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変わらない為に変わる
ビジネスチャンスは外国人雇用にアリ！
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•TESDA認証校（労働雇用省技術教育技能教育庁）
•Intermediate Course 取得（首都圏マニラ32校中2校）
•日本人教師4名常勤（文化や習慣を教える事が出来ます）
•日本人スッタフ2名常勤
•N2/1名 N3/4名 N4/3名 全てTM-1保持者
•教室は8クラス（200名）＋分校
•技能実習生/介護に特化した日本語教育
•高度人材への日本語教育
•各市町村/教区委員会と提携
•ケソン校/アホイ校/マリキーナ校

どんな日本語学校か？

One World Japanese Language Center









さて今日はこんな事を話します

One World Japanese Language Centerについて

↑ここまで終わりました！

外国人就労の現状

外国人雇用のメリット・デメリット

外国人雇用の心得と注意点

外国人雇用のメリット・デメリット

外国人が働きに来るまでの流れ

外国人雇用の問題点・今後の見通し



外国人就労の現状



アイスブレーク

答え：40％

外国人雇用している
中小企業は何％？



外国人は日本に何人住んでいる？

2019/6月末

283万人（前年末3.6％増）

44人に１人は外国人



在留外国人 195の国籍別

１位 中国 76.4万人 28%（4.6%増）

２位 韓国 44.9万人 16.5%（0.2%減）

３位 ベトナム 33万人 12.1%（26.1増）

４位 フィリピン 27.1万人 9.9%（4.1%増）

５位 ブラジル 20.1万人 7.4%（5.5%増）

６位 ネパール 8.8万人 3.3%（11%増）



在留資格別

１位永住者 771,568人 (28.3％) (3.0％増)

２位留 学 337,000人 (12.3％) (8.2％増)

３位技能実習328,360人 (12％) (19.7％増)

４位特別永住者321,415人 (11.8％) (2.5％減)

５位技術・人文知識・国際業務225,724人

(8.3％) (19.3％増)



ポイント①

日本は移民大国です！！

※移民の定義・・・母国を離れ1年以上働いている人
OECDに加盟する35ヶ国の中で。

世界で4番目の移民受け入れ国146万人
ドイツ・アメリカ・イギリス・・・日本
技能実習生 33万人（最長5年間国際貢献）
留学生 34万人（週28時間労働）
その他・・・技術・人文知識・国際業務など



移民政策に積極的になった日本

2018年の骨太方針で
これまで認めてこなかった単純労働者を
2025年までに50万人増やす！
新たな在留資格：特定技能の創設

人手不足に待ったなし
人手不足倒産
労働人口減

なぜなら



新しく施行された【特定技能】

特定技能1号（5年、家族帯同NG）
14業種 建設・外食・宿泊・農業・水産・

介護・工場・ビルクリーニング
自動車整備・飲料・航空・電子

受け入れが可能な国
ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、
インドネシア、タイ、ミャンマー、
ネパール、モンゴル

特定技能2号（期限なし・家族帯同OK）
建設・造船



ポイント②

建設業で受け入れられる制度は

技能実習生と特定技能

ただし特定技能はまだ成熟していない
中抜きをおさえて企業と外国人労働者に
メリットのある制度を目指している。
現状は中抜きが横行している



国別の技能実習生の人数





日本は移民の受け入れ後進国



外国人雇用のメリット・デメリット



メリット

• まじめに働く
• 人手不足の解消・若い人材の確保
• 実習期間は他の会社では働けない（転職不可）
• 社内のグローバル化により新しい発想や技術が生まれる
• コミュニケーション能力が向上する可能性がある
• 社内の組織改革（ダイバーシティマネージメント）
• 賃金をおさえることができる場合もある
• 海外事業展開も視野に

外国人雇用のメリット/デメリット



外国人雇用のメリット/デメリット

デメリット

•就労ビザの取得に時間がかかる
•日本人と同水準の人件費が必要になる
•コミュニケーション・認識の共有・定着
•現場スタッフの負担増
•文化や習慣の違い
•失踪や犯罪
•労務管理の知識と実践が必要



リスク０は存在しない

・まずはそれを理解する
共存共栄を許容出来るリスクを選択する
・その為には正しい知識と見識
そのリスクを誰が判断し責任を取り実行するのか
・自分で決めるの？決めてもらうの？決めないの？
リスクの選択肢は選べて・変更出来る

