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高度人材? 技能実習生? 特定技能？
外国人が日本で就労するためにはその職務内容に応じて様々な在留

資格があります。基本的に「就労ビザ」と呼ばれるものは、高度人材
を指し、外国人の単純労働には就労ビザは出ていませんでした。コン
ビニや飲食店でよく見かける外国人労働者は、一定時間内の許可され
た範囲内でアルバイトとして就労している留学生や家族ビザの方々で
す。
国内の人手不足解決のため、1990年に日系人の受入れを開始し、

1993年には技能実習制度が始まりました。技能実習に関しては、母
国では習得できない日本の技能を学び、母国に持ち帰る事を前提とし
ているので、日本に滞在できる年数は決まっています。
そして昨年末、「特定技能」という在留資格が新設される法案が可決
され14業種（建設、介護、宿泊、外食業等）で一定の日本語能力と
技能試験をクリアすると単純労働を含む業務に従事できるようになり、
2019年4月からそれぞれの業種で受入が開始されようとしています。
外国人を採用する時には、どの在留資格を取得すべきか活動内容に応
じて判断する必要があり、それぞれ入国するための基準、日本での活
動内容、在留期間、家族帯同等の条件が違います。

宮崎で高度人材の採用をしたい場合、以下の方法が考えられます。

1.留学生を雇用

採用したい留学生を決め、留学ビザから就労ビザに切り替えることで

日本人の社員と同様に雇用することができます。

2.海外から直接雇用

海外からの応募や元インターン生など海外にいる方に対して就労ビザ

を取得することで雇用することができます。

3.宮崎バングラデシュモデルを活用

産学官連携事業、宮崎バングラデシュモデルを活用しバングラデシュ

のITエンジニアを宮崎大学留学生として受入れ、正式雇用を目指しま

す。

高度人材（技術・人文知識・国際業務）は人手・労働力でなく、
高度な技術・知識を持つ人材としての活動が期待されている人材で、
システムエンジニア・プログラマー、トレーダー、通訳・翻訳者、
マーケティング等の職につき、日本にある企業（個人事業主や外資
系企業も含む）と契約する場合に適用される在留資格です。

在留資格 技能実習（団体管理） 特定技能1号 特定技能2号 技人国

期間 最長5年 通算5年 制限なし 制限なし

家族帯同 × × 〇 〇

転職 本人希望× 〇 〇 〇

学歴要件 無し 資格試験合格者、N4レベ
ル

資格試験合格者大卒／日本の専門学校卒

対象職種 本国における修得等が困難なもの
送り出し国のニーズに合致
実習の成果が評価できるシステムがある事

人手不足分野 14業種 高度に専門性のある業務
国際取引業務等の業務

雇用主の義務 ・労基に基づいた給与の支給、適正な管理
・実習実施計画に基づいた作業へ従事させる
・宿泊施設の確保
・帳簿の作成、備え置き（技能実習生管理簿、
認定計画の履行状況管理簿、日誌 等）
監理団体が調査・管理

・日本人と同等以上の報酬の支給
・雇用労災、社保完備
・日本人と同様に労基の規定を適用
・一時帰国を希望した時に休暇を与える
※本人に資金がない場合には、会社が負担
・母国語での生活相談や支援体制の完備

・日本人と同等以上の報酬支給
・雇用労災、社保完備
・日本人と同様に労基の規定を適用

宮崎で高度人材を受け入れるには?

宮崎県の留学生地元定着

率は全国ワースト3位、、

各大学や専門学校でも

様々なマッチングの取り

組みを実施しています！

監修：ビザ先生
（末吉由佳先生）



宮崎バングラデシュモデル?

JICA × バングラデシュIT省の協定

B-JET
バングラデシュIT人材のための日本就職トレーニングコース

宮崎大学の日本語講師や日本語カリキュラムを採用

宮崎大学 留学インターンプログラム
日本語授業 ＋ 就職予定企業でのインターン実施

宮崎市から助成

2020年9月までに300名以上を輩出予定。20名～40名の募集枠に

毎回 2000名～4000名強のITエンジニアが応募。

一番人気の就職先は「宮崎」

留学ビザ。3か月間留学生寮に滞在し、バスの乗り

方やゴミの出し方なども学ぶ。日本での生活に馴

染んだり、就職後の生活準備を進める。

宮崎企業へ 就職

来日

宮崎バングラデシュモデルとは、バングラデシュの優秀なIT人材と宮崎企業をつなぐ
プロジェクト。JICA、宮崎市、宮崎大学、受入企業の産学官連携で取り組み、これま
でに19名のバングラデシュIT人材が宮崎へ就職しています。



