高度外国人材活用のメリット

１ 海外との取引におけるネットワークの構築拡大、
グローバル経営推進
２ 日本人には無い外国人ならではの能力・発想

北九州市の外国人材活用支援事業

３ 国内の外国人向けサービス需要への対応
４ 国籍に関係なく、優秀な人材を確保

2018年2月27日
北九州市産業経済局
国際ビジネス政策課

５ 組織の多様化・国際化
※ 「高度外国人材活用のための実践マニュアル」（（株）富士通総研／厚生労働省）
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国際ビジネス政策課について

高度外国人材とは

地元企業の国際ビジネスの取組み支援

◆「在留資格のうち、
教授、芸術、宗教、報道、法律・会計、医療、研究、教育、
人文知識・国際業務、技術、技能、投資・経営、企業内転勤
の専門的・技術的分野」

【主な施策】
１ 情報提供（アドバイス・セミナー開催など）
２ 海外ミッション企画（商談会、現地市場調査など）
３ 助成金（海外市場調査・見本市出展等の経費助成）
４ 高度外国人材活用支援

※経済財政改革の基本方針２００８（H20.内閣府）

◆「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが
出来ない良質な人材」

【特
色】
関係機関と連携した施策展開

◆「わが国の産業にイノベーションをもたらすとともに
日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の
発展を促し、わが国労働市場の効率性を高めることが
期待される人材」

「北九州貿易・投資ワンストップサービスセンター
（KTIセンター：Kitakyushu Trade & Investment one stop service center ）」

※高度人材受入推進会議報告書（H21.内閣府）

＝「北九州市国際ビジネス政策課」「ジェトロ北九州」「北九州貿易協会」が、小倉駅前AIM８階
に事務所を集積させ、互いに連携しながら地域企業の国際ビジネスを支援している。
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日本で就労する外国人（在留資格別）

市内の専門的・技術的分野で働く外国人

約127.8 万人/H29.10末

専門的・技術的分野の在留資格

全在留資格
合計

（前年比18.0％増過去最高更新）
１．専門的・技術的分野
約23.8万人
２．身分に基づき在留する者
約45.9万人
（日系人等定住者、永住者、日本人の配偶者等）
３．技能実習
約25.8万人
４．特定活動
約2.6万人
（EPAに基づく看護・介護、ワーキングホリデー等）
５．資格外活動
約29.7万人
（留学生のアルバイト等）
※「外国人雇用状況」の届出状況（H29.10末/厚生労働省）

計

構成比

うち技術・人文知識・
国際業務

H25

2,464

589

23.9%

338

H26

2,746

622

22.7%

350

H27

3,172

679

21.4%

369

H28

4,029

822

20.4%

440

H29

4,911

950

19.3%

542

※福岡労働局における「外国人雇用状況」の届出状況（H29.10末）より、小倉・八幡安定所分
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専門的・技術的分野に該当する主な在留資格
在留資格
教授

経営・管理

企業等の経営者・管理者
弁護士、公認会計士等

医療

医師、歯科医師、看護師

研究

政府関係機関や私企業の研究者

教育

企業内転勤

区分

大学教授等
ポイント制による高度人材 （狭義の高度外国人材）

技術・人文知識
・国際業務

入国審査官審査基準（技術・人文知識・国際業務）の概要

具体例

高度専門職

法律・会計業務
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共通事項

① 大学・専修学校で専攻した科目と従事しようとする業務が関連して
いること
② 日本人が従事する場合と同額以上の報酬が支払われること

技術・
人文知識

以下いずれかに該当すること
① 大学卒業生であること（海外の大学でも可）
② 国内の専門学校を卒業し、専門士・高度専門士の称号を持つこと
③ 10年以上の実務経験（関連知識・技術の専攻期間含む）

国際業務

①業種（翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室
内装飾に係るデザイン、商品の開発、その他これらに類似する業務）
②3年以上の実務経験
（大卒の場合、翻訳、通訳、語学の指導業務は免除）

留学生からの
資格変更が
最も多い
（H27=88%）

中学校・高等学校等の語学教師等
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、
マーケティング業務従事者等
外国の事業所からの転勤者

介護

介護福祉士

技能

外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、
貴金属等の加工職人等
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主な要件
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高度外国人材雇用における課題と対策

専門家による無料相談窓口

課題
１ 地元企業、外国人材双方の情報不足（知り合う機会の不足）
２ 在留資格等、法律・入管制度や雇用管理に関する知識不足
３ 外国人材の日本独自の企業文化に関する知識不足
対応期間等