ポイント③



外国人雇用の心構え・注意点



外国人雇用を考えたときの前提として

日本企業 ＝ 低賃金労働者
日本で働きたい人が多い
だろう

外国人労働者＝他国の方が給料が良い
日本は条件がうるさい
日本語覚えなきゃ・・・

日本企業と外国人労働者のギャップ



受け入れる企業の心構え

わざわざ日本に働きに来てくれた

日本語を覚えた外国人労働者に対して日本人が
外国語を覚えるのがフェア

外国あるあるを知る

採用計画をしっかりと作る（人材？人手？）

ポイント④



外国人雇用のコツ

納得65%

イマイチ
20%

超good

10％

問題児

5%

コミュニ
ケーション

採用

計画

人材のミス
マッチ

ブロー
カーの
排除

外国人採用した結果



目的・役割の明確化
組織の経営課題・業務ミッションは何か？
日本人社員・既存社員では何が足りずどんな教育が必要か？
新しい外国人材の現在・将来の役割は何か？どのようなスキルや
育成が必要か？
社内・外国人労働者と認識を共有

経営者・人事・受入れ部署・外国人と目的や役割を共有する。
トップが何度も発信する事で本気度や重要性を認識させる
採用と育成計画

募集・採用と育成コストどちらにコストをかけられるのか？
いつからどの程度の業務レベルがかけられるのか？
募集～選考～内定～在留資格～入社～育成～作業までの
計画を立てる

外国人雇用のコツ

採用目的・役割の明確化・共有・計画



日本人はチームワークを大切にして会社のために働く。
気配りをして気配りを期待する。
阿吽の呼吸好き。空気を読みすぎる。

外国人は会社の優先順位は低い。家族・自分・プライ
ベートが優先される。
数年働いて自分のキャリアアップのために仕事をする
上司ともフレンドリー。呼び捨て・ポッケに手を入れる
原因究明より解決策と実行

外国人雇用のコツ

コツ① 仕事の捉え方の違い



外国人雇用のコツ

日本人は平日は仕事に専念して、週末を楽しむ
外国人は週末だけではなくアフター5を大切する
自国の祝日を理解してあげる

日本人が「今日終わらせるべきものは残業してでも終
わらせる」と考えるのに対し、外国人は定時になったら
そこで仕事を切り上げて帰る人がほとんどです。
特に、家族や恋人との時間を何より大切にします。仕
事中もよく家族とメールでやりとりをする等の習慣は、
日本ではあまり馴染みのないことかもしれません。

コツ② 私生活が何より大切



外国人雇用のコツ

コツ③ 有休休暇の取得
外国人が特に心配していることの一つは有給の日数
世界から見ても日本人は休暇が少ないと知られている



外国人雇用のコツ

コツ④ 曖昧なコミュニケーション

外国人が職場で抱えている不満として日本人の
曖昧な表現

日本人は相手に自分の言いたいことを察知して
もらおうとする
外国人に言いたいことを察知してもらうことは難しい
そもそも外国人は日本人に比べて物事をはっきり言う
明確に伝えなければ、コミュニケーションに問題が生じる



日本にはインドネシア人2万5千人を始め、
約10万人のイスラム教徒が在住
イスラム教徒が増えれば、職場にも

イスラム教徒の数は増える
イスラム教徒は１日５回聖地メッカに向かって

お祈りをする
職場にいる時も２〜３回お祈りをする

外国人雇用のコツ

コツ⑤ 宗教観の違い



不満をなくすには
給与明細についてはしっかりと話し合う事が大事
日本との文化の違いを理解し伝える

不安を解消するには
相談相手を作る
英語表記や片言でも英語で話しウエルカム感を出す
定期的な食事会などの開催

不安定を解消するには
日常のリズムを作る
なぜこの会社の働きにきたのを理解させる

外国人雇用のコツ

コツ⑥ ３つの「不」を解消する



社長だけではなく現場職員の意識改革
外国人は転校生。温かく迎え入れる環境を創る
社内でプロジェクトチーム（外国人好きは必ずいる）
シスター・ブラザー制度
コミュニケーションを円滑に、できる限り具体的に伝える
日本人も外国語を覚えるのがフェア
大切なことを議論する場合は、図やイラストを使う
自国の家族過ごす時間も与え有給休暇など柔軟に対応する
外国人あるあるを知る
日本語だけの会話を注意する
外国人にとって働きやすい環境を作ることで、その人の最大のパ

