R2

課税層
（外国人労働者割合）

月額

R1
日額

月額

日額

Tier 1: 全労働者の 25%以内

$370

$12.17

$250

$8.22

Tier 2: 全労働者の 25%から 50%以内

$470

$15.46

$350

$11.51

Tier 3: 全労働者の 50%から 60%以内

$650

$21.37

$550

$18.09

（資料）労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-forforeign-worker/sector-specific-rules/manufacturing-sector-requirements）より作成。
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図表 81

サービス業における外国人雇用税規定 （1 人当たり）
R2

課税層
（外国人労働者割合）

月額

R1
日額

月額

日額

Tier 1: 全労働者の 10%以内

$450

$14.80

$300

$9.87

Tier 2: 全労働者の 10%から 25%以内

$600

$19.73

$400

$13.16

Tier 3: 全労働者の 25%以上 40%以内

$800

$26.31

$600

$19.73

（資料）労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-forforeign-worker/sector-specific-rules/services-sector-requirements）より作成。

外国人雇用税を滞納した場合、下記の罰則がある。 137


滞納金を課せられる



現行の労働許可が取り消される



今後の労働許可申請や労働許可の更新申請は認められない



滞納額徴収のための法的な措置を受ける



滞納企業の経営者が他の企業を経営している場合は、その企業においても 労働許可申
請は認められない

入国後の仕組み
(1) 労働移動の制限 138
労働許可で入国した外国人労働者については、 労働雇用許可証で指定されている雇用主
の仕事のみに従事し、労働許可申請時に契約した雇用主を変更なく、その他のビジネスや
起業活動に参加しないことが条件である。また、 労働雇用許可証を常に持ち歩き、警察や
公務員の検査要求に応じる必要がある。

(2) 外国人労働者の権利保護
全ての労働許可の外国人労働者を対象とする規定
雇用開始・終了に伴い、労働許可で就労する外国人 （マレーシア人を除く）を雇用する
者には以下の二つの責任が課されている。 139
一つは保証金（Security Bond）の支払いである。外国人労働者の入国前に、外国人労働
者 1 人当たり$5,000 を労働力省に預託しなければならない。保証金の全部 若しくは一部の
没収は、保証金条項又は労働許可条項に反する行為が行われた場合に実施される（例：賃
金支払いの延滞、外国人労働者の帰国の未履行）。
なお、外国人労働者が逃亡した場合に、雇用主が居場所を特定するための相応の努力が

137

労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreignworker/foreign-worker-levy/paying-the-levy）
138 労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreignworker/sector-specific-rules/work-permit-conditions）より作成。
139 労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreignworker/sector-specific-rules/security-bond）より作成。
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認められれば、保証金の半分（$2,500）の返還を求めること ができる 140。
もう一つは、外国人労働者の帰国費用の負担である。もし外国人労働者がシンガポール
で死亡した場合、情報を受けてから 12 時間以内に労働許可の取り消し手続を行い、葬儀
や遺骨遺物返還等の費用を負担する。
また、労働許可の外国人労働者を雇用中、雇用主は、外国人労働者 1 人当たりを毎年最
低$15,000 の医療保険に加入させなければならない 141。この医療保険については、 短期間
であれば仕事しなくとも、入院治療と日帰り手術をカバーできる額が必要 となる。家事労
働者の場合、個人傷害保険（最低で年間$40,000）への加入も義務になっている。また、労
働許可発行前に、雇用主が外国人労働者の 医療保険の詳細（被保険者氏名、保険番号、保
険の開始日、保険の有効期限）をオンラインに登記する義務もある。 142
その他、外国人労働者として、有する権利は以下のとおり。 143


事前に労働力省に申請した月給額（基本賃金＋固定手当） が支給される。



賃金以外に、医療や健康維持の費用も支給 される。



雇用主から住所を提供される。



国の認定医による身体検査を定期的に行うことができる。



労働が不適切な状態にあった場合、労働許可が無効になる。
建設業の外国人労働許可の外国人労働者を対象とする規定 144
建設業に従事する外国人労働者は入国直後に、安全コースの受講及びテストを受ける必

