
News Release 
福岡特区プロジェクト T234 

国際的な都市間競争がますます激化していく中，都市としての国際競争力において優位性を

発揮していくためには｢グローバル人材が集い・活躍するまち｣の実現をめざしていく必要があ

ります。 

現在，福岡市内の大学・大学院には多くの優秀な留学生が学んでいますが，卒業後に福岡で

の就職を希望してもそれが叶わず，他都市への流出や帰国を余儀なくされている状況がありま

す。そこで福岡市では，平成 28 年度から「既卒留学生を対象とした有償の長期就業体験（イ

ンターンシップ）事業」を開始し，グローバル人材の卵である優秀な留学生の福岡への定着を

促進する取組みを行っています。

この度，平成29年10月から参加を希望する既卒留学生の募集を開始します。つきましては，

参加者募集の広報について，ご協力をよろしくお願いいたします。 

1 申込資格（対象者）

①平成 29 年 3 月に福岡市内に本学（学校事務局・事務部）が所在する大学・大学院を卒

業し，在留資格を「特定活動」に変更して就職活動を継続している既卒留学生で，平成

29 年 10 月以降も「特定活動」の在留期間更新を予定している者

②平成 29 年 9 月に福岡市内に本学（学校事務局・事務部）が所在する大学・大学院を卒

業予定の留学生で，卒業後，平成 29 年 10 月以降も在留資格を「特定活動」に変更して

就職活動の継続を予定している者

2 対象となる長期就業体験（インターンシップ）事業の実施期間 

平成 29 年 10 月～平成 30 年 3 月（1 回につき約 4 週間で 3 回の就業体験を実施予定） 

3 申込受付期間 

平成 29 年 8 月 9 日（水）～平成 29 年 9 月 15 日（金）

4 募集人数 

15 名

5 申込方法 

専用の HP（ http://kisotsu-fukuoka.com/ ）から申込み 

【問い合わせ先】 

総務企画局国際部国際政策課 担当：竹森，山口 

電話：711-4022（内線 1324）Fax：733-5597

平成 29 年８月 9 日

総務企画局 

福岡市内の大学・大学院を卒業した既卒留学生対象！ 
有償の長期就業体験（インターンシップ）事業への参加者を募集します 

市政担当記者 各位 

既卒留学生を対象とした有償の長期就業体験（インターンシップ）事業 

・地元企業への就職を希望する既卒留学生と，受入れできる地元企業をマッチング

・既卒留学生は，就労時間に応じた給与を得て，地元企業における業務を体験

・就業体験は，採用試験を兼ねており，就業体験後，両者の合意により就職が可能

※在留資格の規制緩和を活用し，留学生が就職活動を継続する目的で卒業後 2 年目も

在留を希望する場合は，卒業後１年目に当該長期就業体験（インターンシップ）事
業に参加しておくことが必要となります。

http://kisotsu-fukuoka.com/


福岡で就職するチャンス！

福岡市主催
平成29年度地元企業への
既卒留学生就職支援事業

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通 4-10-10 紙与天神ビル 6F

FAX：092-725-9551☎092-736-0551

お問い合わせは下記まで

「地元企業への既卒留学生就職支援事業」は、株式会社ナジック・アイ・サポートが福岡市からの委託を受け、運営しています。

E-mail info-fko@nasic-is.co.jp　WEB http://www.kisotsu-fukuoka.com/

【労働者派遣事業許可番号 派 27-060097　有料職業紹介事業許可番号 27- ユ -301204】
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対象となる方

WEBで受付
8/9▶9/15

【実施期間】1回につき約 4週間
【給　　与】時給 1,000 円
【場　　所】福岡市内（受入先企業による）個別面談 職場見学/事前研修

事前ガイダンス 8/23、9/6 選考（書類・面接）
9/22

就業体験

①2017 年 3月に福岡市内の大学・大学院を卒業し，在留資格を「特定活動」に変
更して就職活動を継続している外国人既卒留学生

②2017 年 9月に福岡市内の大学・大学院を卒業予定で、2017 年 10月以降も在
留資格を「特定活動」に変更して就職活動を継続する外国人留学生

﹇
Q
R
﹈

外国人既卒留学生のための
就職直結型インターンシップ

採用試験
をかねた

インターンシップ

給与あり
¥1,000/h 研修の実施 相談員が

サポート
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参加の流れ

http://www.kisotsu-fukuoka.com/
※「在留カード」をお持ちください。
※他の日程を希望する方はお気軽にお電話ください。 【定 員】15名



Get a Job in Fukuoka!

Recruiting support activities for 
local companies to introduce 
graduated foreign students in 
2017 sponsored by Fukuoka city

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通 4-10-10 紙与天神ビル 6F

FAX：092-725-9551☎092-736-0551

If you have any questions, please feel free to ask us

“Recruiting support activities for local companies to introduce graduated foreign students” is managed by Nasic I Support, Inc. sponsored by Fukuoka city.

E-mail info-fko@nasic-is.co.jp　WEB http://www.kisotsu-fukuoka.com/

【労働者派遣事業許可番号 派 27-060097　有料職業紹介事業許可番号 27- ユ -301204】
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Qualifies

Entry via 
a Web site
8/9▶9/15

【Internship period】About 4 weeks
【Pays】1,000 yen per hour.
※Salaries close at the end of the month, and are paid 
　on the 15th of the following month.
【Place】According to the company. (in Fukuoka city)

Individual 
interview

Workplace visit / 
Advance training

Advance guidance 8/23、9/6 Selection 
(document and interview)
9/22

Internship

1.   The students who completed a bachelor, master, or doctor’s course in Mar, 2017 at the 
university whose headquarter is located in Fukuoka city, and changed status of residence to 
“Designated Activities” for further job hunting after Apr, 2017.
2.   The students who will complete a bachelor, master, or doctor’s course in Sept, 2017 at the 
university whose headquarter is located in Fukuoka city, and will change status of residence to 
“Designated Activities” for further job hunting after Oct,2017.

﹇
Q
R
﹈

Paid internship connected to 
employment for just graduated 
international students

Internship with 
an employment 
examination

Payment of 
remuneration

Training 
implementation

Support by 
expert staffs
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The flow of 
recruiting

http://www.kisotsu-fukuoka.com/
※Please bring the Residence Card.
※If all of the dates are not convenient for you, 
　please feel free to call us.

【Applicants quota】
15 persons.


