
 

 

 

 

 

平成２９年１０月２３日 

                                                           中 部 経 済 産 業 局          

ものづくり中小企業における留学生採用・活躍に関する 

シンポジウム等の開催について 
 

 中小企業において人材確保が厳しさを増す中、「未来投資戦略2017」にお

いて高度外国人材の更なる呼び込みや、外国人留学生の就職支援等により、

外国人材が活躍できる仕組みづくりを構築するとしています。 

 中部経済産業局では、高度外国人材の活躍によるグローバル競争力の強化

や新たなビジネス展開の契機となるよう、ものづくり企業等における留学生

の活躍実態、留学生の就職状況・採用手続きのポイント、自治体の支援事業

等を紹介するシンポジウム等を開催します。 

 

東海地域、北陸地域の 2か所で開催します。事業概要はそれぞれ以下のとおりです。 

 

【北陸地域】「企業における留学生採用・活躍セミナー」 

・主 催：中部経済産業局、石川県、いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ILAC） 

・後 援：富山県 

・日 時：平成 29 年 10 月 25 日（水）13：30～16：00（開場 13：00） 

・場 所：ホテル金沢 5 階アプローズ（石川県金沢市堀川新町 1-1） 

・対象者：企業の経営者・人事担当者／大学の留学生就職支援担当者／留学生 

・プログラム：別添参照 

・定 員：90 名 

・参加費：無料 

・申込方法：申込専用 URL http://www.murc.jp/sp/1709/ryugakusei/hokuriku.html 

 

（参考）【東海地域】「ものづくり中小企業における留学生採用・活躍シンポジウム」 

・主 催：中部経済産業局 

・日 時：平成 29 年 10 月 30 日（月）13：30～16：30（開場 13：00） 

・場 所：名古屋国際センター 別棟ホール（名古屋市中村区那古野 1-47-1） 

・対象者：企業の経営者・人事担当者／大学の留学生就職支援担当者／留学生 

・プログラム：別添参照 

・定 員：100名 

・参加費：無料 

・申込方法：申込専用 URL http://www.murc.jp/sp/1709/ryugakusei/tokai.html 

 

 （お問合せ先） 

   中部経済産業局 地域経済部 地域経済課長 吉兼 

  担当：長屋、吉田  電話：０５２－９５１－２７３１（直通）  

 

   石川県 商工労働部 労働企画課 

担当：石割     電話：０７６－２２５－１５３２（直通） 

 

http://www.murc.jp/sp/1709/ryugakusei/hokuriku.html
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開始時間 内  容 講  師 

13:30 開会、あいさつ 

13:35 Ⅰ．留学生の就職状況について 
 統計及び、中小企業アンケート結果からの報告 

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 

13:50 Ⅱ．中小企業における留学生活躍のポイント 
 中小企業と留学生のマッチングに携われた事例から、留学生
活躍にむけた実践的なポイント等についてお話しします。 

株式会社ＫＥＩＳＥＩ 張敬清 氏 

14：30 Ⅲ．ものづくり中小企業における留学生活躍 事例紹介 
 留学生を採用しているものづくり中小企業を中心に、活用の状
況について紹介してもらいます。 

高間株式会社 
日高工業株式会社 
富士機械製造株式会社 （50音順） 

Ⅳ．パネルディスカッション 張氏、各企業ご担当者様に加え、 
日本企業で活躍されている元留学生
が参加 

15：50 

 
Ⅴ．行政書士による留学生採用時の手続き説明 
 中小企業における留学生採用時の手続きのポイントについて、
わかりやすくお話しします。 

行政書士・社会保険労務士  

名古屋国際綜合事務所 
田澤満 氏 

16：20 Ⅵ．高度外国人材の活用促進について 経済産業省 貿易経済協力局 

16：30 閉会 

開催日時 
2017年10月30日（月） 
13:30～16:30（開場 13:00） 

会 場 
名古屋国際センター 別棟ホール 
（裏面参照） 

定 員 100名 

主 催 経済産業省 中部経済産業局 

 昨今、人手不足が深刻化する中、ものづくり企業等におかれましては、人材の確保について不安を抱えていらっ

しゃる企業も多いのではないでしょうか。 

 このような中、近年、中小企業を含めたものづくり企業等においても、技術人材の確保、グローバル競争力強化

の観点等から、日本で就職を希望する外国人留学生を積極的に採用する企業が増えてきています。 

 本シンポジウムでは、当地域のものづくり企業等における地元大学留学生等の採用・活躍実態を登壇企業によ

る実例・パネルディスカッションによる生の声を元にわかりやすくご紹介します。また、東海地域で中小企業への留

学生採用支援に携わる張氏、及び行政書士等の実務者による留学生採用のポイントも解説します。 

 人材の確保にお悩みの企業経営者・人事採用担当者のみなさま、大学の留学生就職支援ご担当者、留学生の

みなさまのご参加をお待ちしております。 

  