フォーマンスを引き出すことができる

外国人雇用のコツ

コツのまとめ



ポイント⑤日本企業が意識を変える

外国人雇用 ＝ 低賃金労働者の確保
と言う考えは終わっている

外国人雇用 ＝ 未来のビジネスパートナー
社内変革のきっかけ
新しいビジネスの創造

世界を見ると日本は外国人雇用に
それ程優位的立場にない



外国人雇用のコツ

まとめると・・・

Ｐｏｉｎｔ① 仕事の捉え方の違い
Ｐｏｉｎｔ② 私生活が何より大切
Ｐｏｉｎｔ③ 有休休暇の取得
Ｐｏｉｎｔ④ 曖昧なコミュニケーション
Ｐｏｉｎｔ⑤ 宗教観の違い
Ｐｏｉｎｔ⑥ ３つの「不」を解消する

不安 不満 不安定

外国人に限らず、、、、
最近の若者と同じだと

感じませんか？



外国人が働きに来るまでの流れ



在留資格「技能実習生」ってなに？
＜技能実習制度＞
最長５年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産
業・職業上の技能等の修得・ 習熟をする
＜経緯＞
日本国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある
発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移
転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力するた
めに平成５年に創設された

表向きは、、、
日本の技術を学び自国の発展に寄与する

しかしこれまで低賃金の労働者を確保する
為の仕組みとして横行していた一面も。。。
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技能実習生受け入れ（入国）までの流れ
必要期間は早くて４～６ヶ月
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技能実習生受け入れ（入国）てからの流れ
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技能実習生にかかる費用

３年間の費用として
３年滞在に係わる経費合計/１人あたり 約2,200,000円
１ヶ月平均の経費負担/１人当たり 約61,000円
１時間平均の経費負担/１人当たり 約360円

組合出資金・組合年会費３年分・入国在留申請取次費
JITCO賛助会費・実習生飛行機代・
エージェンシー送り出し費・入国前後講習費
健康診断費・団体監理費と送り出し機関管理費など
（家賃なども負担する企業もあります）

上記以外に、賃金や社会保険等、
日本人を雇用した場合と同じ経費がかかります。



特定技能とは

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技
能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び
法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、
2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において
「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりま
した。

この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模
事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するた
め、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行って
もなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の
分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる
外国人を受け入れていくものです。



特定技能の流れ



外国人雇用の問題点・今後の見通し



技能実習生で良く聞くトラブル

 日本語が話せない

 思い通りのパフォーマンスじゃない

 雇用条件が理解されていない（違う）

 失踪してしまう

 帰国してしまう

 仕事量が減り帰国させる

 近所とのトラブル

 恋愛・・・



技能実習生で良く聞くトラブル（ベトナム編）

ベトナムの特徴

実習生負担3,600ドル以上

ブローカーが介入する

地方は仕事が無い

都心部は仕事があり３万円以上＋副業

上位１０％は優秀

徴兵制がある

韓国企業が多く進出（ｻﾑｽﾝ８万人）・IT系が強い

まじめに働く

楽して儲けよう・嘘は嘘じゃない

非を認めない。気の弱い中国人。

平均年齢３０歳（３年前までは２７歳）

職種によって人気職と不人気職がある

口コミ・Facebookで広がる

戦後復興した日本を真似て工場力の強化

国策として海外に人材を派遣している

４０年前まで戦争～農業（親世代が会社経験がない）

人生設計が難しい



技能実習生で良く聞くトラブル（企業）



技能実習生の失踪者の推移



まとめ



ポイント⑥外国人労働者って面倒くさい？

でもそれ以上に深刻な
人手不足が現実です。

はい。面倒くさいです。



意識を変え、時代に即した変化の必要性

最も強い者が生き残るのではなく、
最も賢い者が生き延びるのでもない。
唯一生き残るのは、変化できる者である

（チャールズ・ダーウィン）

この激動の時代に私たち中小企業は
変化に対応出来る企業にならなければならない
だから私たちは変わらない為に変わる必要がある
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そもそもどこに頼めば（相談すれば）良いの？

具体的にいくらかかるの？

受入体制などのフォローはしてくれるの？

アフターフォローは？

どこの組合に加入すれば良いの？

そもそも海外の送出し機関って信用できるの？

実際に外国人労働者を考えた時に



外国人雇用を検討するには

 日本は移民大国・外国人との共生

 建設業界では技能実習生と特定技能

 受け入れ企業の心構え（来てもらっている）

 外国人材の争奪戦/日本は優位ではない

 外国人雇用からポジティブチェンジ

信頼できる受け入れ機関
信頼できる送出し機関

外国人労働者を雇用するポイントとして



ありがとうございました。世界埼玉化計画進行中ありがとうございました。世界埼玉化計画進行中

One World Japanese Language Center 

日本営業部


