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【背景】 

現在、函館では労働人材の確保が急務となっている。我々は企業に外国人雇用の意義について考察し、

企業、外国人ともに寄り添いながらその人材不足の解決を図る。 

 

【目的】 

2020 年度の外国人向け合同企業説明会(Career Fair for Foreign Residents、略称:CFFR、以下 CFFR とす

る。) 開催を目標に、外国人雇用について学びながら、企業、外国人の架け橋となるような取り組みを目指

す。 

 

【概要】 

北海道中小企業家同友会函館支部と包括連携協定を結んでおり、共に外国人雇用についてビザ等の資格

や広報、手続きなど多角的な面から考える。 

 

【プロセスと成果】 

前半は、函館の人手不足の解消のために、関東以北にいる定住外国人と函館の中小企業とをマッチングさ

せ、雇用を促進するプロジェクトを中小企業家同友会と包括連携協定を結び、行った。私たちは、外国人と中

小企業とをマッチングさせるために「Career Fair for Foreign Residents（定住外国人向け合同企業説明会）」、

略して CFFR、を目標として準備を進めた。まず CFFR を行うにあたってマーケティングの勉強をした後、CFFR

を 4P Mix に当てはめて考えて外国人がいそうな場所を調べた結果、38 個の場所を発見することが出来た。ま

た、CFFR の PR の為に Twitter の更新やホームページの作成を行った。ホームページには企業の PR 動画を

掲載するので、カドウフーズ株式会社様と戸沼岩崎建設株式会社様に訪問し、会社概要、外国人雇用への意

識、雇用にあたっての条件等を取材し、動画を作成した。前半の成果としては、38 個もの幅広い Place を発見

することが出来たことや、特定地域プロジェクトに選ばれた点が挙げられる。 

後半では二年生も加わり、前半と同様に企業への取材を行い、日乃出食品株式会社様に訪問した。また、

中小企業家同友会の月に一回行われる例会の時間で、学生が中心となって準備し、CFFR や在留資格、外国

人を対象としたアンケート調査の結果をプレゼンテーションした。その後、学生が司会進行役を務めるいくつか

のグループに分かれディスカッションを行った。ディスカッション後は各グループの意見をまとめ、発表した。外

国人を対象にしたアンケートで「外国人向けの企業説明会があれば参加したいか」という設問に対して 87%が

「はい」という前向きな回答を得ることが出来たこと、例会に来てくださった方達から CFFR について前向きな回

答を得られたことが成果として挙げられる。 

 
 
 

【日乃出食品株式会社様にインタビューしているときの様子】 【6 月例会の様子】 
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【総括と反省・今後の課題】 

前半での CFFR と＆U Project の基盤を作る活動と後半での中小企業家同友会の例会の実施等の活動を

通して CFFR の実施に近づけることができたが、2020 年に CFFR を開催できるように、以下の課題に取り組ま

なければいけない。 

1） アンケートの充実 

例会で発表した「外国人は日本で働く上で何を求めるか」のアンケートは回答者の国籍に偏りがあったなど

の問題点が見られるため、より多様な国籍の人に答えてもらうことや対象者を道南にいる外国人だけに絞るこ

と、質問をより明確にすることなどを改善し、外国人のニーズをより明確にしていくこと。 

2） SNS の充実 

現在行っているホームページと Twitter のアカウントをより多くの人に知ってもらうための技法の工夫の他

に、国籍や職業、年齢によって使われている SNS が違うため、違うプロモーションツールを工夫し、使うこと。 

3） 函館の企業への取材と動画作成 

取材量を増やし、編集された取材の PR 動画を YouTube とホームページに載せること。  

4） 企業側・外国人への CFFR の PR 

CFFRは労働力が欲しい企業側と仕事が欲しい外国人をマッチングさせる機能を果たすことを確保するため

に、フライヤーやホームページ等を通じて、函館にある企業にだけではなく、外国人が集まりそうな場所を探

し、宣伝すること。   

5） 2 年生への引継ぎ 

動画編集と取材等のスキルやこれまでの＆U Project に関するデータを 2 年生に引き継ぐこと。 

 

