
高度外国人材
採用・活用ハンドブック

Handbook of recruiting and utilizing highly skilled foreign workers

観光関連事業者のための



企業の取り組み事例

　年々増加する外国人旅行者へ対応するためには、外国人目線による商品やサービス開
発、広報、マーケティング等に優秀な外国人材の活用が有効ですが、一部の事業者にとど
まっているのが現状です。　
　本ハンドブックは、観光産業における外国人材採用を検討する事業者、既に採用して
いるが定着に苦戦している事業者を対象に、①外国人材採用の市場説明等の現状の把
握、②採用の具体的な手順、③定着に向けた社内の受入体制の整備、④企業の取り組み
事例について、4つのチャプターに分けて解説します。
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観光産業の概況と外国人労働者市場

採用の準備と候補者の募集・選考

定着に向けた社内の受入体制整備

Chapter1では、観光産業の現状と課題、日本で働く外国人労働者の市場と
採用対象となる外国人留学生の在籍状況等をデータを用いながら解説します。

Chapter2では、外国人材の採用活動について、採用前の準備から
採用候補者の効果的な母集団形成の手法、採用イベントへの出展、
選考手法について解説します。

Chapter3では、企業が抱える課題や外国人材が不満を感じる点を踏まえ、
定着のために必要な準備（受入体制の整備、キャリアに関する取組、
異文化コミュニケーション）について解説します。

Chapter4では、先進的に外国人材を雇用する企業における効果的な
取り組み事例を紹介します。

1-1 観光産業の現状と課題

2-1 採用のための準備と採用基準の策定

3-1 外国人材活用に向けた課題

4-1 企業の取り組み事例

1-2 日本における外国人労働者

2-2 採用母集団の形成
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1-3 高度外国人材の採用市場

2-3 採用イベントへの参加と選考方法

3-3 受入体制の整備

1-4 外国人留学生の在籍状況
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　2018年の訪日外国人旅行者数は、2010年の861万人
から3.6倍の3,119万人と過去最高を更新しました。その背
景として、日本政府が2003年から観光立国の実現を目標に
掲げて、「ビジット・ジャパン・キャンペーン」という訪日プロ
モーション活動を進めたことが挙げられます。
　日本政府は2017年度の「観光立国推進基本計画」におい
て、東京オリンピック・パラリンピック開催年の2020年に訪
日外国人旅行者数4,000万人、2030年には6,000万人と
することを目標にしています。また、訪日外国人旅行消費額
も2015年の2倍強の8兆円を目標にし、さらに2030年には
15兆円を目標に掲げています。

　増加する外国人旅行者への対応としてはWi-Fi環境の整
備や外国語表記、観光情報の提供等について政府や自治体
を中心として受入体制の整備が進められています。しかし、
観光施設における外国人旅行者とのコミュニケーションの
問題は大きな課題となっています。
　今後、さらに増加することが予測される外国人旅行者へ対
応するために、英語等の語学が堪能な外国人材の需要は高ま
ると考えられます。
　実際に、飲食業、ホテル・旅館に就職した外国人留学生は、
2016年以降に急激に増加しています。〈図3〉
　先進的に外国人材を活用する事業者では、母語を含めた
語学対応や、外国人目線での商品・サービス開発、広報マー
ケティングを行い積極的にインバウンド需要の取り込みを
行っています。
　外国人旅行者のインバウンド需要を取り込むためには、各
国の文化を理解する外国人材は貴重な戦力であり、これから
の日本の観光産業の発展において不可欠な存在と言えます。
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r 1 観光産業の概況と

外国人労働者市場

日本における外国人旅行者の推移

日本の観光産業発展への課題

Chapter1では、観光産業の現状と課題、日本で働く外国人労働者の
市場と採用対象となる外国人留学生の在籍状況等をデータを用いなが
ら解説します。

1-1
訪日外国人旅行者は年々増加していますが、その需要を取り込むために日本人とは異なる視点での商品、
サービス開発、マーケティング等ができる外国人材の活用が有効です。

観光産業の現状と課題
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〈図1〉 日本における外国人旅行者数の推移

〈図2〉 訪都外国人旅行者 項目別満足度

〈図3〉 飲食業、ホテル・旅館に就職した外国人留学生数

〈出典〉 日本政府観光局（JNTO） 訪日外客数
東京都観光客数等実態調査

〈出典〉 東京都 「平成29年国別外国人旅行者行動特性調査」

〈出典〉 法務省 留学生の日本企業等への就職状況について
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〈外国人材の活用が見込まれる職種例〉
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❷身分に基づき在留する者
（「定住者」（主に日系人）、「永住者」、「日本人の配偶者等」）

これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受
ける活動が可能

約49.6万人
（112,208人）

❸技能実習

技術移転を通じた開発途上国への国際協力が目的
平成22年7月1日施行の改正入管法により技能実習生は入国1年目から雇用
関係のある「技能実習」の在留資格が付与されることになった

約30.8万人
（15,182人）

❺資格外活動 （留学生のアルバイト）

本来の在留資格に関する活動を阻害しない範囲内（1週28時間以内）で
相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可

約34.4万人
（165,124人）

❶就労目的で在留が認められる者
（いわゆる専門的・技術的分野）

その範囲は「産業及び国民生活等に与える影響」を総合的に勘案して定める
こととされている
「高度専門職」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」
「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「介護」

約27.7万人
（135,867人）

❹特定活動

「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容によ
り報酬を受ける活動の可否が決定

約3.6万人
（10,354人）

（EPAに基づく外国人看護師、介護福祉士候補者、
外交官の家事使用人、ワーキングホリデー等）

　日本で働く外国人労働者は146万人（2018年10月）とな
り過去最高を記録しました。この10年間で90万人が増加し
ています。
　また、政府は人材不足解消のため新たな在留資格「特定技
能」を2019年4月から創設し、留学生の就職についても業
種や職種の緩和等、今後ますます外国人労働者は増加するこ
とが予測されます。