要がある。
「建設オリエンテーションコース（CSOC）」と「建設業作業場所の安全及び健康の申請」
の 2 種類の安全コースのうち、いずれかを選択し、シンガポール到着後 2 週間以内に受講
する義務がある。受講しない場合、労働許可証は発行されない。また、シンガポール到着
後 3 ヵ月以内に、安全コースのテストに合格しなければならない。不合格の場合、労働許
可が取り消しとなる。
また、外国人労働者の勤続年数によって、定期的に安全コースの受講も義務化されて お
り、勤続年数が 6 年以下の場合は 2 年毎に、勤続年数が 6 年以上の場合は 4 年毎に更新が
必要となる。

140

独立行政法人労働政策研究・研修機構（2015）
ただし、下記条件をすべて満たせば、保険料の分担支払措置（co-pay arrangement）を講じること
が可能である。
・仕事と関係ない医療的治療
・分担支払額が雇用者の月給の 10％未満
・分担支払の継続期間は最大 6 か月
・分担支払措置は、雇用者の労働契約に明示するものか労働者の全面了承を得るものに限る
142 労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreignworker/sector-specific-rules/medical-insurance、http://www.mom.gov.sg/passes-andpermits/work-permit-for-foreign-domestic-worker/eligibility-and-requirements/insurancerequirements）より作成。
143 労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreignworker/sector-specific-rules/work-permit-conditions）より作成。
144 労働力省ウェブサイト（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreignworker/sector-specific-rules/construction-sector-requirements）より作成。
141
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なお、労働許可を更新する際には、安全コースの有効期限が 1 ヶ月以上残ることが条件
になる。

課題、最近の動向
(1) 課題
現在の労働許可制度の下では、労働許可申請時に契約した雇用主を変更することはでき
ない。そのため、対応に不備がある場合、労働許可の外国人労働者が不法就労者となるこ
とも多い。特に、建設産業の外国人労働者 を中心とした様々な不法就労及び不法雇用が問
題として指摘されている。 145

(2) 最近の動向 146
2009 年に外国人労働者受入れ規制が強化され、シンガポール政府は労働許可（WP）の
申請基準をさらに厳しく設定した。外国人雇用税も年々引き上げ 、非熟練労働者雇用のハ
ードルを高めている。
数少ない規制緩和として、サービス産業と建設産業の非熟練労働者に対し、最長雇用期
間を延長した。例えば、2012 年 7 月より、R2 パスを所持している「非伝統国」と中国出
身の労働者を対象とした最長雇用期間が 6 年から 10 年に延長された。2014 年 5 月以降、
建設、海運、プロセス産業の 3 セクターにおいて、R1 パスを所持している「非伝統国」と
中国出身の労働者を対象とした最長雇用期間が 18 年から 22 年に延長された。また、R2
から R1 への移行条件を緩和した。さらに、2014 年 8 月以降、建設産業において、R2 パ
ス所持者の R1 パスへのアップグレード条件が緩和され、建築建設庁が認定する技術試験
に合格しなくても、月収$1,600 以上で 6 年以上の就業経験があればアップグレードが可能
となった。他には、業務内容の制限の緩和（サービス業のみ）も行われたが、生産性の向
上と技能労働者の雇用促進を狙ったものである。

主要参考文献
・独立行政法人労働政策研究・研修機構（2015）「主要国の外国人労働者受入れ動向： シ
ンガポール」
http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2015_01/singapore.html
・自治体国際化協会シンガポール事務所（2013）「シンガポールにおける外国人受け入れ
施策」『Clair

Report』No.392

http://www.clair.or.jp/j/forum/pub/docs/392.pdf
・JETRO（2014）「アジア主要国の就労許可・査証制度比較」

145

独立行政法人労働政策研究・研修機構（2015）より作成。
独立行政法人労働政策研究・研修機構（2015）、労働力省ウェブサイト
（http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreign-worker/sector-specificrules/higher-skilled-workers）より作成。