受入企業の皆さん、実際どうなの！？ ー 自社紹介と受入経緯、メンバーについての紹介をお願いします。

中野：当社は、ITのワンストップサービスを提供しています。ホームページ
制作からサーバサービスまで。幅広くITに関するサービスを提供しています。
従業員数は、80名です。
当社代表岡田は「宮崎をアジアをシリコンバレーに」を合言葉に、これま

での海外での事業を行うなど活動をして参りました。社内ももっと多様化し
ていきたいと考えていたタイミングで、今回のプロジェクトを伺い、採用す
ることに決めました。選考ではスキルや情熱、技術への関心はもちろんのこ
と、会社の事業範囲にマッチングしているか、柔軟な考えができるかという
ことを重視し2期生から3名を雇用しました。

櫻田：今でこそWebサービスに関わるお仕事もさせていただいていますが、
私がこのプロジェクトを知った時、外注で不動産関係Webサービス事業の
立ち上げ準備をしているところでした。内部エンジニアの必要性を痛感して
おり、「見学」のつもりで現地に参りました。実際に行ってみていい意味で
裏切られたんです。真面目で真摯でひたむきな様子。ものすごい熱量。心打
たれました。技術については正直私自身はわからない部分も大きいのですが、
1800人を超える応募者の中から選ばれた20名です。そこは心配ないなと思
い、1期生から1名の採用に至りました。勢いも半分あったかもしれません
ね。（笑）

伊藤：私たちも「ノリ」という部分も大きいです。(笑) 当社はシステム開
発を行っており、今回従業員3名に加えて、2期生を2名雇用しました。櫻田
さんの仰る通り、現地の熱気は日本では感じられないくらい、ものすごいも
のでした。
私たちは、採用にあたりスキルチェックとして、プログラミングの課題を

時間内にこなせるかどうかを見ました。テクニカルスキルは保証された状態
で、あとはフィーリングで選びました。結果、非常に素晴らしい人材が集
まった印象がありますね。

㈱フューチャー・ジャンクション 櫻田社長(2018年7月より１名受入れ)

スパークジャパン㈱ 中野さま・大津山さま・工藤さま(2019年1月より３

名受入れ、写真前列左からイムラン・ファミダ・ラムザン)

㈱ランバーミル 伊藤代表・榎園さま(2019年1月から２名受入れ)

㈱カタチウム 東郷さま(2017年12月から１名受入れ)

宮崎大学国際連携センター 伊藤先生・河澄先生

宮崎市工業戦略局 永井局長、松木係長

これまで宮崎バングラデシュモデルを活用してIT人材の受入れをされた
皆様に、ぶっちゃけのところを聞いてきました。

バングラデシュでの面接の様子



ー最初の受入手続きや生活サポートで大変だったことや努力されたこ
とはありますか？

大津山：私たちは、英語が流暢に話せません。その点は正直とても不
安でした。また、採用することを1週間前に知ったんです。それも、
代表のFacebookで！(笑) 慌ただしく準備をし、3人でお出迎えに行
きました。
生活必需品は揃えておいたものの、シャンプーや洗顔、歯磨き粉な

ど、使用するのかどうかや好みもわかりませんでしたので、まず一緒
に買物に行きました。そこで、シャンプーだけでも日本は「しっと
り」「さっぱり」と違いがあるため、それって何が違うの？と言われ
た際にはとても困りました。ボディーランゲージをフルに使って、
しっとりはこんな感じ！さっぱりはこんな感じ！と必死になって説明
しましたね。また、食品関係を揃えるのにも一苦労で。タイ米やレン
ズ豆を欲していたのですが、宮崎市内には取り揃えているところは少
なく、探し回って2～3日は使いました。
前もって必要物品リストを作って、すり合わせできていると良いの

かもしれません。また、インターネットショッピングでハラルフード
や日本に数少ない商品は揃える方たちも多いようなので、そこも前
もってお伝えできていると良いと思います。
また、私たちは業務には直接的な関わりがないので、LINEグルー

プを組んで、そこでいつでも連絡を取り合えるようにしているんです
が、それが彼らにとっては安心材料となっているようです。

櫻田：ご近所の皆様にご理解いただけるように、前もって動きました
ね。突然見知らぬ外国人が近所に住むとなると、慣れていない地域は
特にびっくりしてしまうもの。最初の印象が悪いとその後にずっと影
響するので、丁寧に対応しました。受入前に、挨拶文やメディアに掲
載された取り組みの記事、本人の写真などを載せたちらしを作り、ご
近所を回りました。今のところ、トラブルもなく、ご理解ご協力いた
だけています。

