
⾼度外国⼈材の活躍推進について

2019年6⽉24⽇
経済産業省 北海道経済産業局

総務企画部 国際課
【⾼度外国⼈材とは】

⽇本⼜は海外の⼤学等を卒業し、企業において研究者やエンジニア、
海外進出等を担当する営業などに従事する外国⼈材を想定。
在留資格でみると、「⾼度専⾨職」や「技術・⼈⽂知識・国際業務」

など、いわゆる「専⾨的・技術的分野の在留資格」で就業する⼈材。

【資料全体に関する問い合わせ先】
経済産業省 北海道経済産業局
総務企画部 国際課（担当 ⼭本、川邊）
電話︓011-709-2311(内線2605)
FAX︓011-709-1798
E-mail︓hokkaido-kokusai@meti.go.jp



北海道の⾼度外国⼈材採⽤推進の必要性

・⼈⼝減による国内市場の将来的な縮⼩を背景とした、海外市場への新事業展開の必要性
・道内へのインバウンド増に対応する⼈材ニーズ⾼まり
・少⼦⾼齢化等による⼈材不⾜の深刻化や、「稼ぐ⼒」の源泉となる⼈材確保の必要性
・外国⼈材との働く経験やネットワーク不⾜から、採⽤に⼆の⾜を踏む企業も存在
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→ 北海道経済の維持・発展には、海外展開、インバウンド、ＩＴ・製造分野等を中⼼に
専⾨的な知識や技術を持つ⾼度外国⼈材の積極的な受⼊が必要

• 海外進出⼯場とのやり取りや、海外営業のため、外国⼈スタッフを採⽤。今後も⽇本⼈と同様の条件で
外国⼈材を採⽤したい。（⾷品製造業）

• 海外へレストラン事業を拡⼤中。海外フランチャイズ業務対応のため、国籍を問わず優秀な⼈材を採⽤
したい。（飲⾷業）

• 道内インバウンド及び海外進出業務対応のため、中国にて採⽤活動を実施。今後、拡⼤が予想される市
場のため、外国⼈材の確保は不可⽋。（⼩売業）

• インバウンド増加を踏まえ、ハイシーズンには外国⼈スタッフ１００名以上の体制。今後も外国⼈材の
拡充を検討している。（宿泊業）

• ⼈材の多様性を重視し、事業の拡⼤に合わせて更なる外国⼈の採⽤を検討したい。（貿易業）

• ＩＴ業界では⼈材確保が課題。外国⼈材の採⽤も積極的に進めていきたい。（ＩＴ業）

• 外国⼈材の雇⽤の仕⽅が分からない。（製造業）

企業の声
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北海道の外国⼈労働者の状況

・2018年の都道府県別外国⼈労働者数を⾒ると、全国で第16位ではあるものの、割合は1.4％にとどまる。⼀⽅で、
増加率（2016年⽐）は39.4％と全国の34.8％を上回る。

・在留資格別に⾒ると、技能実習⽣が約半数を占めるものの、⾼度外国⼈材の割合は18.３％で全国（18.9%）と遜⾊
の無い⽔準。
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資料︓「外国⼈雇⽤状況」の届出状況（厚⽣労働省）を元に当局作成

全国で16位
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※ 専⾨的・技術的分野の在留資格
技術・⼈⽂知識・国際業務、⾼度専⾨職、経営・管理、
企業内転勤、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、
医療、研究、教育、興⾏、介護、技能

⾼度外国⼈材
※全国は18.9％

※増加率は2016年⽐で
北海道は＋39.4%

（全国は＋34.8％）

資料︓「外国⼈雇⽤状況」の届出状況（厚⽣労働省,2018年）を元に当局作成
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北海道における外国⼈労働者と⾼度外国⼈材の産業別の割合

・北海道の外国⼈労働者数を産業別に⾒ると、「製造業」が約3割を占めて圧倒的に多く、インバウンドの影響を受け
やすいと考えられる「卸売業、⼩売業」及び「宿泊業、飲⾷サービス業」が合計で約２割を占める。

・⾼度外国⼈材（専⾨的･技術的分野の在留資格者）を産業別に⾒ると、「卸売業、⼩売業」及び「宿泊業、飲⾷サービ
ス業」が約３割を占め、「情報通信業」も５％と浮かび上がってくる。

資料︓「外国⼈雇⽤状況」の届出状況（厚⽣労働省,2018年）を元に当局作成

外国⼈労働者数の内、
⾼度外国⼈材
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産業別⾼度外国⼈材数（北海道）
【専⾨的･技術的分野の在留資格者の産業別構成⽐】
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⾼度外国⼈材は45.8％

⾼度外国⼈材は34.9％
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主要産業における外国⼈労働者の在留資格別⼈数（北海道 ）

資料︓「外国⼈雇⽤状況」の届出状況
（厚⽣労働省,2018年）を元に当局
作成

北海道の主要産業における⾼度外国⼈材の状況
• 「情報通信業」は、外国⼈労働者数全体数は多くないものの、⾼度外国⼈材の割合は約５割と⾼く、「宿泊業、飲
⾷サービス業」が３割強、「卸売業、⼩売業」が２割を占める。