146

171

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07001874/07001874a.pdf
・Ministry of Manpower（労働力省）
http://www.mom.gov.sg/
・ICA - Immigration & Checkpoints Authority of Singapore（入国管理局）
https://www.ica.gov.sg/
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4.4 マレーシア
制度の概要
マレーシアは、土地面積や経済活動に対して、人口が過少と言われており、1980 年代後
半の工業化の進展に伴い、労働力不足に陥った。そのため、1992 年、それまでプランテー
ションや建設現場、家事労働などにおいて認められていた外国人労働者を、製造業やサー
ビス業まで広げ、本格的な外国人労働者の受入れを始めた。その後も、製造業を中心に人
手不足が常態化しており、失業者全員が職を得ても、外国人労働者がいなければ労働需要
を満たせない状況が続いている。 147
外国人労働者のための就労査証は以下の図表の通りである。本項では、非熟練労働者に
該当する一時就労パス（Temporary Employment Sticker PL(KS) 148について記述する。
図表 82

就労査証の種類

就労に関するパス

対象

雇用パス

マレ ーシ ア の雇 用主 （ マレ ーシ ア で法 人化 さ れ た子会
社、マレーシアで登記された外国企業の支店、マレーシ
アの駐在員事務所）に雇用される管理職・専門職の外国
人

プロフェッションナル・パス

マレーシア国外の会社に籍を置いたまま、マレーシア国
内で短期就労を行う外国人

就労許可

駐在員の雇用パス取得後、帯同する家族が就労する場合

レジデント・パス

国家重要経済分野における、外国人の優秀な人材

一時就労パス

非熟練労働者

（資料）JETRO（2016）より作成。

入国の条件に関する事前の取り決め
(1) 送出し国との関係性 149
マレーシア政府は「マレーシア人の雇用第一（Malaysian First）」という政策を掲げて
おり、あらゆる職種やレベルにおいてマレーシア人が訓練され、雇用されるようにする こ
とが政府の方針である。しかし、訓練を受けたマレーシア人が不足している職種には、外
国人の雇用が認められる。そして、外国人労働者の雇用が認められるセクター（産業）と
外国人を受け入れる国は限定されている。
現在、二国間協定・合意がインドネシア、カンボジア、ベトナムなど 15 カ国と締結され
ている。

147

熊谷（2014）より作成。
PL(KS)とはマレー語の Pas Lawatan (Kerja Sementara)の略で、訪問パス（一時的労働）の意
味。
149 JETRO（2016）及び岩崎（2015）より作成。
148

173

(2) 労働力が不足する分野の特定 150
各国との二国間協定・合意において、外国人労働者がどの業種で就労できるかが定めら
れている。
図表 83

外国人労働者の送出しが認められている国及び雇用が認められている業種

国/セクター

製造

農業

プランテーション 建設

タイ
カンボジア
ミャンマー
ラオス
ベトナム
ネパール
パキスタン
スリランカ
トルクメニスタン
ウズベキスタン
カザフスタン
フィリピン

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○（男性のみ）

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○（男性のみ）

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○（男性のみ）

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○（男性のみ）

サービス

家事使用人

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○（男性のみ）

○（女性のみ）
○（女性のみ）
×
○（女性のみ）
○（女性のみ）
×
×
○（女性のみ）
×
×
×
○（女性のみ）

○
（レストラン調理
人、金細工職
（高圧ケーブルの 人、卸小売業、 ○（女性のみ）
金属スクラップ及
み）
びリサイクル、繊
維、理容師のみ）

○
○

インド

×

インドネシア

○（女性のみ） ○

バングラデシュ ×

×

○

○
政府間取り決
めによる

○

○

○（女性のみ）

×

×

×

（資料）マレーシア入国管理局ウェブサイト（http://www.imi.gov.my/index.php/en/foreign worker.html、http://www.imi.gov.my/index.php/en/foreign-domestic-helper-fdh.html）より
作成。

