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は じ め に
INTRODUCTION
岐 阜 県には 、独 自の技 術やこだ わりを持ち、日 本のモノづくりを支える多くの企 業
があります。そして、これら県 内 企 業では 、国 際 化の流 れの中で活 躍できる人 材であ
る留学生への期待が高まっています。
一 方で、留 学 生 の 中 に は 、日 本や岐 阜 県での 就 職 を希 望している方 も多くいらっ
しゃいますが、日本の就職活動に対する理解不足や県内企業を知ることが少ないこと
などから、実際に就職している方は、まだまだ少ない状況です。
県では 、こうした状 況を解 消し、留 学 生の皆さんに県 内 企 業で活 躍していただくた
め、就職に役立つセミナーや合同企業説明会などの事業を実施しています。
県内企業には、すでに会社を支える存在となって活躍されている元留学生の皆さん
もいらっしゃいます。今 回 、このような 元 留 学 生 の 皆 さんを訪 ね 、ご本 人 や 仲 間 、上
司の方々にインタビューを行いました。
元留学生の皆さんには、自身が働いている状況、携 わっている仕事、就職活動や働
く中での苦 労 などを語っていただきました。企 業の皆 様には 、留 学 生を採 用すること
に対する期待、受け入れる際の社内体制の整備や受け入れ後の職場の変化などについ
て、お話いただきました。その内 容 は 、留 学 生の採 用を検 討しておられる企 業の皆 様
にとっても参考になるものと考えます。
県内企業で活躍する元留学生の事例を知っていただくことで、企業の皆様に、留学
生に対する関心及び理解を一層深めていただき、就職を希望する多くの留学生が県内
企業で活躍できる環境が整っていくことを期待します。
最後になりましたが、本書の制作にあたり取材のご協力をいただきました企業の皆
様をはじめ、関係の皆様に厚くお礼申し上げます。
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※役職、所属、採用後経過年数、企業データ等は取材当時のものです。

先輩は親切で生活も楽しい

2021

平等に
受入れる。
手厚く
支援する。

中国の建設会社で日本人職員と話すうち、日本で働く夢を持ち
来日した王 若平さん。必死に勉強しN1を取得後、岐阜大学大学
院へ入学しました。現在は、教授の薦めで就職した市川工務店
で、2人の部下を持つ所長として活躍中です。
「会社の皆は入社時からとても親切で嬉しかったです。中国人の先
輩社員がいて、同じ国の人に相談できるという安心感がありまし
た。日本人社員も、特別扱いせずに接してくれます。
初めは、専門用語や職人の略語を覚えるのに苦労しました。理
系の仕事ですが、仕事では意外と文章力を求められます。日本語
が書けないと現場の指示ができません。」
「日本で就職を希望する留学生は、日本語の勉強をがんばって。
アルバイトは言葉の訓練になるし、社会勉強もできてお金ももらえ
てオススメです。」
上海出身の王さん。緑が多い岐阜の環境も気に入っています。
「大都市は疲れました。岐阜は自然が多いのでドライブやキャンプが
楽しいです。家族との時間も大切です。将来も日本の生活を大切に
していきます。」

Global human resources
in Gifu

言葉や文化の違いは手厚く支 援する
市川工務店は、大学の先生からの紹介がきっかけで留学生を採用
するようになりましたが、久留宮さんは初めは不安を感じていました。
「生活習慣の違いや社風になじめるか心配でしたが、採用してみると
大変優秀で驚きました。日本人社員も、前向きな姿勢を見て違和感
なく受け入れています。新入社員からは『日本語が完璧じゃないのに
頑張っている』とよく聞くので刺激になっているようです。もともと新人
に優しい社風なのも良かったのかもしれません。」
外国人雇用のための制度はありませんが、支援は充実しています。
「国籍に関係なく給与や配属を決めていますが、言語や文化・生活
習慣の違いはどうしても有るので、留学生はまず、社内で設計や現場
支援をする“技術課”で経験を積み業界用語を覚えてから現場に出
すようにするなど、手厚く支援しています。今後も、優秀な人材につい
ては国籍に関係なく採用していき、将来的には、その中から会社の中
核となるような人物が現れることを期待しています。」

