
採用戦略 募集 面接／採用

・募集要項作成
・求める人材像
が在籍する提
携大学生や卒
業生に向けて、
情報発信。
・現 地 ネ ッ ト
ワークに推薦
者を募集。

・書類選考
・教授推薦／身
元調査
・採用テスト
・スカイプ面接／
現地面接（現
地ジョブフェ
ア開催も可能）

・採用目的／役
割の明確化
・採用／育成計
画立案【3年～
10年後の組織
をイメージ】
・受入環境確認　
（職場、住環境）

海外エンジニアと
日本中小企業の架け橋に

当社は、2008年経済産業省「若者と中小企業
のネットワーク構築事業」などに採択され、中小
製造業の雇用と若者達のミスマッチを解決するた
めのものづくり人材育成事業を展開してきた。ま
た、筆者が専務取締役を務める 1947年創業の精
密板金筐体の専門メーカー、㈱二ノ宮製作所（埼
玉県秩父郡皆野町）は他社に先駆けて海外高度人
材発掘の独自ルートを構築し、発掘採用から育成
定着戦力化までの実績を重ねてきた。この 2社が
連携し、人材に関する企業の真のニーズをつかみ、
おのおののニーズに応えられる海外エンジニアを
発掘し、育て戦力化し、企業と共に伸びるようサ
ポートする事業を現在展開している。
当事業の目的は、日本のものづくりに興味を持

つ 20代海外エンジニアと、将来の製造
中核人材となる 20代の若手技術者を採
用したいと考えている企業をつなげ、
日本の強いものづくり現場力の維持・
発展と海外エンジニアにとって日本の
中小製造業が魅力的な舞台となるよう
サポートすることである。さらに、海
外大学などとのネットワークを構築し、
独自に人材確保できるノウハウを取得
することをゴールとする。

当社には、工場勤務経験のある製造業出身者と
現場主義を身上とする企業支援者が集まり、中小
製造業の課題を自ら実践し、業績を上げるととも
にノウハウ化。そのノウハウを地域の中小製造業
に提供することをミッションとしている。

具体的な発掘の手順と、
定着までのサポートフロー

ステップ 1 人材発掘（見つける）

企業の経営者や人事責任者と、人材採用ニーズ
や組織人事の状況などについてヒヤリングを行う。
企業の抱える悩みとしっかり向き合うことで、企
業の真のニーズそして企業の将来像を共有する。
企業の経営者や人事責任者と、求める人材像、職
務内容、経験、国籍、在留資格の種類、仕事で必
要となる日本語レベルなどについて話し合い、最
適な人材採用ルートを検討する（図 1）。

＊（ほりやす よしくに）：代表取締役
〒368－0067 埼玉県秩父市みどりが丘 29－1
e－mail：kirari 1025@gmail．com TEL：
0494－26－7386 図 1 ステップ 1 人材発掘（見つける）

事 例 解 説 2

中堅中小製造業にマッチした
海外エンジニアを発掘し
共に学び共に伸びるきらりの挑戦
㈱きらり

堀安吉城＊
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来日手続 日本語／生活
研修

職場定着研修

・〈来日前〉日本語
基礎研修
・〈来日後〉日本語
活用研修／日本で
の生活教育（日本
文化･手続･くらし
･緊急時の対応等）

・職業訓練指導員に
よるエンジニア基
礎研修／工場体験
実習
・日本の職場ルール
・日本人社員とのコ
ミュニケーション
・キャリア構築研修

・在留資格認定書取
得のための必要書
類収集／作成
・現地海外雇用庁
（POEA）手続き
・現地出国研修受講
・健康診断

なお、当社が事業として取り扱っている外国籍
社員の在留資格の種類は、技術人文知識国際業務
（正社員のエンジニア）と文化活動（理工系大学
のインターンシップ生）のみであるが、企業のニ
ーズに応じて、当社がベストと考える人材サービ
ス企業を紹介している。
次に、募集要領を作成する。その際、雇用につ

いて考え方の違う外国籍の求職者に配慮した募集
要領を作成する必要がある。ポイントは、相手に
配慮しつつも、日本で働くので、日本式を学ばな
ければならないことをしっかりと伝えることであ
る。現地で、就職説明会を開催することも一つの
対策となる。
面接する際のポイントは、現地と日本の面接ル

ールや法律の違いを理解する、身元調査を実施す
る、日本語レベルだけで判断しないことである。
特に、日本語に関してはできるに越したことはな
いが、求める人材か否かで判断するよう心掛ける
べきである。求める日本語レベルにもよるが、採
用戦略をしっかり練った企業であれば、採用決定
から来日までの期間に、日本語のレベル向上をサ
ポートすることで十分対応できるからである。
ステップ 2（育てる）

外国籍の正社員を初めて採用する企業が、採用
決定から出社まで約 6カ月かかる。外国籍の人材

を採用するためには、在留資格認定証明書（COE）
を取得する必要がある。取得後、在外日本公館に
てビザ発給、入国時に在留カードが交付されるの
だが、フィリピンではビザ発給後に、海外雇用庁
（POEA）の許可が必要となる。
来日までの期間を活用し、当社の人材育成方針

を理解している現地日本語教師による日本語教育
を行っており、基本的な日本語を理解することが
できるレベルを目標としている。また、海外と日
本の働き方の違いやビジネス習慣などについて、
スカイプやメールなどを通じて理解を深める（図
2）。
来日後は、2週間の集中研修を実施し、日本語

学習だけでなく、日本での生活教育なども実施す
る。さらに、国内外でエンジニア教育を実践して
いる東洋大学の理工学部吉田教授監修の下、長期
的にものづくり企業で活躍できるエンジニアを輩
出する 6つの要素「心・技・体・協・知・考」を
ベースにきめ細かく丁寧な人材育成を行うことを
基本方針としている。
「心」 ものづくり哲学、日本の文化、規律
「技」 技術/技能を習得継承するノウハウ、職