榎園：外国人の事務手続きは、本当に大変なんだと今回の件を通して
痛感しました。1期生や宮崎大学の先生に伺ったりしながら、どうに
か乗り越えることができましたね。
また、今回のこのプロジェクトでは、宮崎大学での3ヶ月の日本語

や生活面のサポートがあったことは非常にありがたかったです。ゴミ
の出し方や公共料金の支払方法まで、日本での暮らしのHOW TOを
お伝えいただけたので、その部分に関してはとても容易に進みました。
また当社は、英会話カフェというものを独自にやっているのですが、

日本人との交流の意味も込めて、彼らにも参加してもらっています。
時にはファシリテーターを務めてもらい、好きなジャンルについて
語ってとても楽しんでくれています。
入社初日は、できるだけ早く馴染んでもらえるように、ウェルカム

パーティや入社式も行い、名刺をプレゼントするなどできたことも喜
んでくれたように思いますね。

Facebookグループでバングラ食材の
オンラインショップについて共有

↑宮崎大学での日本語授業の様子
↓バスに乗って出勤したり、ゴミの分別をしたり。社員・宮崎市民としての準備をしていきま
す



ー時間の感覚やお祈りなど、
文化の違いについて困ったことはありますか？

櫻田：「日本は安心安全だ」という意識が少し強すぎる気がしますね。
家の鍵を締め忘れていたり、自転車の鍵もしていなかったり、下着を
外に干してしまっていたり。最初のうちは特に気にかけてあげて伝え
てあげる必要があると思います。
時間に関しては、少し感覚は違うかもしれません。しかし、互いに

ストレスになるのであまり厳格にしていません。たまに遅刻すること
もありますが、業務に支障がなければあまり気にしていませんね。一
度3時間遅刻したときは心配になって部屋に行ったら、寝てました。
(笑)
宗教に関しては、個々で非常に解釈や行動が違うように感じていま

す。とても幅が広いです。豚肉はNGか、お酒は、など、都度個別で
確認できると良いかと思います。
あとは少しみんな声や物音が大きいですね。ドアを閉める音や階段

を降りる音、21時を過ぎた井戸端会議など、気になって注意したこ
とがあります。でも伝えれば必ず理解してくれるので、こちらも細や
かに日本のスタイルを伝えれば問題ないかと思います。

榎園：当社は、会議室で使っていたスペースをお祈りスペースとして
確保しています。お祈りも各々に独自のルールがあるようで、すると
きもあればしないときもあったり。あまり神経質な様子は見られませ
ん。
また時間の感覚ですが、当社はフレックス制で、会議などがない限

りあまり時間の制限はありません。ただこれまで遅刻したことはない
ですね。ちゃんとオンタイムに来ますよ。人によるんだと思います。

ー現在の課題はありますか？

中野：高度ICT人材に対する、社内スタッフの理解や接し方が課題で
す。社内で英語ができる人は少なく、どう接したらよいか…と戸惑う
声も聞かれます。みんな気にはなっているのでサポートしたいけど、
でもどう伝えたらいいんだろうか、と尻込みしちゃうようです。ハロ
ウィンイベントを実施してみたり、馴染む施策は打っていますが、こ
の点は今後も課題でしょう。彼らに英語を習う講座を開いてみるなど、
触れ合う機会を増やしたいですね。

櫻田：会社だけではないコミュニティとの繋がりが強化されることが、
課題であり、定住にあたってとても大事なことだと思っています。私
はできるだけ多くのイベントに彼を連れて行くようにしています。今
では体験入門した地域の「空手教室」に毎週通うようになり、日本文
化を知るきっかけにもなっているようです。また、100名以上の社会
人と学生の交流イベントに連れて行った際には、乾杯の挨拶に選ばれ、
多くの人とSNSを通じて繋がるなど、どんどん世界が広がっているよ
うに思います。社会と繋がる架け橋になれると良いですよね。

榎園：私は、サポートする企業同士や宮崎大学との横の繋がりの重要
性をとても強く感じています。やはり実際に受け入れているからこそ
わかる知識や経験がありますし、私自身非常にそこに救われました。
互いにナレッジシェアをしながらサポートできると、互いにとってメ
リットがあるのではないでしょうか。この横の繋がりが途切れないよ
うに、情報交換できる場が必要だと感じています。