　外国人労働者は在留資格で大別するとわかりやすくイメー
ジすることができます。「高度外国人材」というキーワードで
一般的に定義されるのが、「①就労目的で在留が認められる
者」です。近年増加する外国人留学生の就職（2019年2月現
在）もこれに含まれ、職種により色々な在留資格があります。
観光産業については、宿泊業、飲食サービス業が2015年と比
較して、約1.7倍の18,538人（2018年）に増加しています。
　次に定住者（主に日系人）や永住者、日本人の配偶者等と
なる「②身分に基づき在留する者」です。
　また、技術移転を通じた開発途上国の国際協力を目的とす
るのが「③技能実習」です。
　経済連携協定（EPA）に基づく外国人看護師、介護士やイ
ンターンシップ、ワーキングホリデー等は「④特定活動」で
す。最後は在留資格ではないですが、「⑤資格外活動（留学生
のアルバイト）」の許可をもらった留学生等は、週28時間以
内で就労することが可能です。
　外国人材は、身分に基づき在留する者以外は、すべての職
種で活動できるわけでなく、特に就労目的で在留が認められ
る者や技能実習は業種や職種等が限定された中で就労が認
められるため、注意が必要です。

日本における外国人材労働者の推移

日本で働く外国人労働者の分類

POINT

 外国人労働者は10年間で90万人増加している
 政府は人材不足解消のため新たな在留資格「特定
技能」を2019年4月に創設

POINT

 在留資格の多くは、業種や職種等が限定されて就
労が認められるため、注意が必要

1-2
日本における外国人労働者の活用は増加していますが、観光産業においては、外国人留学生の就職を含む
「就労目的で在留が認められる者」が大幅に増加している傾向が見られます。

日本における外国人労働者
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〈図4〉 10年間の日本における外国人労働者数

〈出典〉 厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ

〈出典〉 厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ
（平成30年10月末現在）から数値を掲載

（　）内の数値は東京都の人数
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　外国人留学生の就職市場は直近のデータ（2016年度）で
は、約4.6万人の修了者に対して約1.4万人の学生が日本企
業に就職しており、就職率は31.1%となります。
　外国人留学生の就職率は2007年に30%を超えました
が、リーマンショックにより減少しました。2010年以降は順
調に就職率は回復しており、就職数についても増加傾向にあ
ります。
　出身地別構成比では①中国、②ベトナム、③ネパール、④韓
国、⑤台湾の順となっています。近年は、ベトナムやネパール
の学生の就職者数が増加している傾向があります。
　また、外国人留学生は大企業志向が強く、有名企業への入
社意欲が高い傾向にあります。しかし、〈図6〉のグラフのとお
り、従業員規模1,000人未満の中堅・中小企業への就職が約
8割を占めています。またその内50人未満の中小企業への
就職が約4割を占めていますので、中小企業でも十分に採用
のチャンスがあると言えます。

　外国人材の採用については、国内の留学生を中心とした採
用に加え、海外にて直接採用する方法もあります。海外での
直接採用については、海外大学卒業者を対象とした新卒採用
と就労経験者を対象とした中途採用があります。
　海外からの就職を目的とした「技術・人文知識・国際業務」
の在留資格認定証明書交付状況は、リーマンショックから回
復し、2017年は過去最多の3万人を超えました。〈図7〉
　企業の規模別では、従業員規模300人未満の中小企業へ
の就職が約6割。その内、従業員100人未満の中小企業への
就職は約5割と外国人留学生の採用と同様に中小企業の採
用が多く見られます。
　また、業種別では、非製造業が約8割を占め、その中で5
位にホテル・旅館、11位に飲食業がランクインしています。
就職先企業の所在地別では、東京都が13,596名で全体の
45.2%を占めています。

外国人留学生の就職市場

海外からの就職を目的とした人材の採用市場

POINT

 外国人留学生の就職率は約3割で増加傾向
 従業員1,000人以下の中堅企業・中小企業に就
職する留学生は約8割

 従業員50人以下の企業に就職する外国人留学生
は約4割

1-3
観光産業の外国人採用の対象となる外国人留学生や海外からの直接採用は近年増加傾向にあり、
中小企業への就職も多くなっています。

高度外国人材の採用市場
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〈図5〉 外国人留学生の卒業者数・就業者数

〈図6〉 従業員数別許可人数の構成比

〈図7〉 日本企業等への就職を目的とした「技術・人文知識・国際業務」に
係る在留資格認定証明書交付状況

〈出典〉 （独）日本学生支援機構 「外国人留学生進路状況・学位授与状況調査」

〈出典〉 法務省入国管理局 「平成29年における留学生の日本企業等への就職状況について」

〈出典〉 法務省入国管理局 「平成29年における日本企業等への就職を目的とした
在留資格「技術・人文知識･国際業務」に係る在留資格認定証明書交付状況について」
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　外国人材の採用で一番初めにイメージするのが外国人留
学生ですが、ここでは、外国人留学生の在籍状況について教
育機関の種類と出身国から解説します。
　日本の教育機関に在籍する外国人留学生は298,980人 
（2 0 1 8年5月）となりました。2 0 0 8年に文部科学省や関
係省庁が策定した「留学生30万人計画」（2020年を目途に 
30万人の留学生受入れを目指す政策）も目標の2020年を
前に達成する見込みとなりました。 　
　在籍別では大学・大学院が4 5 . 2 %を占め、専修学校が  
22.6%、日本語教育機関が30.1%となっています。近年は、
日本語教育機関や専修学校に在籍する外国人留学生が増加
傾向にあります。そのため、日本語教育機関や専修学校等採
用対象を広く検討することも必要です。
　出身国（地域）別では、これまでは中国、韓国の学生が多く
を占めていましたが、直近のデータでは中国が38.4%を占
めているものの、近年は減少傾向にあります。一方で、ベトナ
ム（24.2%）やネパール（8.1%）等を中心とした非漢字圏の
学生が急増しています。