場での日本語力
「体」 行動継続力、集中力と自己管理力
「協」 チームワーク、コミュニケーション能力

図 2 ステップ 2 就業前教育（育てる）
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就業者支援

・御社での勤務態度／社員様と
の関係性向上サポート
・エンジニア力向上サポート
（個性に合わせた技術技能向
上方法の指導）
・キャリア相談
・生活サポート（母国語対応可
能な支援者とのネットワーク
活用：医師・教会等）

・外国籍社員の受入体制構築
・外国籍社員の活用方法（コミュ
ニケーションの取り方等）
・外国籍社員の定着化→戦力化
サポート
・外国籍社員を活用した企業変
革（生産性向上／組織改革／
海外展開等）サポート

企業様支援

「知」 理工学知識、IT知識、安全知識
「考」 課題発見力、計画力、創造力
ステップ 3 戦力化（共に伸びる）

外国籍社員を定着させるためのファーストステ
ップは人間関係である。いくら能力が高くても日
本語が喋れても、人間関係がうまくいかないと定
着は難しい。外国籍社員に対しての挨拶・態度・
日本人社員とのコミュニケーション研修といった
教育と併せ、職場の受け入れ体制や雰囲気づくり、
日本人社員への教育もとても重要である。もし、
自分自身が海外で働くとしたら、どのような心配
があるだろうか、それはそのまま外国籍社員の悩
みではなかろうかと想像してみるとよい。日本で
安心して生活するためにも、緊急時の対応や第 3
者的立場の人による相談サポートなども必要であ
る。
次に、外国籍社員を戦力化するために、おのお

のの強み弱みを把握し、強みを最大限発揮できる
職場に配置することである。上司が褒めて育てや
すい環境を用意することも企業が実施すべきこと
である。外国籍社員が活躍することで、組織力向
上に繋がると考えられる会社は戦力化が早い。や
る気があり地頭の良い若手外国籍社員（育てがい
のある社員）が入社することで、日本人の上司や

同僚にとっても成長する機会を得ることができる
のである（図 3）。

なぜ、フィリピン人材
（エンジニア）か

当社が考えるフィリピン人材（エンジニア）の
強みは以下のとおりである。
①理工学基礎知識、論理的思考力、プレゼンテー
ション能力、ITスキル（Microsoft Office/Auto-
CAD/各種プログラム言語など）が高い。フィ
リピンでは、「エンジニア」と名乗るためには、
理工系大学を卒業し国家資格を取得する必要が
ある。

②20代の若いエンジニアを採用することができ
る。フィリピンの平均年齢は 24歳。幼児と子
供の数が一番多く、高齢者になるにつれて人口
が減少しているきれいなピラミッド型であり、
今後も労働人口が増え続ける。また、フィリピ
ンは、近隣諸国に比べて、海外からの製造業へ
の直接投資流入が少ないため、雇用創出が不十
分で失業率が高い。人手不足に悩む日本にとっ
ては、人材確保の機会が多い。

③親日、明るく陽気、英語ができる。アニメなど
の影響もあり、日本に好感を持っている若者が

図 3 ステップ 3 戦力化（共に伸びる）

◆◇◆特集 2 海外人材の獲得と育成ノウハウ
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Phase 1
定着化

Phase 3
企業変革

Phase 2
エンジニア戦力化

・若手人材（20代）
の確保
・社内の活性化
（明るい雰囲気、
リーダークラス
の育成機会）
・日本人社員の心
理的ハードルの
低下

・組織変化（エン
ジニア達の活
躍、新しい発想、
気づきの促進）
・生産性向上（プ
ロセスの標準
化、IT スキル
の活用、論理的
思考）
・リーダーのマネ
ジメント力向上
( 成長機会 )

・事業拡大（海外
企業とのビジネ
ス強化、海外展
開及び現地での
ネットワーク拡
大）
・マネジメントの
進化 ( ダイバシ
ティマネジメン
ト、組織変革）

多い。明るく陽気な性格の人が多く、会社の雰
囲気を明るくしてくれる。また、英語が堪能で、
海外展開や外資系企業との取引の際に活躍でき
る。
なお、ジョブホッピング（技術スキルや賃金の

向上を求めて転職を繰り返すこと）などを気にさ
れる方が多いが、留学生など日本に在住の人材で
はなく、現地で直接採用し、来日前に日本で長期
間に渡り働く覚悟を持たせることで、貢献意欲が
高まり、愛社精神が芽生え、結果定着率が向上す
る（図 4）。

それぞれの企業に
マッチした人材を

現在提携しているフィリピンの大学は 6大学
（内訳は、首都マニラがあるルソン島で 3大学、
セブ島で 3大学）である。今後、ミンダナオ島で
2大学、ルソン島でもさらに 3大学、提携大学を
増やす予定である。また、2020年度には、フィ
リピンだけでなく、ベトナムとの大学と提携を予
定している。
また、外国籍社員を採用している企業間のネッ

トワークを構築する。外国籍社員が定着化戦力化
した事例、若手社員が増えることで日本人の若手
社員も採用できるようになった事例、企業変革ま
で発展した事例などを見聞きし、自社の取り組み
についても発表する場をつくる。繰り返しとなる
が、当事業の最終的な目的は、各企業が外国籍社
員の採用ノウハウを身につけることである。多く

の企業が自社にマッチした外国籍社員を採用する
ことにより、共に成長し、日本のものづくり力を
支える中小製造業の発展に貢献していきたい。ご
興味のあるメーカー担当者の方はぜひ、ご相談い
ただきたい。

図 4 定着に成功した事例
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