 【地域からの評価】 

6 月 27 日の中小企業家同友会の例会にて外国人

雇用についてのプレゼンテーション、グループディス

カッションを行った際に、参加した道南地域の経営者

の方たちの多くが「参考になった」と言ってくれた。ま

た、外国人雇用に興味を持った、外国人雇用に関す

る勉強会に参加したい、合同企業説明会が開かれれ

ば出店したいといった意見もあり、76％の方から今後

外国人を雇用したいという意見をいただいた。また、

私たちが作成したスライドのデータが欲しい、学生だ

けでここまで調べあげたのはお見事、といった好評が

得られた。一方で外国人雇用についての企業側の知

識が薄いため CFFR 開催の前に説明会を開いてほし

い、対象を道南ではなく函館だけに絞った方が確実

なのではないか、ただ外国人を雇って労働力を補うだ

けでなく外国人が地域で暮らしていくための生活づく

りや外国人を雇ってからサポートはどうするのか、な

どの指摘をいただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

年間スケジュール 

2 

年 

後 

期 

10 月 中小企業家同友会の方々へ 

挨拶、マーケティングの勉強 

11 月 Place の検討 

12 月 カドウフーズ株式会社取材 

Twitter 開設 

ホームページ作成開始 

1 月 戸沼岩崎建設株式会社取材 

2 月 中間発表 

3 

年 

前 

期 

4 月 2 年生合流 

5 月 日乃出食品株式会社取材、 

例会へ向けて準備 

6 月 中小企業家同友会例会 

7 月 最終発表、反省 
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	（両日計約250名）
	2）試行内容
	両日それぞれ2名の戦争経験者の話を当時の写真などとともに聞き、インタビュー学生の感想や学びを受講者と共有した。また、本プロジェクトの今後についての質問等も受けた。
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	地域プロジェクト （2018後期～2019前期）
	2005年から函館市内を中心に、障害者への理解についての普及啓発活動、障害者の地域生活（自立生活）の支援活動を行っている「NPO法人自立の風かんばす」の活動に参画して、活動の実態や社会福祉における地域課題を理解し、函館市の障害者福祉を推進するプロジェクトである。
	NPO法人自立の風かんばすは、「障害者であっても地域社会で自分らしく生きることは、特別なことではない」ということを一人でも多くの人に理解してもらえるように活動を行っており、障害があっても地域社会で自分らしく生きることができるように自立生活を支援している。さらに、障害者一人ひとりの持ち味を発揮できる機会を提供する等の活動を行い、誰もが地域社会で自分らしく生きていくことが当たり前にできる豊かな社会を目指している団体である。
	　
	本地域プロジェクトの目的は以下の4点である。
	① 「NPO法人自立の風かんばす」の活動に関わり、実践を通して目的や活動内容を理解する。
	② 函館市における社会福祉の現状と課題を理解する。
	③ 障害のある人との交流を通して、障害のある人への理解を深める。
	【プロセスと成果】
	社会的困難に悩んでいる状況にあると考えていたが、それぞれが趣味をたくさん持って前向きに生活されていることが分かった。また、仕事や目的をもって自己実現を目指して生活されていることも知ることができた。
	/　/
	理解に関する普及啓発に貢献することができた。
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	地域プロジェクト （2018後期～2019前期）
	【背景】
	【目的】
	【概要】
	【プロセスと成果】
	前半は、函館の人手不足の解消のために、関東以北にいる定住外国人と函館の中小企業とをマッチングさせ、雇用を促進するプロジェクトを中小企業家同友会と包括連携協定を結び、行った。私たちは、外国人と中小企業とをマッチングさせるために「Career Fair for Foreign Residents（定住外国人向け合同企業説明会）」、略してCFFR、を目標として準備を進めた。まずCFFRを行うにあたってマーケティングの勉強をした後、CFFRを4P Mixに当てはめて考えて外国人がいそうな場所を調べた結果、38個の場所を発見することが出来た。また、CFFRのPRの為にTwitterの更新やホームページの作成を行った。ホームページには企業のPR動画を掲載するので、カドウフーズ株式会社様と戸沼岩崎建設株式会社様に訪問し、会社概要、外国人雇用への意識、雇用にあたっての条件等を取材し、動画を作成した。前半の成果としては、38個もの幅広いPlaceを発見することが出来たことや、特定地域プロジェクトに選ばれた点が挙げられる。
	後半では二年生も加わり、前半と同様に企業への取材を行い、日乃出食品株式会社様に訪問した。また、中小企業家同友会の月に一回行われる例会の時間で、学生が中心となって準備し、CFFRや在留資格、外国人を対象としたアンケート調査の結果をプレゼンテーションした。その後、学生が司会進行役を務めるいくつかのグループに分かれディスカッションを行った。ディスカッション後は各グループの意見をまとめ、発表した。外国人を対象にしたアンケートで「外国人向けの企業説明会があれば参加したいか」という設問に対して87%が「はい」という前向きな回答を得ることが出来たこと、例会に来てくださった方達からCFFRについて前向きな回答を得られたことが成果として挙げられる。
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