必要な対策
連絡先

１ 地元企業と高度外国人材が知り合う機会
２ 高度外国人雇用に関する情報取得の場・専門家のアドバイス
３ 高度外国人材が日本の企業文化を学ぶ機会

福岡県行政書士会

北九州商工会議所

福岡県ハローワーク

国籍・入国・在留手続
相談会

アドバイザー派遣
・定例相談

外国人雇用管理
アドバイザー制度

毎月第三日曜日
13:00〜16:00

就労資格（月一）
年度内に３回まで利
雇用管理（不定期：派
用可能
遣）

北九州国際交流協会 北九州商工会議所
643-5931
541-0181

ハローワーク小倉
941-8609
ハローワーク八幡
622-5566

9

11

支援事業の対象としている高度外国人材

高度外国人材の募集方法

【国内】 日本企業への就職を目指している
北九州地域の外国人留学生

【国内】
・ハローワーク等の公的機関の活用
・会社合同説明会の開催や合同就職面接会への参加
・大学への求人及び大学からの紹介による採用
・自社のホームページや就職情報紙での告知
・民間の人材派遣・人材紹介会社からの斡旋
・インターンシップの活用

背景
・市内の外国人留学生が年々増加（H24 1,783人
・市内企業への就職率が低い（卒業生の約5％）

H29 2,428人）
※市企画調整局調べ

【海外】 日本企業への就職を目指している韓国の大学生

【海外】
・海外の大学でのキャリアフォーラム、海外で定期的に開催されて
いるジョブフェアへの参加等
※高度外国人材活用のための実践マニュアル（H25.（株）富士通総研／厚生労働省）
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背景
・若者の就職難を背景に韓国政府が学生の海外就職を支援
・海外就職希望者の中では日本企業の就職希望者多い
・近い（北九州―仁川・釜山への定期航路）
・語学能力が高い（日本語・英語）
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支援事業の手法

対策
互いを知り合う場
手法

情報取得の場・ 日本の企業文化を
専門家のアドバイス
学ぶ機会

○

セミナー

交流会・面接会

○

インターンシップ

○

相談受付

外国人留学生インターンシップ・専門家相談

○

○
留学生のための事前研修

インターンシップ中

専門家による個別アドバイス

フォローアップ研修

会社合同説明会への参加

○

○
成果発表会
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高度外国人材雇用支援策（国内）

高度外国人材雇用支援策（国内）
◆外国人留学生事業

３ セミナー及び交流会
「外国人材活用で売上急増！インターンシップ成果報告会」
・開催日 平成29年10月20日 １５：００〜１７：００
・会 場 fabbit（ファビット）
・内 容 外国人材雇用企業によるセミナー、インターンシップ
実施報告、パネルディスカッション、交流会
・参加者 70名

１ 外国人留学生に特化したインターンシップ
・実施時期 平成29年8月〜9月（各社1週間程度）
・参加企業
8社（商社、小売、製造、サービス業、IT）
・参加留学生 10名
・内容 一般業務体験、国際・貿易業務体験など

４ 北九州地域の大学キャリアセンターによる留学生採用説明会
・開催日 平成30年2月27日（火） 15：00〜17：00
・会 場 AIMビル８階 キプロホール

２ 専門家による相談受付
・実施時期 平成29年6月〜10月
・個別相談件数 留学生15件 市内企業16件
・相談内容 就労ビザに関する質問、就職・採用方法等
・外国人社員定着のための個別社内セミナー
・フェイスブック・メールを活用した事業PR・結果報告 随時

５ 会社合同説明会での外国人留学生対象プログラム
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会社合同説明会での外国人留学生対象プログラム

目標とする事業の効果と成果

国際ビジネス人材交流フェアin北九州

１ 効 果
（１）高度外国人材と市内企業の接点増加
（２）市内企業の高度外国人材採用への機運押上げ
（３）大学の外国人留学生就職支援活性化
（４）将来北九州市民となり得る海外の高度外国人材に向けた
シティプロモーション など
２ 成果
市内企業の高度外国人材雇用数増加

・開催日 平成30年年3月14日（水）
12：00〜17：00
・会 場 西日本総合展示場
（北九州会社合同説明会併催イベント）
・留学生・外国語堪能学生採用希望企業ブース
へのサイン表示
・福岡県留学生サポートセンター出張相談窓口
・留学生向け就職活動スタートセミナー
・留学生対象面談会（事前申し込み制）

市内企業の国際競争力強化
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ご清聴ありがとうございました

高度外国人材雇用支援策（海外）

国際ビジネスに関するお問合せは、
北九州貿易・投資ワンストップサービスセンター
（KTIセンター）まで、お気軽にご相談下さい。

◆韓国人材事業
１ 「韓国人材活用セミナーin 北九州」開催（H29.7.5)
２ 韓国南部大学視察ミッションの実施（H29.9.26-28)
３ 「そうだ！北九州で働こう！！〜韓国人材編〜」動画製作（H29.11)
４ 「釜山キャリアビジョン」への北九州市ブース出展（H29.11.6)

ＫＴＩセンターＨＰ：http://www.kti-center.jp

５ 釜山外語大学学生短期研修受入れ（H30.1.22-2.3)
※北九州高専と協働実施

北九州市産業経済局国際ビジネス政策課
TEL:093-551-3605
E-Mail: san-kokusai@city.kitakyushu.lg.jp
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