　外国人留学生の多くが、来日後に日本語教育機関で1年～
2年間日本語を学習し、その後、大学や大学院、専修学校等
の高等教育機関に進学します。　　
　出身国（地域）別に進学先を見ると中国は大学や大学院へ
進学する割合が多い一方で、ベトナムやネパール、スリラン
カ、ミャンマーの学生は専修学校へ進学する割合が多いのが
特徴です。この要因として、大学、大学院の入学要件として高
い日本語能力が求められること、高額な学費の負担が影響す
ると考えられています。
　外国人留学生の母集団形成を検討する際に、私立大学は
中国・韓国等の学生が多く在籍しており、専修学校はベトナ
ム、ネパール等の学生が多く在籍していることを考慮してリ
クルーティングを行うことで、効果的な母集団形成が可能と
なります。

外国人留学生の在籍状況

日本語教育機関からの卒業者進学先

POINT

 中国の学生は大学、大学院への進学率が高い
 ベトナム、ネパールの学生は専修学校への進学率
が高い

1-4
外国人留学生は増加傾向にありますが、近年は非漢字圏であるベトナム、ネパールの学生が急増しています。
また、出身国により専門学校や大学等、進学先の傾向が変わります。

外国人留学生の在籍状況

大学院
50,184人
（16.8%）

大学（学部）
84,857人
（28.4%）

高等専門学校
510人
（0.2%）
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（22.6%） 短期大学

2,439人
（0.8%）

準備教育課程
3,436人
（1.1%）

日本語教育機関
90,079人
（30.1%）

298,980人

〈図8〉 外国人留学生在籍数

〈図9〉 外国人留学生出身国（地域）別在籍者数

〈図10〉 平成28年度日本語教育機関卒業者進学先

〈出典〉  （独）日本学生支援機構 「平成30年度外国人留学生在籍状況調査」

〈出典〉 （独）日本学生支援機構 「平成30年度外国人留学生在籍状況調査」

〈出典〉 （一財）日本語教育振興協会「平成29年度 日本語教育機関実態調査」を改変

中国
（38.4%）

ベトナム
（24.2%）

ネパール
（8.1%）

韓国
（5.7%）

台湾（3.2%）

スリランカ（2.8%）

インドネシア
（2.1%）

タイ（1.3%）

ミャンマー（2.0%） その他
（12.2%）

1%
1%
1%
0%
1%
3%
1%
2%
1%

36%
77%
80%
65%
64%
82%
72%
56%
55%

40%
19%
15%
23%
30%
13%
24%
31%
31%

23%
1%
1%
9%
1%
1%
1%
7%
6%

短期大学 専修学校大学大学院出身国（地域）
中国
ベトナム
ネパール
台湾
韓国
スリランカ
ミャンマー
インドネシア
その他
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　外国人材の採用を行う際にまず行うべきことは、外国人材
をどのような目的で採用しどのような業務を担うのか、将来
どのような人材に成長して欲しいのかを決めることです。採
用目的や外国人材に対する役割、将来のキャリアが不明確で
ある企業は、一時的な採用は出来ても、将来的に定着するこ
とが難しくなります。
　その理由として、日本と海外での採用方法に関する文化が
大きく違うことが挙げられます。日本では、一部の専門職を
除き、職種を決めずに企業が採用するメンバーシップ型採用
が主流ですが、海外では、ジョブ型採用（職種採用）が主流で
あり、自身のスキルや高等教育機関で学んだ専門知識等を活
かせる職種を選択して就職します。
　そのため、日本で外国人材の採用を行う際に、候補者の母
語や母国の価値観への理解や、学校で学んだ専攻分野の知
識やスキルを活かせる職種とそのキャリアパスを提示するこ
とが採用への近道となり、定着へ向けた取り組みの第一歩と
なります。
　また、採用目的、役割、キャリアパスを決めたのちに社内で
共有することも重要です。

　採用の基本方針を決めた後に、どのような人材を採用する
かという採用基準も決める必要があります。採用基準は最低
限、日本語能力、英語能力、学歴、出身地（国籍）、年齢の5つ
を検討する必要があります。条件設定を厳しくしすぎると採
用候補者の募集（母集団形成）が難しくなります。条件設定は
緩く設定し、大きな母集団を形成した中から優秀な人材を採
用するという考え方が必要です。
　日本語能力については、中国・韓国等の漢字圏の学生と非
漢字圏の学生では大きく能力が変わります。特に近年は非
漢字圏の外国人留学生が増加しているので、日本語能力試
験（国際交流基金と日本国際教育支援協会が主催する全世
界で約90万人が利用する、最大規模の日本語の試験）のN1
（N1～N5までの評価があり、N1が最高位）と設定すると非
漢字圏の学生は母集団形成が難しくなります。
　また、学歴と年齢については、特に非漢字圏の外国人留学
生は、日本の日本語学校を2年間在籍した後に高等教育機関
に進学するケースが多く、日本人学生と比べて入社時の年齢
が2年程度上がります。また、海外の学歴等により、入社時の
年齢が20代後半から30代前半で職歴がない学生もいます。
そのため、新卒採用を行う際にはどの学歴の学生を対象に
するかも検討する必要があります。

