
多文化共生事例集

実施年度

R1

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　恵庭市内の在住外国人数は、2016年頃まで約240名（全人口の

0.3％）で推移していたが、2016年以降増加傾向にあり、現在は約

500名（全人口の0.7％）となり、倍増した。

　国籍別にみると2016年まで在住外国人の60％近くを占めていた

中国、韓国・朝鮮籍といった漢字圏の国籍が占めていたが、2016

年以降、フィリピン、ベトナム、ネパールなど東南アジア系の国籍

が増えてきている。在留資格別では、技能実習生等の外国人材が急

増。

　受け入れている団体や町内会へのヒアリングから、大きなトラブ

ルや問題は発生していないものの、外国人と地域住民との交流が少

ないことや日本語習得に関する課題があることが見えてきたことか

ら、それらの課題解決に向けての検討体制を整えることにより、地

域全体で多文化共生のまちづくりを推進していくことを目的とし

た。

　多文化共生のまちづくり連絡協議会設置に伴い課題として見え

てきた「地域住民との交流機会」の創出と「日本語習得支援」の

体制ができることで、在住外国人が、より暮らしやすい環境が整

い、地域活性化の貴重な人材となると期待される。

　また、多文化共生のまちづくりを担う地域人材の育成を推進

し、現在、行政が先導的機能を果たしているが、将来的には、地

域住民、民間団体、企業や大学等高等教育機関などによる民間主

導型を目指していく。

特徴

　地域全体で多文化共生のまちづくりに取り組むことを目指し、技能実習生を受け入れている企業等だけではなく、留

学生を受け入れている大学や日本語学校の教育関係者、在住外国人の多い町内会やボランティア関係者、商工会議所や

行政関係者も含めた連絡協議会を設立。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　恵庭市内に在住する外国人と接点のある関係者を一同に会して、

情報共有や意見交換の場として恵庭市多文化共生のまちづくり連絡

協議会を設立。事務局は、恵庭市企画振興部企画課。北海道の外国

人材地域サポート促進事業を活用し、コーディネーターの支援を受

け、連絡協議会を開催し外国人の現状について学んだ。

【協議会の設立】

　日時：2019年12月

　内容：

　・協議会の開催目的や要領について事務局より説明。

　・会長、副会長の選出。

　・各委員による自己紹介。

　・ベトナム労働・傷病兵・社会省 海外労働管理局副部長によ

　 るベトナムにおける海外への人材派遣の現状について説明を

     うける。

　・コーディネーターによる、日本における外国人の在留資格

    や技能実習制度、送出国の状況、入管法についての基礎セミ

    ナーを実施。

【情報・意見交換】

　日時：2020年2月

　内容：

  ・北海道警察札幌方面千歳警察署の職員による、外国人が巻き

   込まれやすい事故・犯罪等についての情報提供をうける。

  ・アイスブレイクによりお互いをよりよく知るためのグループ

   ワークを実施。

　多文化共生のまちづくり連絡協議会設置にあたっては、技能実

習生を受け入れている事業者（食品製造業、農業、建設業）や留

学生を受け入れている大学と日本語学校といった直接在住外国人

と接点のある受入れ団体のほか、在住外国人が多く住む地域の町

内会、交流イベント等を実施しているボランティア関係者、農協

や商工会議所、行政関係者など間接的に在住外国人との接点のあ

る団体にも声をかけ、参加を依頼。

　地域全体で、多文化共生のまちづくりに取り組み、お互いに顔

の見える関係を目指した。

【情報・意見交換】

　協議会の設置時に、普段はほとんど接点のない関係者同士が顔

を合わせるだけで打ち解けていくというのは、なかなか時間がか

かるという実感があったことから、第２回目の情報・意見交換の

時には、アイスブレイク「他己紹介」を使い、グループ内で意見

交換をしやすい雰囲気を作るように実施。

テーマ ４．業界や企業等における受入環境づくりを支援する

団体名 恵庭市

事業名 在住外国人受入支援事業
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多文化共生事例集

実施年度

R1

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　平成29年5月に旭川市・旭川商工会議所・旭川の企業と、ベ