• 「製造業」は、外国⼈労働者の全体数は多いものの、⾼度外国⼈材の占める割合は3.1％（177⼈）と少ない。



＜企業概要＞
設 ⽴︓1983年
所在地︓北海道札幌市東区東雁来6条2丁⽬5番25号
資本⾦︓20百万円
従業員︓20名（うち外国籍社員2名）
Ｗｅｂ︓http://furatt.co.jp/index.html

＜企業概要＞
設 ⽴︓2009年
所在地︓北海道札幌市中央区⼤通⻄9丁⽬3番地33
資本⾦︓1億25百万円
従業員︓159名（うち外国籍社員11名）
Ｗｅｂ︓https://www.indetail.co.jp/ 

 ⽇本語が堪能なロシア⼈2名を採⽤。本社の海外事業部と、サハリン駐在事務所に勤務し、増加する
機器へのニーズに対応している。

 フラット合成は、プラスチックの素材・製品の販売及び製品の設計、加⼯、施⼯等の事業を展開。
 さけます孵化機器を製造し、1989年より販売代理店を通じてロシア極東地域へ輸出。品質が⾼いと評価を受けている。

 INDETAILは、ブロックチェーンを主軸にIT先進技術を活⽤し、北海道から新事業創出に向けた企画研究開発、マーケティング、実証実
験に取り組み、実⽤化を実現。

 ⽇本語能⼒よりも、柔軟性や、先進技術への強いモチベーション、新しい技術へ挑戦する姿勢を重視し
た採⽤⽅針により、フランス、台湾、ロシア等、様々な国・地域の優秀な技術者を採⽤している。

 国際的にスタンダードである年俸制の導⼊や、定期的に本国へ戻れるよう、⻑期休暇の取得にも配慮
をしている。

＜企業概要＞
設 ⽴︓2005年
所在地︓北海道札幌市東区北８条東３丁⽬１番１号
資本⾦︓15百万円
従業員︓18名（うち外国籍社員1名）
Ｗｅｂ︓https://www.fit-web.co.jp/

 フィットは、⼤⼿電機メーカーを顧客に持ち、電⼦回路設計、ソフトウェア設計、及び機械設計が主な事業。また、⽣体認証システムや防
災⽤品の販売も⾏っている。

 韓国の⼤学で技術を学んだ、韓国⼈技術者を採⽤した。電⼦回路に関するプログラミング業務を⾏
い、同社の競争⼒の維持・強化に貢献している。

 今後も、⽇本語能⼒があり、設計業務に必要な論理的思考ができ、向上⼼のある外国⼈技術者の
採⽤を検討している。

フラット合成株式会社【プラスチック素材・製品の販売】

株式会社INDETAIL（インディテール）【ブロックチェーンを主軸とした事業創出】

株式会社フィット【電⼦回路設計】

道内企業における⾼度外国⼈材の採⽤事例

5資料︓「⾼度外国⼈材の採⽤・活⽤事例集（北海道）」（当局作成）から抜粋

http://furatt.co.jp/index.html
https://www.indetail.co.jp/
https://www.fit-web.co.jp/


当局における⾼度外国⼈材の活躍推進に向けた取組（2019年度）
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■⾼度外国⼈材の活躍推進に向けた企業向けセミナーの開催
・企業の経営者や管理層・⼈事担当者を対象に、外国⼈材の活⽤に関する海外事例や、道内企業の採⽤事例の紹
介、採⽤に当たっての注意点に関するセミナーを開催。

■海外の⾼度外国⼈材と道内中⼩企業とのマッチングの実施
・⾼度外国⼈材の採⽤を検討する道内中⼩企業と、⽇本語を習得している海外在住の⼤学⽣等とのマッチングを実
施。

■⾼度外国⼈材採⽤ニーズ等の把握
・道内企業を対象に⾼度外国⼈材に関する採⽤や⽀援施策のニーズ等についてアンケート調査を実施。
・道内留学⽣を対象に、就職希望に関するヒアリング調査を実施。

■ 「⾼度外国⼈材活躍推進ポータルサイト」の活⽤促進
・経済産業省とジェトロが、2018年12⽉に開設した「⾼度外国⼈材活躍推進ポータルサイト」（⾼度外国⼈材に関連する情報

を取りまとめたWebサイト）を活⽤し、⾼度外国⼈材と企業の双⽅のニーズに応える情報提供等を実施。

⼼理的なハードルの低減

採⽤ニーズ等の把握

• 道内中⼩企業等の⾼度外国⼈材の採⽤に関する⼼理的なハードルを低減するため、⾼度外国⼈材採⽤の必要性や成
功事例等の情報提供を実施。また、道内中⼩企業等の⾼度外国⼈採⽤ニーズ調査や留学⽣へのヒアリングを通し
て、提供すべき情報コンテンツについて検討。

• 新たな⾼度外国⼈材の発掘を⾏うとともに、経済性の⾼いマッチング機会を提供し、採⽤活動を⽀援。

企業の採⽤活動の⽀援
ニーズを反映

ニーズを反映
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・経済産業省北海道経済産業局では、道内における⾼度外国⼈材の活躍を推進するため、 道内企業を対象とし
たセミナーを開催。