また、受入セクターによって（製造業、建設業、プランテーション、サービス業、農業、
メイド）、外国人労働者専用の ID カードの色も異なっている。 151
申請条件は以下の通りである 152。


外国人非熟練労働者（Foreign Worker）：18 歳から 45 歳まで



外国人家事使用人（foreign domestic helper（FDH））：女性かつ 21 歳から 45 歳まで



上記双方に共通


指定された医療機関による健康状況の確認



送出し国に住んでいる



マレーシアにある出身国の大使館が発行した照会ビザ（ Visa With Reference）を

150

岩崎（2015）より作成。
マレーシア入国管理局ウェブサイト
（http://www.imi.gov.my/index.php/en/pass.html?id=296#application-for-temporary-employmentpass-for-a-foreign-worker）より作成。
152 マレーシア入国管理局ウェブサイト（http://www.imi.gov.my/index.php/en/foreign-worker.html、
http://www.imi.gov.my/index.php/en/foreign-domestic-helper-fdh.html）より作成。
151
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介してマレーシアに入国する


送出し国の移民安全保障（IMMIGRATION SECURITY CLEARANCE）センター 153
から ISC パスを認定される。

(3) 在留期間 154
非熟練労働者の労働許可は 1 年毎に更新される。

(4) 更新の可否 155
最大で 10 年まで延長できる 156。一時就労パス期限切れ前の 3 ヵ月から更新の申請が可
能になる。

(5) 長期滞在・定住の仕組み 157
有期での帰国を前提に受け入れられている。

(6) 受入れプロセス
上述の通り、原則は「マレーシア人の雇用優先（Malaysians First）」であり、マレーシ
ア人の応募がないことが条件となる。従業員を解雇する場合は、能力が同程度であれば、
同じセクションの外国人労働者を優先的に解雇するように要求される。 158
外国人労働者を雇用する際に、自国民の雇用も義務付けられるなどの数量枠規制も導入
されている。外国人を 1 人雇用する際に、新たに自国民を雇用するのではなく、既に雇用
している者も含めて、それぞれの比率を満たさなくてはならない ということである。しか
し業種によっては、現実的にマレーシア人を雇用することが難しいことから、政府は柔軟
に対応している面もある。 159

送出し国に ISC センターを数カ所設定されている。マレーシア入国管理局ウェブサイト
（http://www.imi.gov.my/images/pdf/ISC%20Centres%20-%206%20Countries%20v1%204en.pdf）
。
154 マレーシア入国管理局ウェブサイト（http://www.imi.gov.my/index.php/en/main-services/foreignworkers.html）より作成。
155 マレーシア入国管理局ウェブサイト（http://www.imi.gov.my/index.php/en/main-services/foreignworkers.html、http://www.imi.gov.my/index.php/en/pass.html?id=296#application-for-temporaryemployment-pass-for-a-foreign-worker）より作成。
156 ただし、6P Program（後述）の場合は最大 3 年。マレーシア入国管理局ウェブサイト
（http://www.imi.gov.my/index.php/en/main-services/foreign-workers.html）。
157 熊谷（2014）より作成。
158 JETRO（2014）より作成
159 JETRO（2014）より作成
153
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図表 84

マレーシア人労働者に対する外国人労働者人数認可基準（製造業）

業態
払込資本金
年間売上高
輸出型（年間の輸
出売上高5,000万
リンギ以上あるい
200万リンギ
は年間売上高の 10万リンギ以上
以上
50%以上が輸出）
非輸出型
電気・電子産業