ITプラスのイベント「Aoreco」で色んな方と交流

企業の方とご飯にいったり観光したり。



ー最後に「受け入れてよかった」と思うことを教えてください。

工藤：会社にとってもすごくプラスだったと思います。雰囲気もグッ
と変わりました。受け入れよう、変わらなきゃ、と動き出しています。
多様化への一歩ですね。世話焼きタイプじゃない人も、懸命に動き出
していたり。英語やベンガル語に接する機会も増えて、よい刺激に
なっています。
彼らは、忘れた気持ちを思い出させてくれる、そんな存在だと思っ

ています。常に感謝の気持ちを忘れず「忙しいのに、そんな時間を
使ってくれてありがとう」と伝えてくれます。もっと頑張ろうって思
えますね。仕事に対しての熱量も、ただ業務をこなすというのではな
く、もっともっと！という意欲を持っている。自分自身の業務への取
り組む姿勢に刺激をもらえています。

大津山：正直3人に時間をいっぱいとられて、あー！って思った時期
もありました。でも今は、彼らの人間性もあって、3人共息子娘のよ
うに可愛いです。(笑)
私の子どもとも遊ばせたことがあるんですが、最初は見た目の違い

で驚いていたんですが、すぐに慣れ、どんどん話しかけるようになり
ました。家族を含めた周りにとっても、多様性を知る良い機会になっ
ていると思います。

櫻田：よかったことは、多すぎて1つには絞れないですね！会社に余
裕があれば、3～4名来ていただきたいくらいです。彼らは技術のみ
ならず、人間としてのあり方を教えてくれます。昭和の日本のような、
そんな空気感がありますね。一生懸命志を持って働いていますし、家
族を大事にしていて、毎月仕送りを送っていたり。なんか、温かいん
ですよね。一緒に働いていて、とても気持ちが良いんです。汚れを忘
れるような、そんな想いにさせてくれますね。

伊藤：皆さんが仰っているように、ピュアな気持ちになりますね。会
社のために尽くそうという気持ちが伝わってきます。日本人同士だと
なかったコミュニケーションも増えています。
技術的な面でいくと、当社ではいつも1次情報(主に英文)にあたっ

て調査して欲しいと伝えているのですが、彼らは英語をマスターして
いるので、英文で出ているオフィシャルな情報を容易にインプットす
ることができます。どうしても日本語訳が入ったものだと、違いが生
まれてしまうので、そこを英語の1次情報に触れることができるのは
とても大きいですね。

榎園：櫻田さんの仰るとおり、感覚が昭和世代、母の世代の感覚に近
い気がします。人付き合いをとても大事にしています。日本に来た当
日、とても疲れているはずなのに、ぜひ部屋に上がって欲しいと言わ
れました。目上の人を大事にする習慣が身についているようです。部
屋探しでは「まず人が来る部屋が大事」と言っていて、それくらい人
付き合いを重視する傾向があるようです。
ある日傘がない状態で街に出て、交差点で知り合った老夫婦に相合

傘をしてもらっていて。(笑) なんてコミュニケーション能力が高い
んだ！と驚かされました。

2人が入社して来てくれてから、社内全体でもコミュニケーション
が増え、雰囲気がよくなったように思います。人と人の繋がりの重要
性を改めて気付かされる機会になっています。仕事もとても真面目で、
ネガティブなことはほとんどないです。来てくれて本当によかったと
感じています！

来宮時の宮崎市戸敷市長 表敬訪問



受入れ時に工夫したこと

雇用条件は？基本的には日本人社員と全く同じです。

これは在留資格取得時に必須になっており、また、社員間での不平等

を無くしてより早く馴染んでもらう、活躍してもらうことを期待して

います。もちろん社会保険も加入します。

・インターンを活用して徐々に社内と馴染む時間を設けた。

・本人のことや出身国のことなどをプレゼンしてもらい、どんなバック

グラウンドを持つのか社員への理解を早めた。

・社長、役員なども入って選考や受入準備を行った。初めての外国籍社

員の受入れのため会社の判断としての採用を行った。

・社長、役員直轄のバディを設定した。日々のコミュニケーションをと

り、会社での活躍を促進することを目的としている。誰に聞いていい

か分からない質問や緊急時の一時連絡、日常生活での困りごとなどを

サポートしている。トップの直轄により部署を跨いだり、勤務時間を

使ったりといった柔軟な対応が可能となった。

・２名以上の受入れを同時に実施したが、配属部署や担当上司を別々に

して社員との積極的なコミュニケーションをせざるを得ない状況にし

た。

・定期的に教育時間を設定し、気づいた点のフィードバックや疑問点の

解消をできるようにしている。

・常に日本語で話しかける、出張報告書なども日本語で書いてもらうこ

とによって各段に日本語力が向上した。

・地域の方に英語を教える英語カフェのファシリテーターをやっても

らっている。仕事では会わない人と話したり、教えることによって自信

をつけている。

・緊急連絡先カードを作って持たせ

ている。本人の情報や会社責任者の

情報を記載し、何かあった場合に参

照できるようにしている。

他にも色々聞いてみた！

受入れ時の手続きなど一番重要なのは入国管

理局での在留資格申請。「技術・人文知識・国際業務」の資格（通
称：就労ビザ）を取得します。必要な書類は在留資格変更許可申請書、
パスポート及び在留カード、証明写真、雇用契約書、履歴書、卒業証
明書登記事項証明書、決算書、法定調書合計表、会社紹介資料など。

