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新・ダイバーシティ経営企業100選受賞企業から見えた戦略人事 

  
 

 １．新・ダイバーシティ経営企業100選の概要 
 

２．受賞企業の日本における外国人材の定着・活躍に係る取組事例 
 
３．日本における外国人材の定着・活躍に向けた取組の方向性に関する考察 
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新・ダイバーシティ経営企業100選事業とは 
ダイバーシティ経営※を行う企業を対象に経済産業省が「新100選」「100選プライム」の２つの部門で表彰 
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[出典] 「平成 29 年度 新・ダイバーシティ経営企業 100 選」応募要領を基に弊社作成 

1. 新・ダイバーシティ経営企業100選の概要 

※ダイバーシティ経営とは 
多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営 

 [出典] 経済産業省　新・ダイバーシティ経営企業100選 

100選プライム 
－ H29年度より選定開始 
－ 新100選表彰企業が対象 
－ H29年度終了時点で2社が選定 

新100選 
－ H24年度より表彰開始 
－ 全企業が対象 
－ H29年度終了時点で226社が選定 

その他企業 
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評価の視点 
ダイバーシティ経営の取組が①経営課題の解決にどのように繋がっているか、②取組自体の先進性、
③全社への浸透や継続的な取組の進化 (PDCA)が評価される 

1. 新・ダイバーシティ経営企業100選の概要 

A 
経営課題 

取
組 

背
景 

成
果 

B 
人材戦略 

C 
活躍推進の取組（Input） 

D 
取組(C)の結果（Output） 

E 
経営課題(A)に対する成果（Outcome） 

企業理念、ビジョン、経営戦略 

企業価値の向上 

②革新性・先進性≒モデル性	

③全社レベルでの取組の浸透度や継続性	

経営課題の解決に向けて、多様な人材の活躍を 
経営戦略として位置付けて取り組み、 

実際にビジネス上の成果を上げていること 

類似の業種や規模、地域の企業に先駆けた取組 
を実践し、結果を出していること 

企業トップがダイバーシティ推進を協力に主導し続け
ていることで、ダイバーシティ経営の意義が組織全体
に浸透し、積極的に取り組みが進化していること 

①
実
践
性≒

ス
トー

リー

の
一
貫
性	
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ダイバーシティ経営の取組の視点 
①経営陣の取組、②現場の取組、③外部コミュニケーションの視点での全社的かつ継続的な取組が肝要 

5 [出典] 経済産業省：ダイバーシティ2.0行動ガイドライン 

1. 新・ダイバーシティ経営企業100選の概要 

経営企画部門 事業部門 各事業部門の取組 

視点2. 現場の取組 

管理職 

従業員 

⑥ 従業員の行動・意識改革 

⑤ 管理職の行動・意識改革 

※企業単体におけるイメージ図 
取締役会 

経営トップ、経営陣 

視点1. 経営陣の取組 

報告 モニタリング、指示 

事業戦略 
（経営企画部門、各事業部門） 

人材戦略 
（人事部門） 

経営戦略の立案 

① 経営戦略への組み込み 

全社的課題に対するダイバーシティの取組 

全社的な施策 
の実施、助言 

②推進体制の構築 

　③ガバナンスの改革 

コミュニケーション ④ 全社的な環境・ルールの整備 

その他の 
利害関係者 

社会、政府 

資本市場 

労働市場 

視点3. 
外部コミュニケーション 

ステークホルダ
ー 

⑦ 情報発信・対話 

開示、情報発信 

フィードバック 

ＩＲ、情報開示 
（ＩＲ・広報部門） 
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ダイバーシティ経営の取組の効果 
ダイバーシティ経営の取組により企業価値向上のための4つの効果が期待される 
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1. 新・ダイバーシティ経営企業100選の概要 

グローバルな 
人材獲得力の強化 

取締役会の 
監督機能の向上 

リスク管理能力 
の向上 

イノベーションの 
創出の促進 

[出典]  経済産業省：ダイバーシティ2.0行動ガイドライン 
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新100選ではダイバーシティ経営により活用される「多様な人材」は、女性、外国人、障がい者等に区分 
外国人の活躍を評価された企業は全体の4分の1 

人材等の区分ごとの表彰企業数 

※　複数区分で表彰された企業あり 

女性 

外国人 
障がい者 

キャリア・スキル・経験 

限定無し 

その他 
合計 

「多様な人材」の属性 

171 

59 
68 

55 

32 

28 
226 

表彰企業数 

人材等区分ごとの新100選受賞企業数 外国人活用が評価された企業の割合 

外国人 
約26% 

　　(59社) 

新100選表彰企業 
N=226社 

1. 新・ダイバーシティ経営企業100選の概要 

7 
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本考察の目的・対象・手順 
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2. 受賞企業の日本における外国人材の定着・活躍に係る取組事例 

対
象 

①  先行研究を基に外国人材が日本企業で定着・活躍するための要素を検討 
②  ①の要素を基に新100選の事例を分類し、特に優良と思われる事例を抽出 
③  ②で抽出した優良事例における取組の具体的な内容を基に考察 