・本セミナーでは、⼈材の多様性をビジネスの強みとするカナダの事例について講演を⾏うとともに、新たな戦⼒とし
て⾼度外国⼈材を採⽤した道内企業の事例や、道内留学⽣の就職活動の体験談について紹介。

セミナー概要（詳細は別添リーフレット参照）
【⽇ 時】2019年7⽉19⽇（⾦）13:30〜15:30
【場 所】ホテルポールスター札幌 4階「ラベンダー」

（札幌市中央区北4条⻄6丁⽬）
【対 象】⾼度外国⼈材の採⽤に関⼼がある道内企業 等
【定 員】70名（先着順、参加無料）
【主 催】経済産業省北海道経済産業局
【協 ⼒】在⽇カナダ⼤使館、カナダ政府札幌通商事務所、

JETRO北海道
【プログラム】
１．基調講演
在⽇カナダ⼤使館
商務部参事官 ジュリー・ポワリエ ⽒

（概要）
ダイバーシティ(多様性)がビジネスに
もたらす効果について

２．⾼度外国⼈材の採⽤事例
（１）株式会社リッジワークス 代表取締役 ⻑野 篤志 ⽒
（２）札幌ボデー⼯業株式会社 代表取締役社⻑ 堀⽥ 和宏 ⽒
３．留学⽣の就職活動の体験談
キャリアバンク株式会社 キム・オリガ ⽒
留学⽣

申込⽅法
別添開催案内リーフレットの裏⾯の参加申込書に必要事項をご
記⼊の上、FAXにてお申し込み
申込締切︓2019年7⽉17⽇（⽔）17:00

（セミナー申込・問い合わせ先）
ジョブカフェ・ジョブサロン北海道（平⽥・川村）

TEL︓011-209-4510
FAX︓011-209-0715

（本事業に関する問い合わせ先）
経済産業省 北海道経済産業局 総務企画部 国際課

TEL︓011-709-2311(内線2605)
FAX︓011-709-1798
E-mail︓hokkaido-kokusai@meti.go.jp

【⾼度外国⼈材とは】
⽇本⼜は海外の⼤学等を卒業し、企業において研究者や
エンジニア、海外進出等を担当する営業などに従事する
外国⼈材を想定。
在留資格でみると、「⾼度専⾨職」や「技術・⼈⽂知

識・国際業務」など、いわゆる「専⾨的・技術的分野の
在留資格」で就業する⼈材。

⾼度外国⼈材 活躍推進セミナー
〜多様性(ダイバーシティ)で広がるビジネスチャンス〜



⾼度外国⼈材の活躍推進に向けた⽀援制度等
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 ⾼度外国⼈材活躍推進ポータルサイト
【概要】⾼度外国⼈材の⽇本での受⼊れ促進に向け、⾼度外国⼈材と採⽤側の企業の双⽅のニーズに応える情報を

⼀括で提供するポータルサイト
https://www.jetro.go.jp/hrportal/

 「⾼度外国⼈材活躍企業50社」
【概要】⾼度外国⼈材を積極的に採⽤し、事業の海外展開などの成果を得ている先進企業の事例集

https://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180525002/20180525002-1.pdf
 「⾼度外国⼈材の採⽤・活⽤事例集（北海道）」
【概要】⾼度外国⼈材を活⽤し、⾃社の競争⼒強化に取り組む道内企業の事例集

https://www.hkd.meti.go.jp/hokia/20190306/index.htm
 「⾼度外国⼈材活⽤資料集」
【概要】⾼度外国⼈材の活⽤を進めるための⼿引書

https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/hr/data/data.pdf

 ⾼度外国⼈材活躍推進コーディネーターによる伴⾛型⽀援（募集中︓2019年12⽉27⽇まで）
【概要】⾼度外国⼈材の採⽤計画策定⽀援から採⽤後の社内制度整備まで、必要なサービス・関連情報を提供し、

⼀貫して⽀援
https://www.jetro.go.jp/services/escort.html

 国際化促進インターンシップ事業（募集中︓2019年6⽉30⽇まで）
【概要】海外の外国⼈⼤学⽣等の企業への受け⼊れを通して、海外ビジネスの拡⼤や新たな知⾒構築、社内の意識

改⾰、海外⼤学等とのネットワーク構築や社内の体制整備を⽀援。
https://internshipprogram.jp/

 海外ジョブフェア事業（説明会参加者募集中︓⼤阪、名古屋、福岡※東京は募集終了）
【概要】アジア諸国において、現地⼤学⽣等を対象としたジョブフェア（合同説明会）を実施

https://www.jetro.go.jp/events/hmm/dfa1c98f15e3d6f2.html

情報提供

⽀援制度

https://www.jetro.go.jp/hrportal/
https://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180525002/20180525002-1.pdf
https://www.hkd.meti.go.jp/hokia/20190306/index.htm
https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/hr/data/data.pdf
https://www.jetro.go.jp/services/escort.html
https://internshipprogram.jp/
https://www.jetro.go.jp/events/hmm/dfa1c98f15e3d6f2.html