株式会社 市川工務店
おう

じゃくへ い

���-���-����

王

総合建設業

岐阜大学 大学院工学研究科修了

岐阜市鹿島町�-��
www.ic-group.co.jp
����年（昭和��年）設立

若平

さん

出身国：中国

在日期間：��年

入社��年目

業務内容：土木施工管理

有名な企業が大切にする「実 績」と「技術」と「働きやすさ」
株式会社市川工務店は1950年に設立されて以来、技術の高さが評価され今日まで成長を続けてきました。岐
阜県を中心として、道路・橋・川・下水などの土木工事、ビルなどの建築工事、店舗や住宅のリフォーム工事など、
幅広い分野でたくさんの建設事業を行っています。岐阜に住んでいる方なら、きっと市川工務店が造ったものを利
用したことがあるでしょう。
国籍に関係なく社員の「働きやすさ」を大切にしています。資格を取るための勉強会が開催され、取得すると毎月
手当が支給されます。産休・育休も取りやすく、出産・育児を理由に退職した社員は10年以上ひとりもいません。
「子育てサポート企業（くるみん）」や「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業」など、国や県からもさま
ざまな認定を受けています。
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取締役 総務部長

久留宮 裕司さん

Data
従業員数

360名

留学生採用実績

資本金

2億370万円

売上

221億円（2021年3月期）

6名（中国・ベトナム・バングラデシュ）

海外法人など

無し

海外取引

無し
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日本人と同様に厳しく指導する

2021

技術が
あるなら、
国籍は
関係ない。

国際たくみアカデミーは、ものづくり現場のリーダーや即戦力とな
る人材を養成する学校です。和田さんは、同校の企業説明会でグ
エンさんに会うまでは、日本人を採用するつもりでした。
「留学生と聞いて、言葉の壁があるのではないかと不安でしたが、
実際に会って話してみると言葉の壁をほとんど感じませんでした。
また、履歴書を見て、専門的な教育・実習を受けてきた事も分かり
ました。日本人と同じ面接をして採用を決めました。
入社して１年間マンツーマンでやれば何とかなります。半年ほど
機械操作や生活面、言葉遣いを厳しく指導しました。おとなしいの
で『大きい声出せ』ともね(笑) 目標は順調にクリアし、次は旋盤を
やってもらっています。
日本人社員も、外国人だからということもなく受け入れています。
バーベキューに一緒に行ったりね。自分から話しかけるのは苦手と
言っていたけど、積極的に話すように指導したんですよ。」
鵜飼は今後も積極的に留学生の雇用を進めていく予定です。
「これからも“国際たくみアカデミー”と付き合っていきたいと思いま
す。毎年１～２名送ってくれると有難いですね(笑)」

Global human resources
in Gifu
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www.ukai-gifu.jp
金属加工 機械組立

����年（昭和��年）設立

グエン ヅィ ク

ベトナムの高校のキャリア教育で日本を知ったグエンさん。高校卒
業後、愛知県内の日本語学校に留学しました。
「漢字は嫌いじゃないです。日本語学校でも得意でした。勉強のた
めに日本のテレビやアニメも見ました。聞く能力がつき話せる言葉も
増えます。おかげでN2に合格しました。」
国際たくみアカデミーでは技能検定試験に合格。
「必死に努力して取得した資格を、鵜飼で活かすことができて良
かったです。職場のみんなは優しくて、難しい事も丁寧に教えてくれ
ます。日本語が上手く伝わらなかったり、理解してもらえなかったりし
ても『こういうことですか』と聞き返してくれます。」
努力家のグエンさんは、今後もさらに日本語力を上げ、新しい仕
事にも挑戦するつもりです。
「日本に留学中の皆さんは、日本語をよく勉強し資格をたくさん取っ
てください。新しいことに挑戦して、夢を諦めないことが大切です。」