比率

１：３

１：１
２：１

（資料）JETRO（2014）より作成。

外国人労働者の一時就労パス取得手続は、下記のとおりである。 160
a. 外国人労働者を雇用しようとする会社は、まず人的資源省の労働力局及び JobMalaysia
という求人・求職のマッチングサイトに登録の上、求人を行う。マレーシア人の労働者
が得られなかった場合、外国人労働者を雇用してもよいとする確認書を労働力局から取
得する。
b. 次に、内務省に必要人数、送出し国等の申請を行い、認可され、雇用税を支払った後、
外国人労働者雇用の認可書を得る。
c. 会社は、外国人労働者の採用決定後、当該外国人労働者の雇用 及び雇用に関する書類に
ついて、送出し国の大使館の認証を得る。
d. 入国管理局に当該外国人労働者の照会ビザ（ Visa with reference：VDR）及び一時就労
パスを申請する。
e. 上記 d.の認可後、入国のため、外国人労働者 送出し国のマレーシア大使館・領事館で照
会ビザを取得する。
f. 外国人労働者の入国の際には、申請会社の人事担当者・取締役が入国管理局で入国 手続
をとる。入国手続は、外国人労働者が入国後 24 時間以内に行わなければならない。通
常 30 日の滞在パスが発給される。この間に、会社は当該労働者の健康診断を行い、健
康上適格という診断を得た上で、一時就労パスのエント リ申請を行う。
また、外国人労働者を雇用する場合、年次雇用税（レビー）が課せられる が、負担者は
労働者側である。 161

160
161

JETRO（2016）より作成
JETRO（2013）より作成
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図表 85

外国人労働者に課せられる年次雇用税 （1 人当たり）

雇用税
半島マレーシア
サバ州及びサラワク州
製造業
RM 1,850
RM 1,010
建設業
RM 1,850
RM 1,010
プランテーション RM 640
RM 590
農業
RM 640
RM 410
サービス業
RM 1,850
RM 1,490
国籍、ビザの種類異によって雇用税が異なる
家事使用人
セクター

（資料）マレーシア入国管理局ウェブサイト（http://www.imi.gov.my/index.php/en/foreign worker.html）、JETRO（2014）より作成。

さらに、雇用主は入国管理局に保証金を納めなければならない。保証金の額は外国人労
働者の国籍による。 162
図表 86

国

国別ビザの料金と保証金の額 （1 人当たり）

ビザ（RM)

インドネシア
バングラディッシュ
パキスタン
ミャンマー
インドネシア
フィリピン
タイ
なし
カンボジア
ネパール
ベトナム
スリランカ

保証金（RM)
15
20
20
19.5
50
36
20
20
13
15

250
500
750
750
750
1000
250
250
750
1500
750

（資料）入国管理局ウェブサイト（http://www.imi.gov.my/index.php/en/foreign -worker.html）より
作成。

なお、外国人家事使用人（FDH）の雇用主は、以下の条件を満たす必要がある。 163


申請はマレーシアの入国管理局に登録された雇用仲介機関経由で、雇用主の 所在地を
所管している入国管理局の地方支局に提出する。



15 歳以下の子供がいる、 若しくは両親とも病気になっている。



以下の図表の通り、収入がある（１家庭に 1 名の FDH 申請が可能）。



イスラム教の雇用主は、イスラム教の FDH のみ雇用が可能。



外国人労働者の入国後 1 ヶ月以内に一時就労パスを地方の入国管理局から受領 する。



FDH の出身国により、雇用主に求められる収入と FDH の保証金額が以下の図表のよ
うに定められている。
JETRO（2014）より作成。
マレーシア入国管理局ウェブサイト（http://www.imi.gov.my/index.php/en/foreign-domestichelper-fdh.html）より作成。

162
163
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図表 87

外国人家事使用人（FDH）の雇用主の収入基準と保証金額（1 人当たり）

国

雇用主の純収入（RM) FDHの保証金（RM)

インドネシア
フィリピン
スリランカ
タイ
カンボジア
インド
ラオス
ベトナム

3,000
5,000
5,000
3,000
3,000
5,000
3,000
3,000

250
750
750
250
250
750
1500
1500

（資料）マレーシア入国管理局ウェブサイト（http://www.imi.gov.my/index.php/en/foreign domestic-helper-fdh.html）より作成。