トナム国クアンニン省との各種覚書を締結している。

　中でも旭川とベトナムの企業9社での農業コンソーシアム設

立に向けた覚書は、企業活動の活性化に繋がる第一歩として注

目を集めた。

　このような情勢において、両国の交流をより幅広く活発に行

えるような機会が増えれば、ベトナム国の経済発展に寄与する

ことができ、また我々日本国、旭川地域にとっても経済の活性

化を図ることができるのではないかとの思いから、毎年（H29

～R1）経済ミッションを継続実施している。

　旭川の企業経営者のグローバル思考を高める必要があるとと

もに、人材交流やビジネスが活発になると外国人材が必要にな

るので、近隣の東川町・東川町立東川日本語学校との連携を密

にしていきたい。

特徴
　経済ミッションを通じて、歴史・文化・経済・教育を知ることで、交流協会の会員企業が一歩を踏み出すための

情報収集を行うとともに、現地での事業展開及び連携するための情報提供に取り組んでいる。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　ベトナム国への企業進出・販路拡大・人材交流を目標に現地

調査及び意見交換ならびに同国の関係機関との連携強化を図

る。

　ベトナム国は共産圏であり、経済交流するためにも人民委員

会の理解を得ることが必要と思われることから、毎年（H29～

R1）表見訪問を継続し友好関係を構築してきた。

　　　　　（R1.8.29 フエ人民委員会への表敬訪問）

テーマ ４．業界や企業等における受入環境づくりを支援する

団体名 北海道ベトナム交流協会旭川

事業名 ベトナム国中部経済ミッション
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多文化共生事例集

実施年度

R1

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

北海道労働局の発表によると令和元年10月末の外国人労働者

は2万4千人を超え、外国人雇用状況の届出が義務化されて以

降、過去最高を更新した。昨年4月には在留資格「特定技能」

が新設され、外国人労働者を採用できる範囲が拡大し、外国人

労働者を取り巻く環境は大きく変化している。

一方で北海道は依然として様々な業種において人材不足が深

刻化しており、外国人の採用を希望する事業者は増えている。

本事業はそういった事業者に対し、道内6地域(札幌、函館、旭

川、釧路、帯広、北見)で採用相談会を開催し、円滑な外国人材

の確保を支援することを目的として実施した。

　多くの企業は外国人採用への

関心は高いが、具体的に採用の

検討を進めている企業は、まだ

少ない。検討しない理由として

採用・雇用に要するコスト・手

間に関するものが多い。

　一方で、本セミナー・相談会

への参加により、制度を理解し

外国人材採用が困難なことがわ

かった企業や、専門事業者に支

援の依頼を検討するなど採用に

向け一歩踏み出している企業もあった。（前述16.2％）

今後も人口減少等により人手不足の深刻化が見込まれる本道

においては、外国人労働者は増えていくものと思われる。外国

人採用を考えている道内企業が制度を理解した上で、信頼して

相談できる外国人専門事業者と出会える機会を持てることが必

要であることから、本事業の継続した実施が望まれる。

特徴 外国人採用に関する基礎的な内容のセミナーと人材紹介企業等の専門事業者との相談会（マッチング）

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

円滑な外国人材の確保を支援するため、道内企業等を対象

に、外国人材の確保に向けたノウハウ等のセミナーや個別企業

の状況に応じた個別相談を道内６地域にて実施した。

・外国人採用に向けた基礎的な内容のセミナーのみならず、人

材紹介企業等の専門事業者とのマッチングの場を用意。数ある

専門事業者の中から、自社のニーズ（在留資格、国籍等）に

あった事業者を比較検討できるよう工夫した。

・セミナーの内容については外国人採用全般について説明し、

在留資格ごとに偏りが出ないように配慮した。

・セミナーから約1～3ヶ月後、参加者（企業）にアンケートを

実施したところ、37社（セミナー全参加企業の内、16.2％）か

ら「外国人採用に進捗あり」との回答があった。

テーマ ４．業界や企業等における受入環境づくりを支援する

団体名 北海道

事業名 外国人採用基礎セミナー・相談会の開催

外国人採用を

検討しない理由

40



多文化共生事例集

実施年度

R1

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