出身国：ベトナム

さん

在日期間：�年

国際たくみアカデミー 生産技術科卒業
入社�年目

担当業務：CAD・工作機械オペレータなど

強さを目指す会社は、全社 員に優しい会社
「小さくても、強い会社」を合言葉に、設立から６0年以上、各務原市で「モノづくり」にこだわり続けてきた株式会
社鵜飼。切断・曲げ工程といった板金加工から溶接・切削加工・塗装・組み立てまで、全て自社内での一貫生産
を行っている総合金属・機械メーカーです。NCマシニングセンター、レーザー加工機など新しい設備を持ち、2015
年には、東海4県では珍しい大型自動塗装ラインを導入するなど、進化と成長を続けています。
国籍に関わらず全ての社員が仕事と家庭の両立を実現できるよう、有給休暇・育児休暇の取得を推進するなど
福利厚生が充実しており、健康経営優良法人などにも認定されています。
そんな同社も「岐阜県立国際たくみアカデミー」の企業説明会に参加するまで、外国人留学生の採用を考えて
いなかったそうです。

��

和田 史文さん

努力と勉強 が活かせる企業

株式会社 鵜飼
各務原市金属団地���

常務取締役

Data
従業員数

160名

留学生採用実績

資本金

5000万円

1名（ベトナム）

売上

海外法人など

20億円（2021年6月期）
無し

海外取引

無し
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家族と母国を強みにできる

2021

家族も
外国籍も、
「強み」に
できる。

祖父の留学の話を聞き幼いころから海外に憧れていたトウさん。
「希望がどんどんふくらんでいきました。家族には心配されまし
たが、日本は安全というイメージがあったので最後は喜んでくれ
ました。」
就職活動中、OKBがベトナムに積極的に展開していることを
知り入社。配属されたのは海外事業推進部でした。
「部署の方々は、海外経験が豊かな方ばかりで、日本の文化
や銀行のルールも親切に教えてくださいました。ハンコも初めて
使いましたので、慣れるまでに時間がかかりました。正直、難し
いと感じることもたくさんありますが、周りの方がサポートしてくだ
さるので安心です。質問していいか迷っていると、『この部署で
は遠慮なく質問してください』と言われますから（笑）」
２歳の子を持つトウさん。1年半の育児休業をとり、復帰しました。
「子どもが熱を出して仕事を休まないといけないことがあります
が、両立支援制度を活用し、仕事と育児を両立しています。家
族ができると一緒に過ごす時間も大切になります。その時間が
仕事に励む原動力にもなっています。」
今後も母国と家族を大切にしつつ、前向きに仕事に取組みます。
「今仕事でベトナムに関わっています。これは自分の強みだと思っ
ています。会社に貢献しながらキャリアを積んでいきたいですね。」

Global human resources
in Gifu

株式会社 大垣共立銀行
大垣市郭町�-��
����-��-����

https://www.okb.co.jp/
金融業

����年（明治��年）設立

強みや専門性を活かせる時 代

チャン ハ トウ
出身国：ベトナム

さん

在日期間：��年

名古屋大学 国際開発研究科修了

入社�年目

業務内容：お客さまの海外ビジネス支援

業界に先駆けたサービスで全国的知名度。海外ビジネス支援も積極展開!
車に乗ったまま窓口とATMを利用できるドライブスルー店舗や、キャッシュカードや通帳がなくても手のひらだけ
で取引できる手のひら認証ATMなど、全国の金融機関に先駆けた様々なお客さま目線のサービスを展開している
ことで有名な大垣共立銀行(以下OKB)。次々と斬新なサービスが生まれる背景には、昔から受け継がれてきた失
敗を恐れない社風や、銀行の枠にとらわれない人材を育成するための異業種研修制度にあるようです。
ＯＫＢはお客さまの海外ビジネス支援を積極的に展開しており、中でもベトナムはハノイとホーチミンに拠点を構え、「ベトナ
ムと言えばOKB」と言われるほどになりました。現地で銀行業務は行っていないものの、顧客企業のベトナム進出や現地法
人運営の支援・販路の提案・現地企業の中から製造委託先を開拓するなど、ベトナムと日本を繋ぐ架け橋となっています。
そんなOKBに、ベトナム人であることを強みに変えて就職したトウさん。母国と家族、仕事への思いを聞きました。