採用前の準備

採用基準を決める

2-1
採用前に行う準備として、外国人材の採用目的、役割、キャリアパスを決めて
社内で共有した上で採用基準を決めることが必要です。

採用のための準備と採用基準の策定

Chapter2では、外国人材の採用活動について、採用前の準備から採
用候補者の効果的な母集団形成の手法、採用イベントへの出展、選考
手法について解説します。

採用の準備と候補者の
募集・選考Ch

ap
te

r 2

〈出典〉 （一社）留学生支援ネットワーク

〈出典〉 （一社）留学生支援ネットワーク

〈採用前の準備の手順〉

外国人材の採用目的・役割を決めるSTEP 1

外国人材のキャリアパスを決めるSTEP 2

社内で目的・役割・キャリアを共有STEP 3

採用する人材の採用基準を決めるSTEP 4

〈採用基準〉

項目

日本語能力

英語能力

学歴

出身地（国籍）

年齢

採用基準の考え方と傾向

業務に最低限必要な日本語能力
（読み・書き・会話のレベル）を検討する
 非漢字圏の学生は日本語能力が低い傾向がある為、
入社後に育成することも視野に入れる

 日本語能力の判定は、学習期間と現状の能力から伸
びしろを予測することも大事

 日本語学習において、漢字の読み書きは非漢字国の
学生が最も苦労するため、読み・書きと会話の採用
基準を別々に考える

業務に最低限必要な英語能力
（読み・書き・会話のレベル）を検討する
 英語能力が高い学生は、日本語能力が低くなる傾向
がある

 英語を母語としない学生は、日本在住期間が長いほ
ど英語能力が低くなる傾向がある

大学卒、専修学校卒、日本語学校卒等の採用対象
を検討する
 東南アジアの学生は海外大学卒業の学生も多い。日
本での学歴は日本語能力（日本語学習期間）に左右
されるため、海外大学の学歴も加味することが必要

 専修学校は1校あたりの留学生が比較的多く在籍し
ており、母集団形成がしやすい

特定の出身地の学生が必要なのか、言語力のみ必要な
のかを検討する
 出身地を狭めすぎると、国内採用での母集団形成が
難しくなる（海外での採用も視野に入れる）

何歳まで採用可能かを検討する
 東南アジアの学生は、現地大学を卒業後に日本に留学
するケースも多いため、年齢が高くなるケースもある
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　本格的な採用活動を行う際にまず確認したいのが、自社
のホームページの採用ページです。採用ページが魅力的かど
うかで母集団形成が大きく左右されます。
　海外の就職活動では業界研究・企業研究等の文化があり
ません。そのため、多くの外国人留学生は外国人材を採用し
ている企業を探し、その企業の採用情報を確認して応募しま
す。その結果、自社の採用ページに魅力がないとエントリー
に結び付かなくなります。
　採用ページでは、右図に示す項目のコンテンツを充実させ
る必要があります。特に、外国人材を既に採用している企業
については、社内で活躍している外国人材（ロールモデル）を
上手く活用すること、また、職種やキャリアを意識した掲載を
行うことが有効です。

　自社の採用ページを準備した後に、外国人材採用を行って
いる企業としての認知度を上げることが必要となります。現
在、無料で利用できる公益的かつ全国規模の求人情報提供
サービスは2つあります。

①ハローワークへの登録
外国人材を採用する場合は、求人情報の[資格・経験][仕事
内容]欄に[キーワード]を設定することが効果的です。
（例） 外国人留学生は日本語能力試験N2程度必要
 〇〇語がビジネスレベルの方

②留学生就職支援ネットワークへの登録
一般社団法人留学生支援ネットワークが運営する全国で
100以上の大学が公式利用する留学生専用求人情報提供
のサービスです。

　また教育機関への求人提供をどこまで手間をかけて行う
かも検討が必要です。教育機関のホームページ等から留学生
の在籍情報を収集し、戦略的に求人情報の掲載を行うことが
有効です。

自社の採用ページの準備

求人掲載

POINT

 自社の採用ページを改善する
 広域での募集媒体の利用で認知度を上げる
 教育機関への求人情報の提供

2-2
日本人学生と異なる就職活動を行う外国人留学生の採用手法については、
自社のホームページの採用ページの拡充と採用企業としての認知度を高めることが効果的です。

採用母集団の形成

採用の準備と候補者の募集・選考
Ch

ap
te

r 2

〈採用ページに記載すべき内容〉

〈留学生就職支援ネットワーク〉

項目

求める人材像・対象者

採用要件
（日本語能力等）

事業内容

入社後の業務内容

キャリアステップ

外国人材の視点

留学生を採用しているのか？
自分は応募できる資格があるのか？

自身の能力・スキルが応募の資格を満たしてい
るのか？

どのような仕事をするのか？
母国に関係した仕事に関われるのか？

母語を含めた語学能力や母国の文化知識、専
攻分野を活用できるか？

何年後にマネージャーになれるのか？
自身がどのように成長できるのか？

ロールモデル 外国人材の採用実績がある企業なのか？
入社何年後に、どのようなポジションで、どの
ような業務を行うのか？

〈出典〉 （一社）留学生支援ネットワーク

一般社団法人留学生支援ネットワークが運営する全国で100以
上の大学が公式利用する留学生就職支援のプラットフォームで
す。約3,500人の留学生と、求人提供を行う企業約950社が利用
しています。公益的に実施されているため、企業は無料で求人情
報の掲載が可能です。また、内閣府や関係省庁が実施する「外国
人材活躍推進プログラム」にも選定されてる政府公認の支援サー
ビスです。

http://www.ajinzai-sc.jp
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 日本語能力が低い学生は問題を理解するのに時間がかかるた
め制限時間を増やす等の配慮も必要