昨年４月に新設された在留資格「特定技能」の外国人材を受

け入れる事業者は、職業生活上、日常生活上、または社会生活

上の支援を行う必要があり、外国人材から選ばれる地域となる

ためには、事業者のみならず、地域が一体となって状況に応じ

たきめ細やかな支援を提供していく必要がある。

そこで、道では地域の関係者が連携して外国人材の受入れ環

境整備に取り組むモデル地域を対象に、コーディネーターを派

遣し、地域の関係者による協議会の設置や外国人向け支援メ

ニューの作成や実施を支援した。

本事業のモデル地域では、以前より外国人材の受け入れが進

んでおり、地域における外国人の総人数、また地域総人口に占

める割合も増え続けている。いずれの地域でも地域の主産業で

外国人材が活躍しており、地域経済の活性化に貢献している

が、今後も安定的に外国人材を受け入れていくためには、各地

域が外国人に選ばれる地域であり続けなければいけない。

そのためには、本事業を通して立ち上げた協議会での議論や

具体的な外国人支援メニューをはじめ、今後も外国人の受入や

共生に向けて引き続き積極的に取り組んでいく必要がある。

　また、その他の地域に

おいては、同様に受入体

制整備を促進するため、

モデル地域での成果や課

題を普及させていく必要

がある。

特徴 モデル地域を選定し、コーディネーター派遣により外国人材受入環境整備を支援

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

地域の関係者が連携して外国人材の受入環境整備に取り組む

意欲がある4地域（恵庭市、遠別町、根室市、紋別市）をモデ

ル地域に選定し、コーディネーターを派遣し、協議会の設置や

外国人向け支援メニューの作成や実施を支援。

各モデル地域では、外国人の課題を議論する協議会の立ち上

げや、関係者同士での情報共有や意見交換、具体的な外国人支

援メニューを実施した。

【主な支援メニュー】

・在留資格等に関する基礎セミナーの実施

・在住外国人を対象としたアンケート調査の実施・分析

・日本語教室の開催に向けた支援

・公式ホームページ、Facebookページの翻訳

・イベントの実施概要の翻訳

・在住外国人を対象としたフォローアップ研修の実施※

・ベトナムの送り出し機関との交流会開催※

（※）新型コロナウイルスの影響により中止

・地域ごとに過去の経過、実情、体制などが異なることから、

各地域にはできるだけ足を運び、信頼関係を築くことを重視し

た。（各地域には4～5回訪問）

・年度後半には、予定していた支援メニューが新型コロナウイ

ルスの影響により、中止となってしまったケースが多かった

が、各モデル地域が、R2年度以降も継続して協議会の運営を

継続できるよう、文化庁「日本語教室空白地域解消推進事業」

（日本語教室を設置・開設するため、地域日本語教育のアドバ

イザー派遣や教室開設に向けて活動するコーディネーターの謝

金・旅費等を3年間継続支援するもの）

への申請も支援し、申請した3地域

（恵庭、遠別、根室）は採択された。

・モデル地域での取組は、支援レポ

ートとして、タイプ別に課題と対応

策を取りまとめ、他地域の参考とな

るようにした。

テーマ ４．業界や企業等における受入環境づくりを支援する

団体名 北海道

事業名 外国人材の受入環境整備支援

遠別町ホームページより
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多文化共生事例集

実施年度

R1

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　国内企業のグローバル化の促進にあたり、外国人労働者は必

要不可欠となっている中で、東川町日本語学校の卒業生は母国

語だけではなく、日本語での会話が可能なことから企業からの

需要は高い。しかし、これまで留学生が卒業した際、国内での

就職を希望せずに自国へ帰国するケースが多く見られた。本事

業を通じて、外国人留学生の国内企業への就職支援を行い、国

内企業の人員不足解消へと繋げることを目的としている。

　企業説明会に招へい出来ている企業数は少ない状態であるこ

とから、本事業の取組を広く周知することで参加頂ける企業数

を増加し、留学生の国内就職の選択肢を増やしていくことが今

後の展望となっている。

特徴
　町内における留学生卒業時の出口構築の取組として、町内企業や個別企業の担当者を本町に招聘し、企業説明会

を実施することで外国人留学生の就職支援を行う

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　東川町日本語学校に在籍する外国人留学生の卒業時の出口構