��

調査役 海外ビジネスアドバイザー

伊藤 健太郎さん

伊藤さんは入社当初からトウさんのことを見てきました。
「トウさんは他の新入社員と同じように研修を受けました。資格や検定
は大変だったと思いますが、一つ一つ乗り越えていくことで着実に成
長しています。」
留学生には自身の持つ強みを活かして欲しいと言います。
「これまでの銀行員はオールマイティーなスキルが求められてきまし
たが、時代が変化していく中、お客さまから求められるスキルは多様
化かつ高度化しています。 現在、OKBでは社員一人一人の成長を
サポートする研修や学習用コンテンツを拡充させています。トウさんに
も今後は得意分野のベトナムに留まらず、様々な 国や地域への海外
ビジネス支援の分野でさらに力を発揮してもらおうと思っています。」

Data
従業員数

2,710名

留学生採用実績

資本金

467億円

2名（ベトナム・中国）

経常収益
海外拠点

718億円（2021年3月期）

中国・フィリピン・ベトナム
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インターン参加企業に一 発 合格

2021

企業と
留学生の、
絆を結ぶ
良い方法。

「スリランカの車の7割くらいは日本製。日本の車は壊れにくい。」
と話すシャーンさん。日本の高い技術力に憧れて来日しました。当
時話せたのは英語だけ。日本語学校を卒業後、国際たくみアカデ
ミーで実践的な技能・技術を学びながら、工場見学で興味を持っ
たのが亀山鉄工所でした。インターンシップに参加し、さらに同社の
技術力に魅力を感じて応募を決意しました。
「設計・加工・曲げ・溶接・塗装・検査など、国際たくみアカデミーで
学んだ色々なことを、経験できるのでこの会社に決めました。」
学校の助けで何度も面接や履歴書を書く練習をして、無事就職が
決定。インターンシップで企業について良く理解していたため、応募
したのは1社だけでした。
「入社後は、国籍に関係なくみんなで楽しく働いています。これか
らレーザー加工やＣＡＤなど、世界的にもレベルの高い技術を身に
着けたい。」
留学生の後輩に伝えたい事を聞いてみました。
「日本語の習得を頑張ってください。それと英語の能力も大事だと
思います。世界に繋がるためには必ず必要になります。」

Global human resources
in Gifu
株式会社 亀山鉄工所
各務原市金属団地２１８
����-��-����

http://www.kiw-jp.com
金属製品製造業

����年（昭和��年）設立

留学生の魅力をインターンで発見
シャーンさんとインターンシップで出会わなければ、留学生を雇用して
いなかったと、亀山さんは感じています。
「インターンシップ実習中の印象が良く、能力が高いことも分かりまし
た。採用後の不安は無かったです。」
留学生の採用は、シャーンさんが最初で、在留資格を「留学」から「技
術・人文知識・国際業務」に変更する手続きの経験がありませんでした。
「会社として色々と手助けをして、無事に在留資格を取れました。出
入国在留管理庁に初めて行きましたよ。」
今年開催した国際たくみアカデミーの会社説明会には、シャーンさ
んが先輩社員として出席し後輩に向けて会社のPRを行いました。ま
た、これからも留学生人材と出会えるインターンシップ生の受け入れ
を続けていく予定です。
「将来的には、シャーンさんが母国で活躍される実力をつけ、会社
との繋がりを深め、お互いにビジネスパートナーとして活躍の場を更に
広げていくことを望んでいます。」

ナナヤッカーラ
ナディーシャーンさん
出身国：スリランカ

在日期間：�年

岐阜県立国際たくみアカデミー 生産技術科卒業
入社�年目

業務内容：マシンオペレーション

取締役 管理部長

亀山 由紀央さん

�� �年の歴史と新しい技術に、インターンで出会った
大正時代、岐阜特産の関の刃物製造技術を基に始めた製造業が、株式会社亀山鉄工所の土台になりました。
現在は板金を中心に、金属カバーの設計から組立まで一貫生産を得意としています。新型・大型の設備を導入し
ていますが、社員の技術力を保つために、技能検定やCADなどの資格取得を助成制度を作り応援。各技能コン
クールでも優秀な成績を修めています。社内でも訓練が頻繁に行われ、新入社員研修で作られた「亀山鉄工所」
の文字は会社玄関で看板として使われています。
日本人も外国人留学生も同じ条件で受け入れたインターンシップでナディーシャーンさん(以下シャーンさん)と
出会い、お互いに魅力を感じた結果、留学生の採用が決まりました。