他にも市役所で転入届、郵便局へ転居届を提出。他にも必要に応じて

社会保険関連、給与口座開設、住居契約、携帯契約変更、家族帯同ビ

ザ申請、バス定期、自転車防犯登録・自賠責などを対応。

また、新居関連では賃貸契約（受入企業による法人契約が多い）、水
道・電気・ガス・wifiの手続き、SIM契約など。

宮崎大学のモスクでのお祈りの様子
宮崎北高でプログラミング授業のお手伝い



日本は人口減少が課題となっていますが、技術的なキャリアアップをするには

とてもチャンスのある国だと思い、日本への就職を希望していました。

宮崎に来てからは会社の方がとても親切に助けてくれていてあまり困ったこと

はありません。あ、茶わん蒸しの食感にはちょっと驚きました。(笑)

将来も今の会社で働いていたいです。今の会社はこれからもさらに可能性が大

きくなる会社ですし、会社の理念は私の価値や夢と同じなんです。九州で一番

に成功する会社の一つになるように、また世界進出が成功するように貢献して

いきたいです！

日本のみなさんが和を大切にすることやお互いを尊敬するスタイルがとても好き

です。会社でも小さい課題もチームで話し合うことで事前に問題を防ぐことをし

ていて、素晴らしいと思いました。エンジニアとしてだけではなく、人として成

長するためにはとてもいい環境だと思います。

これからまずは今の仕事のエキスパートになりたいです。将来的には日本とバン

グラデシュの架け橋となるようなIT企業をバングラデシュに作って、バングラ

デシュの経済や教育、雇用環境の改善を手助けしたいと思います。

宮崎どうですか？＠宮崎
宮崎バングラデシュモデルを活用し宮崎で働く2名に聞いてみました！



宮崎どうですか？＠バングラデシュ
現在、バングラデシュで日本への就職を目指すB-JET生に聞いてみました！

宮崎はとても自然がきれいで、宮崎の人はとてもフレンドリーだと思いま

す！できれば宮崎みたいな自然豊かな環境で働いたり生活したい！！今まで

Web開発を得意としてたので、できれば日本でもその経験を活かして会社に

貢献して、できるだけ長く日本にいたいです。休日は色々なところへ旅行し

たり、着物を着たり、日本人みたいな服装やお化粧もしてみたい！ナルトや

ボルト(日本のアニメ)が好きで、食べ物にも興味あります！！とにかく日本に

行ったら色んなことをチャレンジしたいです！

私は宮崎への就職が第1志望です！大学の先輩がすでに宮崎で就職していて、色々

な話を聞いています。とても自然が豊かで、街も穏やかだと。東京で１～２時間か

けて通勤するのではなく、宮崎で自転車15分とストレスフリーの通勤生活に憧れ

ます。また、バイクが好きで、今バングラデシュではヤマハのバイクに乗っていま

す。宮崎に行ったらツーリングをしてみたいです。Web開発の経験があるので、

まずはフルスタックのできるエンジニアになり、その後はAIや機械学習のプロ

ジェクトをしたいです。将来的にはITや自動車・バイクなどの分野で日本とバング

ラデシュで仕事をしたいです。宮崎企業のみなさん、よろしくお願いします！



外国人向けお役立ちサイト

各種不在票英語解説ページ

宮崎県 オールみやざき営業課 国際交流・旅券担当

神話パンフレット、バスの使い方、トイレ表示

体調が悪い人への指差しカード、防災対策

宮崎市国際交流協会

外国人住民のための防災パンフレット

宮崎県国際交流協会

生活便利帳、防災パンフレット、夜間救急センター、

各種イベント情報

NHK World Facebookページ

国内のニュース、台風の進路情報など

郵便局 ヤマト運輸 佐川急便

毎期恒例、ウェルカムパーティ



本書は宮崎市ITプラスのワークショップ制度を使って制作されました。

ご関係者の皆様に心から感謝申し上げます。

お問い合わせ先：株）B&M 荻野紗由理 (2019年3月版)

Thank You!