 適性検査では言語レベルの基準を下げ、非言語の問題で判断
を行う等の配慮も必要

 基礎学力を見るのであれば、現在の所属校ではなく母国の卒
業大学の専攻やレベルで判断する

エントリーシート

採用の準備と候補者の募集・選考

　WEB上での母集団形成も必要ですが、留学生採用を行う
際に、近年増加傾向にある外国人留学生を対象とした合同
企業説明会への参加も有効な手段となります。
　近年は、国や自治体等が開催する外国人留学生を対象に
した合同企業説明会や面接会の開催が増えています。代表
的なものとして、厚生労働省の機関である「東京外国人雇用
サービスセンター」が主催する面接会等があります。
　外国人留学生の多くは、合同企業説明会の開催前に企業
の研究を行わずに参加する傾向があり、来場後に母国との関
係性や採用職種が専攻に合致するかどうか、外国人材の採用
実績等から企業を選定するケースが多いです。
　そのため、合同企業説明会において、外国人留学生のブー
ス着席数を向上させるためには、既に外国人材を採用してい
る企業の場合、ロールモデルを応対役として活用することが
有効です。
　また、外国人留学生に配布する企業情報冊子についても、
海外とのつながりや関係性、母語や母国の文化知識、学校で
学んだ専門知識、スキルを活かせることをアピールすること
が重要です。

　日本の就職活動において実施される日本語の作文を求め
る「エントリーシート」や、SPI3に代表される適性検査等の
「筆記試験」は、海外の就職活動では実施されません。これ
らの試験は、日本語能力により結果が左右されるため、優秀
な外国人留学生を見極めるツールとしては適切とは言えませ
ん。外国人留学生に対しては、できればこれらの選考試験を
行わず、履歴書と面接のみで採用活動をすることが望ましい
です。
　また、グループディスカッションやグループ面接等も外国人
材には馴染みがなく不利に働きます。
　面接はできれば1対1の個人面接で、日本人学生より時間
を多く取り、カジュアルなスタイルで行い、会話を深堀するこ
とにより特性や本音を把握することができます。

合同企業説明会

選考試験での注意点

POINT

 エントリーシート、筆記試験は外国人留学生を見
極めるツールとしては適切とは言えない

 面接は1対1の個人面接でカジュアルなスタイル
で行うことで特性を把握する

2-3
採用に直結する外国人材向けの採用イベントは、ロールモデルの活用やパネル等の装飾の工夫が必要です。
また、選考試験については履歴書と面接を重視した採用手法が有効です。

採用イベントへの参加と選考方法

Ch
ap

te
r 2

〈合同企業説明会で注意するポイント〉

〈選考試験で注意するポイント〉

企業情報冊子の内容

ロールモデルの活用

筆記試験

パネル等の装飾

面接

 海外とのつながりについての詳細な内容や国名の表記（海外
進出拠点、取引国、外国人顧客で多い国籍等）

 母語や母国の文化知識、学校で学んだ知識やスキルを活かせ
る職種を明示する

 外国人材の雇用実績があるのであれば、採用国籍や雇用人数
等を明示する

 エントリーシートは日本独特の就職活動の文化であるため、
あくまでも参考程度にとどめて面接で見極めることが必要

 合同企業説明会の応対スタッフに外国人留学生OB・OGが
いることで外国人採用の実績をアピールすることができる

 母語で会話できる安心感から、同じ国籍の学生について多く
のブース着席が見込める

 何を行う企業なのか、どのような特色なのか、イメージしやす
く、かつ他社と差別化できる装飾

 施設や店舗等の写真を使用することで職場のイメージをわか
りやすく説明する

 日本人学生より時間を多めに取り、色々な話を聞くことも必要
 1対1の面接はリラックスして話をすることができるため特性
を把握しやすい　
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　企業における外国人材採用の課題は、採用フロー別に概
ね4つに分類が可能です。

①採用前の準備
採用活動前の社内調整、社内の外国人採用目的等の意識
共有、採用基準の策定に関するもの

②母集団の形成
採用の手法と広報活動に関するもの

③採用手続き
在留資格変更手続きや社内の受入体制整備に関するもの

④定着
就業後の異文化コミュニケーション、マネジメント、キャリ
アパスの相違に関するもの
　
　〈図11〉のとおり、企業が抱える課題に上記の4分類を行う
と④の定着に関する課題が多くを占めていることが分かりま
す。外国人材の採用後の課題として、定着に向けた取り組み
が必要と言えます。

　一方で日本企業で働く外国人材の日本企業に関する不満
は3つに分類することが可能です。

①受入体制の整備
残業や休暇の取得がしづらい、相談相手がいない等

②キャリアに関する取組
希望する仕事につけない、役割や仕事内容が不明確、給与
が低い、昇進スピードが遅い等

③異文化コミュニケーション
上司を含む職場の人間関係、仕事の進め方が不明瞭、個性
の軽視等

　〈図12〉のとおり、外国人材の不満について上記の3分類
を行うと②のキャリアに関する不満が多く占めていることが
分かります。
　具体的には、評価や処遇に関するものや、キャリアパスに
関するもの、配属や業務の内容に関するものに分けられま
す。定着に向けた取り組みとしては、これらに対応することが
必要と言えます。

Ch
ap

te
r 3 定着に向けた

社内の受入体制整備

企業が認識する課題

日本企業で働く外国人材の不満

Chapter3では、企業が抱える課題や外国人材が不満を感じる点を踏
まえ、定着のために必要な準備（受入体制の整備、キャリアに関する取
組、異文化コミュニケーション）について解説します。

3-1
外国人の定着について検討する前に、企業と外国人材が抱える課題について解説します。
企業の課題は定着に関するものが多く、外国人材についてはキャリアに関する不満が多い傾向が見られます。