築の取組として町内企業や個別企業の担当者を本町に招聘し、

企業説明会を開催した。

　本事業は本町と町内企業や個別企業との信頼関係により成り

立つことから、企業側が求める人材像とのマッチングしている

ことが鍵となる。必要に応じて企業説明会だけではなく、事前

に個別企業についての調査や見学会への参加等を留学生に推奨

することで双方にとって有意義な場としている。

テーマ ４．業界や企業等における受入環境づくりを支援する

団体名 東川町

事業名 留学生企業説明会
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多文化共生事例集

実施年度

R1

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

経済産業省が発表した「外国人留学生の就職及び定着状況」

によると、日本において就職を予定する外国人留学生は65.6％

を占めている。一方で、(独)日本学生支援機構の調査では、実

際に大学（学部・院）段階における就職率は36％にとどまって

いる。

留学生をはじめとする日本で就職したい外国人が困っている

ことは、外国人向けの求人情報が少ないこと、日本独自の雇用

慣行や就職活動への知識が無いことなどである。

そこで、道では道内企業の外国人採用力を向上させるセミ

ナーの実施のほか、企業見学ツアーや交流会を実施し、道内企

業と外国人材のマッチングの機会を創出した。

今後も人口減少等により人手不足の深刻化が見込まれる本道

においては、人手不足の解消のみならず、事業のグローバル化

に伴い外国人に活躍を期待する機会は、益々増えていくものと

思われる。

そうした中、本事業は、北海道内の外国人と北海道の企業の

相互理解を促進し、良質で安定的な外国人材雇用や定着に繋げ

るものであり、事業を通じて、13名の内定者（正社員）が決

まったことは大きな成果である。

今後もより多くの企業と外国人に対し、就労ビザや採用・就

職活動方法についての啓発活動を行い、双方の交流機会を増や

すことが必要であることから、本事業の継続した実施が望まれ

る。

特徴
　道内企業への外国人材の就職を促進するため、外国人材の採用事例セミナーの開催や留学生等外国人材を対象と

した企業見学会、企業担当者との交流会

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

留学生をはじめとする外国人材について、ものづくり・Ｉ

Ｔ・食・観光関連企業における海外進出や外国人顧客対応等新

たな事業展開、企業の人手不足解消に向け、下記の３事業を実

施した。

①外国人材採用事例普及事業

（事例集作成及びセミナーの開催）

②企業見学ツアー

③外国人材と企業の交流会

・外国人材採用事例普及セミナーでは、在留資格に関する説明

だけではなく、事前に作成した道内企業の外国人材採用事例集

を活用し、実際に採用した企業の体験談や採用後の活用手法な

どを普及することで、外国人材の採用・活用のイメージが湧き

やすいよう工夫した。

・交流会では、はじめに外国人参加者に対しガイダンスを行

い、好印象を与えるビジネスマナーや挨拶などについて講義を

行うことで、日本での就職活動への不安を少しでも解消できる

よう工夫した。

・セミナー参加企業数は、39社45名。

・交流会参加者（外国人材）は43名、参加企業は15社20名。

・交流会後、参加者（企業）にアンケートを実施したところ、

12人（参加者の内、60％）から「より一層外国人材を採用し

たいと思うようになった」との回答があった。

・本事業に参加した企業及び外国人材のうち、２月末時点まで

に13名の内定者（正社員）を出した。

テーマ ４．業界や企業等における受入環境づくりを支援する

団体名 北海道

事業名 外国人材の雇用促進
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多文化共生事例集

実施年度

H29~R1

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

・H29.8 道とベトナム計画投資省が経済交流に関する覚書を

締結

・H31.1 道とベトナム計画投資省外国投資庁南部投資促進セ

ンターが人材交流の促進に向けた覚書を締結

・ベトナムをはじめとする外国人材の受入拡大に向けて、北海

道が継続的に選ばれていくよう、受け入れ環境の充実等を行う

ため、各国政府関係者等との情報・意見交換を継続して実施し

ていく。

特徴
　ベトナム政府の労働分野実務担当者を道内開催のセミナーに招聘し、現地事情の説明や道内企業との意見交換を

行うとともに、道内のベトナム人就労環境の視察を実施。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

・ベトナムとの経済人材交流事業により、ベトナム政府労働部

門の職員２名を道内に招聘し、道内の関係者と意見交換したほ

か、道の別事業で支援していた恵庭市（外国人材受入環境整備

のモデル地域に道が選定）での地域関係者との意見交換や、ベ

トナム人労働者の就労先の視察等を実施した。

・ベトナム政府実務担当者招聘を契機に意見交換開始。令和2

年1月には鈴木知事がベトナムにて、ベトナム労働・傷病兵・

社会問題省副大臣と会談し、人材活用に関する覚書締結に向け

て前向きに合意。締結時期は、新型コロナウイルス感染症の影

響により調整中。

テーマ ５．北海道で働き暮らす魅力を外国人材にPRし、呼び込む

団体名 北海道

事業名 ベトナム政府実務担当者の道内招聘

恵庭市での企業視察の様子 知事と副大臣との会談

恵庭市での企業視察の様子覚書締結の様子
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