��

Data
従業員数 ６８名
留学生採用実績

資本金

1,000万円

1名（スリランカ）

売上

海外法人など

11億8,000万円（2021年11月期）
無し

海外取引

無し
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温かい社 風を重視して異分野へ挑 戦

2021

専攻と
違っても、
得られる
満足感。

専攻分野と違っても飛び込める、環境に合わせて努力できる。そ
んな柔軟さが、耿さんの強さの1つです。中国から留学し大学で研
究したのは食品流通。NBKが得意な機械工学とは大きく違いま
す。なぜNBKを選んだのでしょうか。
「２週間のインターンシップに参加して、今までやってきた分野とは
違うけど応募しようと思いました。アットホームな雰囲気でどこの部
署でも優しく教えてくれたし、みんなのやり取りが同僚というより家族
みたいで温かかった。こういう会社で働けるとストレスが溜まらない
だろうなって思いました。日本で就職したい方は、就職活動が始ま
る前にインターンシップに行ってください。」
家族のようなNBKでも、ホームシックになることもあるそうです。
「時々ありますね(笑)でも調整できます。有給を取って、おいしい物
を食べて、母とビデオ通話とか。休暇は取りやすいですから。」
現在マーケティング営業本部で働く耿さん。目標は世界的です。
「配属されて、やってみたら面白いと思いました。去年は中国の
マーケティング支援をやって、今は北米にも関わっています。将来
はもっとグローバルなマーケターになりたいと思っています。」

Global human resources
in Gifu

留学生でも誰でも働きやすい環境
外国人でも女性でも全社員の働きやすさを大切にする、NBKの姿
勢は石橋さんの言葉からも感じとることができます。
「女性は育児休暇の後で当たり前のように復職しますし、男性も育休
を取るのが普通になってきて今も2名休暇中。いつだれが休んでもい
いよう、マニュアルを作って属人化しないようにしています。 鋳造は
環境が悪いイメージですが、美濃の工場は何億円もする集塵機を導
入して、マスクも要らないくらい空気が澄んでるんですよ。」
そんな環境で、留学生の能力を活かした活躍に期待しています。
「耿さんは語学が堪能なので、海外での活躍はもちろん、社内にもい
い刺激を与えてくれます。日本語の意味を聞かれてちゃんと答えよう
と調べ直すと、知ってる気になってたけどニュアンスが少し違ったとい
うこともあります。彼女には、これからも世界を視野に入れて、活躍で
きる人材になってくれることを期待しています。今後も国籍を問わず、
弊社にとって必要な人を採用していく計画です。」

鍋屋バイテック
株式会社
関市桃紅大地�
����-��-����

https://www.nbk����.com
機械要素部品製造業

����年（昭和��年）設立 (����年創業)

こう

耿

うんて い

云婷 さん

出身国：中国

在日期間：�年

岐阜大学 応用生物科学部卒業
入社�年目

業務内容：マーケティング・プロモーション

自由で個性的な社 風がつくる、���年の伝 統と最高の技術
まだ織田信長が日本刀で戦っていた1560年に創業した鍋屋バイテック株式会社(以下NBK)。伝統に甘んじるこ
となく、「その課題、解決します!」を合言葉に技術力を高め続けています。今では、NBKの伝動・制御・位置決め・
ハンドリングのための機械要素部品は、スマートフォンなどを作る工作機械に不可欠な存在となっています。
関の本社は、自然と融合したクリエイティブな工場のため「工園」と呼ばれ、敷地内には現代美術館も存在。「岐
阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業」に認定されており、国籍・性別に関係なく全社員の働きやすい
環境を大切にしています。自由な社風は、社長のことも「さん」付けで呼べてしまうほどです。
インターンシップで出会い、大学で学んだ分野とは違う企業を選んだ耿 云婷(こう うんてい)さん。出会いから現
在、将来までを聞いてみました。