外国人材活用に向けた課題

組織のビジョンの
共有が難しい①

❹
❹
❹
②
③

②
②

日本人社員との
コミュニケーションに支障が多い

外国人の処遇や人事管理の
方法が分からない

将来帰国・転職を希望する者が
多く離職率が高い

日本語能力が求める水準に
達していない

就労ビザなど日本の
在留許可申請への対応が困難

財務的効果（売上、業績等の向上）が
不明

外国人社員の募集の方法が
分からない

その他

募集を行うものの応募がない
（もしくは少ない）

0 5 10 15 20
（％）

希望する仕事に
つけない❷

❷
❷
❷
❷
❷
❷
①
③
③
③
③
③
①
①

期待される役割や仕事の内容が
会社から明確に提示されない

キャリアパスに対する考え方が
会社と自分で異なる

昇進する見込みが
感じられない

給与が低い、給与が
なかなか増えない

能力や成果に応じた
評価がなされない

外国人社員が経営幹部に
登用されない

労働時間が長い、
休日が取りにくい

衣食住などの環境が合わない

その他

特にない

業務時間外の
付き合いが多い

職場の上司や同僚との
人間関係がうまくいかない

思ったよりも日本語能力を
求められる

仕事の進め方が文書化・
明示化されていない

外国籍であることなどの
社員の個性が軽視される

仕事や生活上の悩みについて
相談できる相手がいない

0 10 20 30 40
（％）

中小企業（n=50）
大企業（n=59）

〈図11〉 外国人社員採用・雇用における課題 （n=3,005）

〈図12〉 日本企業に関する不満 （n=109）

〈出典〉 （独）日本貿易振興機構（JETRO） 
「2015年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」

〈出典〉 経済産業省 「平成27年度アジア産業基盤強化等事業
（「内なる国際化」を進めるための調査研究）」
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定着に向けた社内の受入体制整備

　先進的に外国人材を採用している企業は、外国人材の定
着に向けてキャリアに関する取り組みをしている企業が多い
傾向があります。キャリアに関する問題は離職に直結するた
め、対策を講じている企業が多いことが推測されます。
　キャリアプランや育成方針の提示（20.1%）、上司との面
談やメンター制度等の相談体制整備（19.2%）、希望する部
署への配属（11.2%）については、比較的負荷が軽く導入し
やすい内容と言えます。給与や福利厚生など待遇面の改善
（13.4%）については、企業の負担も重くなりますが、定着
に向けた根本的な解決手段として、取り組む企業もあるよう
です。
　また、受入体制の整備については、住宅や通勤手段など
住環境の整備（1 8 . 7 %）、外国人採用・登用に関する経営
トップのコミットメント（10.8%）、宗教や生活習慣への配慮
（10.3%）等の取り組みを行っている企業が比較的多いよ
うです。
　一方で、特別な取り組みは実施していない企業は約40%
と多くを占めているのが現状です。

　外国人材の採用と日本人の採用の違いは、言葉、文化、価
値観、在留資格の4つ（右図）が挙げられます。在留資格につ
いては手続き上の問題とも言えるので、本質的な違いである
言葉、文化、価値観の違いをどのように乗り越えていくかと
いうことを考える必要があります。
　日本企業が外国人材を採用する際に一番気を付けるべき
ことは、「日本企業で働くのだから外国人材がすべて日本企
業の慣習に合わせるべきだ」という誤った考え方を持つこと
です。国籍の異なる人材と協業する上で重要なのは、お互い
に文化や価値観を尊重し、理解し合うことです。どちらかに
合わせるのではなく、お互いが歩み寄る考え方がなければう
まくいきません。
　そのためには、まず日本人スタッフと外国人材がお互いに
文化・価値観に興味を持ち、違いを認識することから始めま
す。次に、その違いが「なぜ違うか」という背景を理解するこ
とが重要です。それを踏まえて、初めて双方の妥協点を模索
していきます。当然企業側が妥協できない点もあるので、そ
の際には納得するまで丁寧に説明することも大切です。この
サイクルを繰り返していくことで文化の壁を乗り越えていく
ことが可能となります。

外国人材の定着のための取り組み

文化の違いを乗り越えるためには

3-2
外国人材の定着に向けて先進的な取り組みとしてキャリアパスや育成方法の提示、相談体制の整備等が
あります。また定着のためには、文化の違いを理解し納得するまで丁寧に説明していくことが必要です。

外国人材の定着のための取組

Ch
ap

te
r 3

キャリアプランや
育成方針の提示

上司との面談やメンター制度
等の相談体制整備

住宅や通勤手段など
住環境の整備

給与や福利厚生など
待遇面の改善

希望する部署への配属

外国人採用・登用に関する
経営トップのコミットメント

宗教や生活習慣への配慮

日本語習得支援など
研修の充実

人事部門による定期的な
面談の実施

社内の他言語化や
英語公用語化の推進

特別な取り組みは
実施していない

0 10 20 30 40
（％）

20.1%

19.2%

18.7%

13.4%

11.2%

10.8%

10.3%

9.9%

8.0%

6.4%

38.3%

〈図13〉 外国人材の定着を図るための取り組み （n=1,333）

〈出典〉 （独）日本貿易振興機構（JETRO） 
「2015年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」

〈外国人材採用と日本人採用の違い〉

〈文化の壁を乗り越えるための手順〉

文化・価値観に興味を持ち、違いを見つけるSTEP 1

違いの背景を理解するSTEP 2

双方の妥協点を見つけるSTEP 3

納得するまで説明するSTEP 4

❶
言葉（母語）
の違い

❸
価値観の
違い

❷
文化の
違い

❹
在留資格

〈出典〉 （一社）留学生支援ネットワーク
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家族の来日手続きの手続き等支援