入国後の仕組み
(1) 労働移動の制限 164
政府は給与、雇用条件、雇用保護において、マレーシア人労働者と外国人労働者の間で
基本的に差別は行わない。そのため、2013 年 1 月に導入された最低賃金は、家事手伝いを
除いて外国人労働者にも適用される。
一方で、以下のような制限がある。
外国人非熟練労働者

外国人家事使用人（FDH）



家族の帯同・家族としての滞在ができ



雇用期間内にマレーシアで結婚しない

ない



マレーシア入国管理局の許可なし に雇



雇用期間内にマレーシア人や移民と結

用主を変更することはできない

婚しない


内務省の許可なしに、 雇用セクター や
雇用主を変更することはできない

(2) 外国人労働者の権利保護
マレ ーシ アで はエ ージ ェン ト に よる 外国 人労 働 者の 搾取 やメ イド に対 する 虐待 などの
人権問題が生じている。また、多くの不法労働者が、雇用主やエージェントに対して弱い
立場に置かれており、賃金の支払い拒否や、パスポートを取り上げられての強制労働など
が指摘されている。そのため、米国は、2014 年 6 月発表の人身取引レポートでマレーシア
を最低のカテゴリーにダウングレードしている 。 165
なお、外国人家事使用人（FDG）の権利保護については、以下のように規定されている。
166

164

マレーシア入国管理局ウェブサイト（http://www.imi.gov.my/index.php/en/foreign-worker.html、
http://www.imi.gov.my/index.php/en/foreign-domestic-helper-fdh.html）より作成。
165 熊谷（2014）より作成。
166 マレーシア入国管理局ウェブサイト（http://www.imi.gov.my/index.php/en/foreign-domestic-
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家事にのみ従事する（洗車は含まない）こと。



基本的な宿泊設備が整えられていること。また、栄養のある食事と、睡眠時間を含む
適切な休息が与えられること。



イスラム教徒を雇用する場合、宗教の習慣（一日 5 回の祈り、ラマダン月の断食、反
イスラムの場所で働かせない）を 尊重すべきこと。



毎月の最終週までに給料が支給されること。

課題、最近の動向
(1) 課題
マレーシアでは、周辺国との賃金格差による外国人労働者の流入と、国内産業界の労働
力不足という両面から、外国人労働者の増加が続いている。その一方で、マレーシア政府
は、外国人労働者の総数に歯止めをかけたいという意向も有しており、外国人労働者に関
する雇用税の引き上げ、新規雇用の停止と再開、不法労働者への恩赦、合法化及び送還な
どといった、外国人労働者の受入れと抑制に関する政策を 繰り返している。例えば、2011
年 10 月から 2014 年１月に、
「6P プログラム」と呼ばれる不法労働者の恩赦・合法化プロ
グラムが実施され、130 万人が申請、うち 50 万人が合法化され、33 万人が国外退去とな
った。 167
外国人労働者の在留は、基本的に 5 年間認められている（延長が認められると最長 10 年
間）が、最近は非熟練労働者の場合、3 年間で本国に返される事例も目立つとの指摘があ
る。 168
また、外国人労働者は人手不足を解消する働きを持つ半面、人員整理の対象にもなりや
すいことも課題として指摘されている。 169