��

統括部 総務チーム

石橋 里菜さん

Data
従業員数

428名

資本金

9,600万円

売上

86億4,700万円（2020年12月期）

留学生採用実績 ４名（中国・マレーシア）
海外法人など

中国・アメリカ

海外取引

北アメリカ・ヨーロッパなど世界中の国・地域
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頑張るには働く環境も大切

2021

介護の
優しさが、
違いを
認め合う。

大勢の人を助けたい、社会の役に立つ仕事がしたい、そんな気
持ちで介護福祉の仕事を目指したチャンさん。介護福祉分野で特
に進んでいる日本の大学に留学しました。
在学中、先生からアルバイト先として紹介されたのが和光会。ア
ルバイトを通して「働く環境が整っている」と感じそのまま応募しまし
た。自宅で面接の練習を繰り返し和光会への就職が決まりました。
就職時には和光会がアパートを準備し、職員から生活用品を集め
てくれました。
「会社にいろいろ助けてもらって生活に必要なものをいただいたりし
て、絶対仕事を頑張ろうと思いました。まだ大変なこともあります
が、先輩たちが応援してくれるので順調です。介助の仕事をしてい
ると、心から『ありがとう』と感謝の気持ちを伝えてもらえるので、もっ
ともっと頑張らなくちゃという気持ちになります。
これから技術力をアップして、いろいろな仕事が出来るようになり
たい。今は介護福祉士の勉強を頑張っています。日本語はＮ２で
すが、自分にどれだけ知識があるかN1にもチャレンジしています。
漢字は難しいですが、面白いです。」

Global human resources
in Gifu

介護のため、違いも認め合って働く
介護職の働く環境について、中村さんはこう話します。
「施設内の人事を調整する者として毎日職員に声をかけていますが、
チーム内に話しやすい雰囲気があると思います。介護計画を作るには、
職種の間で意見が違っても、お互い認め合わないといけませんから。」
留学生を受け入れられるか、不安は無かったのでしょうか。
「最初は構えていました。言葉の行き違いなどがあったら困るなと。で
もベトナムの方は、私の息子よりまじめ(笑)素直に受け取って素直に
返してくれます。不安は１日で消えました。」
日本文化を知ってもらおうと、お正月にはお雑煮をふるまい、成人式に
は振袖の着付けをしました。今では留学生の力は無くてはならないもの
になり、採用のためにベトナム語のホームページまで用意されています。
「日本人負けるな! 留学生は頑張り屋さんで素直でどんどん成長しま
す。同じ職場で働く者として、仲良く、切磋琢磨して、技術や能力面
でお互い成長していければと思っています。」

社会福祉法人 和光会
岐阜市寺田�-��
���-���-����

https://www.wakokai.or.jp
介護福祉

����年（平成��年）設立

チャン・ティ・ビック・ハー さん
出身国：ベトナム

在日期間：�年

中部学院大学 人間福祉学部卒業
入社�年目

業務内容：生活介護

関わる全ての人の幸せを目指す、岐阜有数の医療・福 祉グループ
1925年に岐阜市に創業した山田内科小児科医院を始まりとして、市内を中心に医療・介護・障がい・子育ての
総合的なサービスを時代のニーズに合わせて提供してきた和光会グループ。職員は約1600人、80以上の事業
所を展開しています。利用者はもちろん、その家族・職員など関わるすべての人を尊重し発展し続けてきました。
医療法人と共に、その中心として地域の福祉を支えるのが社会福祉法人和光会です。
職員のキャリアアップと福利厚生の充実にも積極的に取組んでいます。グループにより初任者研修や介護福祉
士資格取得のための実務者研修などが行われているほか、育児休業や時短勤務の充実はもちろん、法人内に保
育所や学童保育も用意されています。

��

施設長

中村 規子さん

Data
従業員数

700名(2022年１月)

留学生採用実績

売上

33億円（2021年3月期）

9名（ベトナム・ミャンマー）

海外法人など

無し

海外取引

無し
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