外国人雇用状況の届出

　入社前に必要となる準備で最も重要なのが、在留資格変
更申請の手続きです。在留資格変更申請手続きは基本的に
は本人が申請するものですが、企業側で準備する書類等もあ
るため、本人任せにせず、企業が積極的に関与していくこと
が必要です。
　また、生活に関する準備については、住居の手配や、宗教に
よっては食事等の対応を入社前に整備する必要があります。
　雇用後は、外国人雇用状況の届出をハローワークに行うこ
とが必要です。

　日本と海外では税金や公的医療保険、公的年金の仕組み
が異なります。日本人であれば常識であっても、外国人材に
はわかりません。日本で就労する際の基本的な事柄は入社後
の研修等で説明することが望ましいです。
　説明する際には、公的医療保険や雇用保険、公的年金の仕
組みについて、どのような支援やサービスを享受できるのか
について説明をすることが必要です。
　特に公的年金については、外国人材が将来帰国する際に脱
退一時金を請求できることの説明も必要です。

　会社内のルールは、雇用条件通知書、雇用契約書に記載さ
れる内容の説明を丁寧に行う必要があります。また、社内の
ルールの基礎となる就業規則（特に、転勤、異動、転籍、労働
時間、残業、休憩、休日、休暇、賃金、退職、解雇等）を丁寧に
説明をすることも必要です。
　また、雇用契約書・就業規則等に明文化されていないルー
ルについては、より丁寧な説明をする必要があります。必要の
ないルールについては、なくしていくことも検討しましょう。

Ch
ap

te
r 3

入社前に必要な準備

日本での就労の際に必要な説明

雇用内容、ルールに関する説明

3-3
外国人材を採用する際に事前に準備すべきことは、さほど多くありません。
日本の雇用のルールや仕組みについて丁寧に説明することから始めていくことが必要です。

受入体制の整備

定着に向けた社内の受入体制整備

〈受入体制の整備のポイント〉  外国人雇用に必要な受入体制のための準備はさほど多くない
  日本の雇用のシステムやルールについては丁寧に説明する
  企業・外国人材が認識のずれなく正しく理解しあえる方法を摸索する

〈入社前後に必要な受入体制の整備〉

〈日本での就労の際に必要な説明〉

〈雇用内容、ルールに関する説明〉

項目

項目

項目

在留資格

生活

雇用内容

社内ルール

生活

内容

内容

内容

在留資格変更申請の手続き等支援

公的医療保険

労働条件通知書、雇用契約書

雇用保険

雇用形態、処遇

公的年金（脱退一時金）

就業規則
（転勤、異動、転籍、労働時間、残業、休憩、休
日、休暇、賃金、退職・解雇等

住居手配（住居探しの支援、保証人等）

扶養控除申請手続き

食事・宗教等の対応
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組織目標、企業の文化等の特徴

昇進・昇級の基準の明確化と透明な運用

育成計画

定着に向けた社内の受入体制整備

　入社時に必要なことは、まずは配属先の選定の理由と求め
られる役割を外国人材に丁寧に説明することです。配属の理
由と役割、キャリアパスについては、受入先の管理者と共有す
ることも重要なポイントです。
　また、会社のキャリアに関する指針や就業規則となる部分
として、育成計画や評価（評価項目、評価基準、評価方法）、異
動の考え方、昇進・昇給等について丁寧に説明することが求
められます。
　また、評価や異動については、入社時の説明だけでなく入
社後においても丁寧に評価や異動の理由や根拠等を説明し
ていくことが求められます。

　長期のキャリアイメージも大事ですが、現在の職務の満足
度も、定着を見据えた中では重要となります。
　外国人材の離職を防止するためには、外国人材のモチ
ベーションの低下を素早く把握する体制構築が重要となりま
す。そのためには、特に入社3年目までは、定期的な面談を行
うことが有効です。できれば、面談は直属の上司ではなく、人
間関係の相談も含めて可能となることから、第3者である人
事部が行う事が望ましいです。

　キャリアにおいて最も重要となるのが評価です。評価の結
果は、間接的な言い回しではなく、良い点、改善すべき点、期
待する点を明確かつ丁寧に説明する必要があります。また、
一方で、日常のほめる・叱るというフィードバックは、評価の
基準を日頃から共有することになるため、外国人材との評価
基準のズレを補正する効果があります。
　将来的に外国人材が増加した場合は、右図のような評価
の制度や仕組みを変えることを検討する必要もあります。

入社時に必要な準備

定期面談

評価・フィードバック

3-4
外国人材が日本企業に対する不満で最も多く挙げられるのが「キャリア」です。
評価や異動、昇進、配属、育成計画等について外国人材に丁寧に説明することから始めていくことが必要です。

キャリアに関する取組

Ch
ap

te
r 3

〈キャリアのポイント〉  グローバルスタンダードな体制整備が必ずしも必要なわけではない
  現状の体制を微修正することから始める
  配属・評価・昇進・異動については理由等を丁寧に説明する必要がある

〈入社時に必要な説明〉

〈将来的に検討すべき取り組み〉

項目

項目

配属

職務記述書
（ジョブディスクリプ
ション）

組織目標

育成

評価制度

評価

キャリアパス

成果主義

異動

昇進

キャリア

内容

内容

配属の理由と役割

職務の内容や業務範囲を明確にする

評価項目

キャリアパスの希望を人事制度に反映

評価基準

高度な専門性を持った社員や卓越した業績を
挙げた社員には、高い報酬やポジションを与え
る制度・仕組みの構築

評価方法

異動の考え方

昇進・昇給の仕組み

面談等の支援制度について
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Ch
ap

te
r 3 定着に向けた社内の受入体制整備

　異文化コミュニケーションを考える時に、コミュニケー
ションツールとなる日本語の能力基準の設定が重要となりま
す。採用時にどれぐらいの日本語能力を求めるのか、また、
入社後に外国人材にストレスを感じさせない語学の教育体
制が取られているかを検討する必要があります。近年は非漢
字圏の外国人材が増加しているため「聞く」「話す」の能力と
「読む」「書く」の能力は別に捉え、「読む」「書く」の能力は入
社後に育成することを視野に入れることも必要です。
　また、日本語能力が高くない外国人材に対しては、書類を
紙ではなくデータで提供することで、翻訳ソフトの利用や漢
字の読み方を調べることを容易にすることができます。