•  外国人材が活躍する優良事例として新100選に選定された企業59社の内、日本で活躍する
外国人材の事例34社を対象とする (海外で活躍する外国人材の企業事例は対象外) 

•  新100選のベストプラクティス集に記載された情報のみに基づき考察を行う　　　　　　
※各企業の事例は表彰当時のものを使用するため一部現状と異なる可能性がある点留意 

手
順 

先行研究を基に日本における外国人材の定着・活躍を促すために必要な要素を検討した上で、新100選の
受賞企業の中から合致している事例を抽出し、今後日本企業が取り組むべき内容を考察する 

目
的 •  日本で働く外国人材が活躍するために企業が取り組むべき内容について考察する 
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先行研究に基づく分類軸 
先行研究より「仕事面での定着・活躍支援」「生活面での定着・活躍支援」の分類軸で検討する 

 
 経済産業省: 内なる国際化研究会(H28) JILPT: 諸外国における外国人受入制度(H30) 

キャリアパスの明示、昇給、評価等、人事制度に関する課題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各国では日本に比べ非高度(専門)人材(単純労働を除く)として、 
異文化理解や社会保障など生活に係る支援が充実 
 
イギリス 
• 英語以外を母国語とする層に対しては、英語を習得するための学
習機会が提供されるほか、失業者に対する求職手当 
（または生活補助手当） 

ドイツ 
• ドイツ語、法秩序、文化、歴史等を外国人が学ぶ「統合講習」 

シンガポール 
• 就労者として「専門職」と「技能・準技能労働者」の2種類があ
り、どちらも家族の同伴が認められ、給与、学歴、滞在年数等の
テストによっては同国の市民権や永住権を得られる 

仕事面での定着・活躍支援 

先行研究① 先行研究② 

生活面での定着・活躍支援 

(出展) 経済産業省: 内なる国際化研究会報告書(H28) 

外国人材の定着のために日本企業が取り組むべきこと 

(出展) (独)労働政策研究・研修機構:諸外国における外国人受入制度-非高度人材の位置づけ(H30) 

2. 受賞企業の日本における外国人材の定着・活躍に係る取組事例 

9 
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対象企業は外国人材への「仕事面」「生活面」での定着・活躍支援の実施状況を軸に類型化できる 
中でも仕事面、生活面双方の定着・活躍支援施策を推進する11社について一部事例を紹介した上で考察する 

対象企業の類型と対象企業の位置づけ 

 
能力開発や、目標管理制度等 
能力に併せた評価施策等が充実 

 
仕事面、生活面双方の定着・活躍 

のための施策を実施 

 
異文化理解のための研修や 

住居・食事サポート等の支援が充実 

仕
事
面
で
の
定
着
・
活
躍
支
援 

生活面での定着・活躍支援 
薄い 手厚い 

手
厚
い 

薄
い 

18社 11社 

5社 

次頁以降で 
事例紹介 

【留意点】 支援を「薄い」とした場合においても、 
受賞時に特筆されていないが実施している可能性あり 

2. 受賞企業の日本における外国人材の定着・活躍に係る取組事例 

10 
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事例Ⅰ：株式会社能瀬精工 

11 

従業員数 99人 
事業内容 ベアリングの製造・販売ならびにそれに付随する事業 

海外の高度な製造技能を取り入れるために、海外大学の理系学生を採用している。特に採用条件から日本語の要件
を外し、出身大学で外国籍社員自らが日本での生活を説明、入社後の支援を行うことで採用・定着に繋げている 

海外を含む競合他社の情報を技術面・言語面双方から理解できる人材の獲得 
→採用条件に日本語を不問とし、海外の優秀な理系大学生を採用 

•  各種技能検定の取得に向けた全面的なバックアップ 
－技能検定の費用を会社が全面負担 
－合格した社員が講師となって他の社員を指導するために週3日程度勉強会の実施 

新技術の導入により製造ラインの生産性が向上、売り上げも過去5年間で25％向上 

海外の高度な製造技能を踏まえた競合との差別化を図る製品開発 経営課題 

人材戦略 

取
組 

成果 

仕事面 

生活面 
•  外国人材による語学や居住地等の生活サポート 
－採用時には同社外国人材が自身の出身校を訪れ生活環境を説明、採用後も支援を実施 
－ムスリム社員のための祈祷室の設置や、食事の支援を実施 

2. 受賞企業の日本における外国人材の定着・活躍に係る取組事例 
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事例Ⅱ：株式会社栄鋳造所 
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従業員数 29人 
事業内容 自動車ウレタンシート発泡金型、砂型試作鋳造物、Vプロセス造形、アルミニウム合金砂型鋳造 

リーマンショックの影響による国内受注減に伴う海外販路拡大のために、長期雇用が可能な「難民」に着目し、日本の
慣習の理解を促す研修をNPO法人と連携して提供、職人の勘に頼った作業の「見える化」により、定着に繋げている 