 
 企業の経営者・人事採用担当者 

 大学の留学生就職支援担当者 

 留学生 

セミナーの概要 

対象者 

プログラム 

三菱UFJリサーチ&コンサルティング（株） 政策研究事業本部 名古屋本部 研究開発部 

受付担当： 北澤、近藤、南田 Tel：052-307-0936  e-mail: chusyo-gaikoku@murc.jp  
お問い合わせ先  

無料セミナーのご案内 

ものづくり中小企業における留学生採用・活躍シンポジウム 
～グローバル競争力強化、技術人材の確保に向けて～ 

  

参加無料 

運営：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 

ものづくり
中小企業 

日本で就職したい

外国人留学生 



 反社会的勢力に該当すると認められる場合は、お申し込みを受付す
ることができません 

 お申し込み多数の場合、ご参加人数の調整をお願いすることがござ
います 

 止むを得ない事情により、予告なくプログラムに変更が生じる場合が
ございます 

 会場での録音・撮影は固くお断りいたします 

 会場が変更となる場合があります。変更の際は、事前にお知らせい
たします 

 お車でのご来場はご遠慮ください 

お申し込み・開催に際しての留意事項 個人情報の取り扱いについて 

お申し込みの流れ 

1.ご記入いただいた氏名、住所、電話番号、その他の個人情報は、当社の「個人
情報保護方針」（http://www.murc.jp/corporate/privacy/）及び、「個人情報の取
り扱いについて」（http://www.murc.jp/privacy/）に従って適切に取り扱います 

2.お預かりした個人情報は、当社において、本セミナーの運営及び本セミナーに関
するご連絡、今後のセミナーのご案内、セミナー企画の参考、コンサルティング
のご紹介の目的に限って利用し、厳重に管理いたします 

3.お預かりした個人情報は、法令等に基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者
には提供いたしません 

4.お預かりした個人情報は、業務委託により当社以外の第三者にその取り扱いを
委託する場合がございます。そうした場合には、十分な個人情報保護の水準を
備える者を選定し、契約によって個人情報の保護水準を守るよう定め、個人情
報を適切に取り扱います 

5.申込書の必須項目には必ずご記入ください。必須項目にご記入頂けない場合は、
お申込みをお受けできない場合がございます。また、ご記入内容に不備がある
場合は、改めて内容の確認をさせて頂く場合がございます。なお、必須項目以
外のご記入は任意ですが、できるだけご記入いただけますようお願い申しあげ
ます 

6.お預かりした個人情報の開示、訂正、利用停止等若しくは 

利用目的の通知のご請求、または個人情報に関する苦情 

のお申し出、その他の問い合わせにつきましては、表面記 

載の「お問い合わせ先」までご連絡ください 

会場・お申し込みの流れなど 

申込締切 

10 
25 
水 

お申し込み専用URL  

http://www.murc.jp/sp/1709/ryugakusei/tokai.html 

変更・取り消し等ございましたら表面記載「お問い合わせ先」までご連絡下さい 

「お申し込み専用URL」 

(上記 )からお申し込み 

ください 

申込フォームの表示 

各 項 目 を 入 力 し て 

「同意して確認画面へ」 

ボタンを押してください 

申込フォームへ入力 

入力内容をご確認後、 

「送信」ボタンを押してくだ

さい。ご登録いただいた

アドレスに申込確認メー

ルが配信されます 

入力内容の確認と送信 

自動受付メールを印刷し、

当日受付にてご提出くだ

さい 

受講証 

セキュリティ警告が 

表示された場合は、 

「許可」を 

クリックしてください 
本受付メールが 

受講証となります 

会        場 

名古屋国際センター 
名古屋市中村区那古野一丁目47番1号 

【アクセス】 
 名古屋駅から徒歩7分 

 地下鉄桜通線「国際センター駅」直結 
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