　異文化コミュニケーションを実践する際に、3-2で説明し
た文化の壁を乗り越えるための手順を大前提に考えること
が大事です。
　また、日本人同士の「通じる」前提のコミュニケーションで
はなく、「通じない」前提でコミュニケーションをとることが
必要です。そのためには、日常の業務の中で、外国人材へ仕
事の指示をするときは、「目的は」、「誰が」、「何を」、「何時ま
でに」やらなければならないか明確に伝え、主語や代名詞等
を明確にして話す等の配慮が必要となります。

　孤立しやすい外国人材をフォローすることができる「メン
ター制度」が定着に向けた取り組みとして効果的です。メン
ター制度は、業務面と精神面のフォローを行うことで、外国
人材の育成とともにメンター役となる日本人社員の成長にも
つながります。
　また、社内のサークル活動や行事等のインフォーマルなコ
ミュニケーションは、外国人材との良好な人間関係の構築に
効果的であり、離職のリスクを減らすことに繋がります。

共通言語の基準・育成

言語コミュニケーション

非言語コミュニケーション

3-5
文化や価値観が違う外国人材と日本人の協業を最適化するためには、
お互いの違いを理解し、日本人スタッフ以上にコミュニケーションを多くとることが必要となります。

異文化コミュニケーション

〈異文化コミュニケーションのポイント〉  お互いがリスペクトできる関係を構築することが大事
  お互いが認識のずれなく正しく理解できるまでコミュニケーションをとる
  外国人社員が孤立しない環境を構築

入社前の育成計画
（入社時に必要となる能力育成）

入社後の育成計画
（就業に支障がない能力育成）

〈入社前に必要な体制整備〉

〈取り組みの方法〉

項目

項目

日本語能力基準

日本語育成計画

Off-JT

メンター制度

インフォーマルコミュ
ニケーション

社内用語

業務支援

内容

内容

採用時の採用基準の設定
（聞く・話すと読み・書きは別々に考える）

外国人材を含めた異文化コミュニケーション
研修

マネジャーへの異文化マネジメント研修

外国人材の業務・精神サポートを行う

社内用語や業界用語等特殊な日本語への配慮
（一覧表を作成等）

社内のサークル活動や就業時間外のイベント
等のコミュニティへの参加

書類を紙ではなくデータで提供
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Ch
ap

te
r 4 企業の取り組み事例

Chapter4では、先進的に外国人材を雇用する企業における効果的な
取り組み事例を紹介します。

4-1
外国人材の採用を先進的に行っている企業がどのような工夫をしているのか
「受入体制の整備」、「キャリア」、「異文化コミュニケーション」の3つの観点からまとめました。

企業の取り組み事例

受入体制の整備

異文化コミュニケーション

キャリア

在留資格変更については、行政書士に
書類作成含めて相談しながら進め、外
国人材にも会社にもストレスなく手続
きできるように配慮している。

年2回、直接の上司と話し合う機会を設
け、実現したい将来像に必要となる職務
内容や研修について、具体的な計画を
立てるようにしている。社員と上司の認
識にずれが生じる場合には、人事が同席
し状況に適したサポートを行う。

住居の手配については、契約の手続きも
含め、総務部で相談や契約時の立ち会
い等を行うようにしている。 管理職への昇格は立候補制であり、新

卒2年目からでも挑戦できる。このよう
なキャリアを主体的に描ける仕組みに
ついては、外国人材の関心が高いため、
就職説明会等でアピールしている。

外国人が勤務する上で必要な情報をま
とめたハンドブックの制作・配布や、日
本企業独特の手続きや就業規則等の社
内書類を全て英語化し、イントラネット
上で外国人社員向けに提供している。

中堅マネージャー向けに総合的なマネジメ
ント能力及びグローバルな異文化コミュニ
ケーション力を上げるための研修を、OJT・
Off-JTを組み合わせながら実施している。

外国人材を海外営業等に配属し、彼ら
が好成績を上げれば高い処遇で応えて
いる。そうした外国人材が「スター社員」
となることで彼らのモチベーションがあ
がり、さらに海外事業の業績が拡大する
という好循環となっている。

全社員に月に1度社長との面談の場を設
け、会社のビジョンや方向性の共有を図
る。また、社員に対して社長から折を見て
声掛けをして、一人ひとりを見ているとい
う事が伝わるように工夫している。

イスラム圏の人材を受け入れるため、社
内の食堂には、原材料の表記及びハラ
ル対応のメニューを準備した。また、お
祈りをするための専用の部屋を用意し、
就業中でもお祈りができるような時間
の配慮も行っている。

若手社員をメンターとして外国人材につけ
ることで、外国人材の業務相談や精神的な
相談を含めてフォローしている。外国人材
のメンターに日本人の若手を登用すること
で若手社員の成長にもつながる。

入社後日本人社員はTOEIC、外国人社員
はBJTビジネス日本語能力テストの受験
を奨励しており、一定の結果を残すと報奨
金が授与される。

■ 経済産業省 「平成27年度アジア産業基盤強化事業（「内なる国際化」を進めるための調査研究）」より一部抜粋

国籍に関係なく、高度な職に就く人材で
あれば給与の設定は柔軟に行い、優秀
であれば理由を示して昇進させている。
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