(2) 最近の動向
製造業を中心に外国人労働者に対する需要は強い。しかし、政府は、2020 年の先進国入
りに向けて、経済・産業・人材の高度化を目指していることから、近年は政府が外国人労
働者の流入を制限する傾向にあり、企業が人手不足に陥る問題が起きている。例えば、2016
年 2 月、内務省は「マレーシア人の雇用を優先し、外国人労働者は最後の手段とするため」
として、年次雇用税の増額案を発表した。これにより、製造業 及び建設業の年次雇用税は、
16 年 3 月から 48％増の 1,850RM となった。また、同年 3 月には、外国人労働者の新規受
け入れ凍結について閣議決定されている。 170
また、今まで以上に自国民の雇用を優先すべきであるとして、2016 年 2 月に FDH を除
いて外国人労働者の新規受け入れについて全面的に凍結するとの発表があ り、翌 3 月に閣
議決定されている。その一方で、同年 7 月より、製造業、プランテーション及び建設業に
helper-fdh.html）より作成。
熊谷（2014）より作成。
168 JETRO（2014）より作成。
169 JETRO（2014）より作成。
170 田中（2016）より作成。
167
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つ い て は 外 国 人 労 働 者 の 新 規 雇 用 に つ い て 、 内 務 省 の 外 国 人 労 働 者 管 理 局 （ Foreign
Workers Management Division）の窓口で個別相談を受け、状況によって 申請を受け付け
ており、政策が揺れていることがうかがわれる。 171
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4.5 タイ
制度の概要 172
タイ政府は、外国人の非熟練労働者を公式に容認する政策はとっていなかったが、1992
年から、国内で不法に働くミャンマー人の非熟練労働者を登録させ、労働許可を与える制
度を開始した。この制度により、入国管理法上は不法入国者である「半合法」外国人労働
者の雇用が常態化された。当初は、ミャンマー との国境地域（9 県）において、5 業種に限
定した 4 年間の労働許可がミャンマー人労働者 に付与された 173。1993 年には 39 県、7 業
種とするとともに、対象となる外国人をラオス人、カンボジア人にまで拡大、2002 年には
全県に適用された。
2003 年、タイ政府の国家安全保障評議会は、外国人労働者について、「合法」労働者を
受け入れる政策と、これまでの「半合法」労働者を「合法」労働者にする政策（外国人労
働者政策指示）を打ち出した。
「合法」労働者を受け入れる政策では、新規の合法外国人労働者の斡旋・雇用を図るこ
とを目的に、2002 年にラオス、2003 年にミャンマーとカンボジアとの間で、外国人労働
者に関する二国間覚書（MOU）を締結した。実際に MOU による雇用が開始されたのは、
カンボジア及びラオスについては 2005 年から、ミャンマーについては 2010 年からであ
った。
「半合法」労働者を「合法」労働者にする政策では、国内の不法入国者について、出身
国政府から、国籍の証明を受け、
（タイ国だけで通用する）旅券を受給 するとともに、タイ
政府から査証の発給を受けることで、合法と認めることとした。合法化の 手続は、カンボ
ジア、ラオスについては 2006 年、ミャンマーについては 2009 年に開始され、期限を設け
て終了する予定であったが、その後も断続的に行われている。
なお、2012 年 12 月末時点で、MOU に基づく労働者は、前年度から倍増したものの、
約 21 万人に留まり、国籍証明による労働者は約 133 万人であった。

入国の条件に関する事前の取り決め
(1) 送出し国との関係性 174
カンボジア、ラオス、ミャンマー（CLM 諸国）からの労働者は、二国間覚書（MOU）
に規定された手続に従って、各国の労働省同士を窓口として斡旋・雇用される。
MOU には、賃金の月額 15%を強制的に拠出させる貯蓄基金（雇用主が外国人労働者の
賃金から控除）を設置することも規定されている。外国人労働者は、 雇用期間が満了する
と、この基金から満額と利子を上乗せした額を受領できる。不法滞在者の送還費用 もこの
基金から拠出される。
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山田（2013）より作成。
藤田他（2013）より作成。
山田（2013）より作成。
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(2) 労働力が不足する分野の特定
外国人就労法により、外国人労働者が就労可能な業種は「国家の安全保障、国内労働者
の就労の機会、自国の経済発展に必要とされる外国人労働者のニーズを考慮して定められ
る」としており、一般の外国人労働者と CLM 諸国からの非熟練労働者について、許可さ
れる業種を分けて規定している 175。
2009 年 12 月末時点で、3 カ国からの労働者（約 131 万人）が従事する上位 8 業種は、
多い順に、農業・畜産（約 22 万人）、建設（約 22 万人）、水産加工（約 14 万人）、家事労
働（約 13 万人）、農産加工（約 7 万人）、漁業（約 6 万人）、食品販売（約 5 万人）、縫製
（約 5 万人）となっている 176。