海外展開にあたって社員の意識改革 (自社内のグローバル化)が急務 
→ 技能実習生を雇うも長期間の雇用が難しいため、帰国の心配の少ない就労資格のある難民を採用 

・ 就労前の外国人材に日本で働くための慣習を理解してもらう 
　 －「始業に遅れない」等の注意点、5S (整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)、企業文化等の理解を促す

ため難民支援のNPO法人と協力して座学研修として実施 

2013年→2015年で国内外の売上比率が0%→70%に増大 

リーマンショックの影響による国内自動車産業への受注減に伴う海外顧客の獲得 

2. 受賞企業の日本における外国人材の定着・活躍に係る取組事例 

経営課題 

人材戦略 

取
組 

成果 

仕事面 

生活面 

・ 職人の勘に頼った作業(暗黙知)の「見える化」 
　 －今まで無かった作業手順やマニュアルを整備することで外国人材の作業理解や技術向上に繋がる 
 　－「見える化」する中でのコミュニケーションで日本人社員の意識改革 (相互理解のためSkype学習) 
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事例Ⅲ：株式会社シーサー 

13 

従業員数 94人 
事業内容 ダイビング・マリンスポーツサービスの提供 

インバウンド需要の取込のために、県内大学の留学課からの紹介や、社員の推薦などのルートにより外国人採用を行っ
ている。観光サービス支援のみの単純な作業からサービス企画やインストラクターとして職域を拡大し活躍している 

外国人観光客の潜在ニーズを把握しサービスに適用できる人材の獲得 
→ 県内大学の留学生課との連携、情報提供。入社後の社員の紹介で信頼の高い人材確保 

・ 文化間の摩擦やコミュニケーション齟齬を改善 
　 －地域の支援事業を活用して、専門コーディネータによるヒアリング、アドバイスにより、日本人社

員、外国人社員の間の相互理解を促し交流トラブルを減少 

対外国人観光客の売上が3年で15倍に 

海外顧客の獲得(インバウンド需要の取込み) 

2. 受賞企業の日本における外国人材の定着・活躍に係る取組事例 

経営課題 

人材戦略 

取
組 

成果 

・ 問い合わせ対応等の単純作業から企画、インストラクターへの職域拡大 
　 －外国人ゲスト向けのインバウンドサービスの企画 
 　－ダイビングインストラクター及び潜水士の資格支援によりインストラクターとしても活躍 

仕事面 

生活面 
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事例Ⅳ：株式会社ローソン 
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従業員数 ７,799人 
事業内容 コンビニエンスストア 「ローソン」 のフランチャイズチェーン展開 

新卒社員の3割を誇る外国人留学生に向けて「equal condition」を整え、「equal opportunity」であることを伝え
ることで、キャリア自律を促し、定着・活躍に繋げている 

2. 受賞企業の日本における外国人材の定着・活躍に係る取組事例 

経営課題 

人材戦略 

取
組 

成果 

仕事面 

生活面 

外国人社員にはこれまでにない考えや行動で社内風土の変革、革新的な事業や商品・サービスを期待 
→ 正社員として外国人留学生を中心に採用 (新卒採用の3割程) 

・ 「equal condition」を整える 
　 －留学生だからと言って特別な待遇は行わないが、日本特有の「おせち文化」等の日本の慣習、その他異

文化コミュニケーションに係る研修を実施し”ハンデ”を取り除く 

外国人材の活躍により新商品開発やプロセスの改善に繋げている 

「私たちは”みんなと暮らすマチ”を幸せにします」の企業理念の基、画一的な価値観からの脱却を図る 

・ 「equal opportunity」であることを伝える 
　 －将来のキャリアが見えずに辞めてしまう社員がいたことから「違いを価値に変えることを考える研修」

を実施し、将来のキャリアを考え、現在の各社員の業務がどのような意味を持つのかの理解を促す 
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外国人材の定着・活躍を各企業の中でどのように位置づけるかを明確にした上で、キャリア形成支援等の仕事面だ
けでなく、日本での暮らしに適応するための生活面の支援を行い、継続的に改善していくことが重要 

外国人材の定着・活躍に向けた取組の方向性 

15 

3. 日本における外国人材の定着・活躍に向けた取組の方向性に関する考察 

経営課題 

人材戦略（多様な人材の活用方策） 

活躍推進の取組　（Input） 

取組の結果　（Output） 

経営課題に対する成果　（Outcome） 

企業理念、ビジョン、経営戦略 

狭
義
の
ダ
イ
バー

シ
テ
ィ
経
営(

取
組) 

企業価値の向上 

外国人材に関する取組は各企業の経営課題や方針に
合致していることが重要 

ポイント① 

仕事面だけでなく生活面の支援も重要 
ü 　特別な制度を用意より現行制度と運用で対応 
ü 　大学や社外の支援団体との連携も有効 

ポイント② 

企業ごと、採用する外国人材によって異なることを
留意し継続した取組 (PDCA)が重要 

ポイント③ 
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