(3) 在留期間 177
労働許可期間は原則 2 年間であるが、延長が認められた場合は最長 4 年間就労できる。

(4) 更新の可否 178
在留期間満了後は一度帰国し、次の雇用まで 3 年間待たなければならない。

(5) 長期滞在・定住の仕組み 179
一時的な就労に留まる。

(6) 受入れプロセス 180
外国人労働者の受入れプロセスは以下のとおりである。
a. タイ側の雇用主からの労働需要に基づき、タイ労働省が募集する労働者の人数、期間、
資格要件、雇用条件等 を相手国労働省に通知する。
b. 相手国労働省は自国の候補者を選定し、年齢、住所、保証人、学歴・職歴等のリストを
タイへ提供する。
c. タイ側の雇用主がリストから外国人労働者の候補を選定し、選定された候補者について、
両政府の関係省庁が、査証、労働許可、健康保険、雇用契約など必要な 手続を協力して
行う。
d. 雇用主と外国人労働者が雇用契約に署名し、写しを両国の労働省に提出する。
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大友（2010）より作成。
山田（2013）より作成。
山田（2013）より作成。
山田（2013）より作成。
山田（2013）より作成。
山田（2012）より作成。
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入国後の仕組み
(1) 労働移動の制限 181
労働許可証には雇用先が明記されており、雇用先を変えるためには、現雇用主と新雇用
主の合意と協力による 手続が必要である。

(2) 外国人労働者の権利保護
労働許可証の付与が、労働者としての権利保護にはつながっていない。国籍証明による
労働者、MOU による労働者のいずれについても、タイの労働基準法上の権利が保障され
ておらず、労働災害補償の対象にもなっていない。 また、雇用手続が雇用主主導であり、
労働許可が在留許可と結びついているため、雇用主が労働者を搾取する傾向にある 182。雇
用主による強制労働や人身取引につながり、人身売買の被害者の多くが CLM 諸国からの
移民との報告がある 183。タイ政府による非熟練労働者に対する政策は、国連報告書に おい
ても問題視されている 184。

課題、最近の動向
(1) 課題
労働者の登録や労働許可取得、国籍証明の手続は複雑であるがゆえ、ブローカービジネ
スが生まれやすい。タイ語が理解できない労働者にとっては、手続に関する正確な情報を
入手することが難しく、ブローカーに頼らざるを得ないことから、不当に手数料を請求さ
れる等の状況が起きている 185。
MOU による労働者の雇用制度は、労働者を両国の法律に基づ いて管理するという主旨
であり、同制度によって雇用される労働者数が、将来的には国籍証明によって「合法化」
された既存の労働者数を上回り、取って代わることを意図していた 。しかし、タイ側の求
人情報はコンピューターシステムを利用して CLM 諸国に送られるものの、CLM 諸国では
タイからの求人情報を得るための情報通信インフラが整備されていないこと や、同制度を
利用すると、雇用主及び労働者がブローカーに多額の手数料を支払うことになり、また 、
雇用が決まるまでに時間もかかる などの理由から、MOU による労働者の流入はあまり進
んでいない 186。

(2) 最近の動向
タイ在住のミャンマー人移民 5,027 名に対する調査結果によると、その 80%は、将来ミ
ャンマーに帰国することを希望しており、そのうちの 82%は、最近のミャンマーの政治経
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山田（2012）より作成。
山田（2012）より作成。
United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand （2014）より作成。
山田（2013）より作成。
山田（2013）より作成。
大友（2010）より作成。
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済の変化により、帰国の希望を持つようになったと回答している 187。CLM 諸国か らタイ
に流入する人口で、圧倒的に多いのはミャンマー人であるため 188、今後、ミャンマー 人が
実際に帰国することになると、タイの労働市場に大きな影響を与えることが予想される。
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