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本レポートはインテリジェンス中国が四半期に1度発刊している機関誌です。

在中国日系企業の人事情報や、注目すべき労務ニュース、経済指標の推移などをまとめています。

四半期ごとの求人動向は、弊社が年間一万件以上頂く人材紹介依頼の求人案件を統計しております。

特別インタビューでは、中国で活躍されている日系企業に取材をし、人事組織の成長･改革に向けて

取り組まれている事例をご紹介いたします。

弊社は総合人材サービス会社として、「人と組織の成長を創造する」をビジョンに掲げております。

本レポートがお客様の人と組織の成長に少しでもお役に立てますと幸いです。
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製造業の求人総数が全体的に多く、その中でも自動車、半導体、自動化関連の求人需要増加が大きく影響

している。また、製造企業の事業拡大に伴い、貿易・輸出入、物流業界の求人需要も増加した。

2017年中国GDPの安定的な成長により個人消費が増え、小売・流通業界の求人も上昇傾向にある。

新工場や商業施設の建設加速も、不動産・建築業界の求人需要増加につながっている。

金融業界は第3四半期まで減少傾向にあったが、第4四半期は昨年同水準に回復した。
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2017年 日系企業求人需要変化
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市場状況

　国内自動車市場の成熟化や、エコロジー・安全性・快適性への消費者ニーズの転換に伴い、部品メーカ

ーは技術力、生産管理能力、完成車メーカー以上の未来志向、製品統廃合などにおいて、新たな重要課題

を抱えている。

求人需要の現状

　技術、設計、営業など従来の職位以外に、営業技術、技術マーケティング、サプライチェーン企画、工程

改善などの求人需要も増加している。これらの求人案件では人材の総合能力がポイントとなり、理工系専

攻の出身や語学能力に加え、性格・コミュニケーション力・協調性など見えざる基準が重要視されている。

　人材採用に関するトレンドとして、多くの企業において以下の傾向がある。

1、個人的な能力、専門知識・スキルの他に、チームワーク意識を強く要求する。

2、海外事業の展開に伴い、日本語以外の語学能力が求められる。また、欧米系企業での勤務経験や欧米

系顧客への対応経験を持つ人材への需要が高まっている。

3、研究開発系企業は、日本留学や海外留学をした理工系出身の人材に対する採用意欲が高い。

4、営業職において、新規開拓能力や中国系顧客への対応能力などの重要性が増した。

4自動車関連業界の求人動向
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市場状況

　半導体生産・販売の数量は増加傾向にあり、それに伴い関連材料や装置の市場規模も拡大している。

半導体製造装置材料協会 SEMI が発表したデータによると、日系企業は世界半導体材料市場シェアの

52%を占め、また世界新規購入半導体製造設備の市場において日系企業のシェアは30%を超えた。

求人需要の現状

　「中国製造2025」の国家方針に応え、2016年下半期より京東方、紫光集団、華虹、中芯国際、インテル、海

力士など企業は続 と々中国国内で工場を立ち上げ、生産ラインを増加させた。それに伴い、材料・装置など

の分野で強い技術力を持つ日系企業は、関連する求人需要が非常に高まっている。新規生産ラインのプロ

ジェクト増加の影響は、求人数の増加のみならず、人材募集の地域も長三角地域（上海・浙江・江蘇）から内

陸部に至るまで中国全土に広がった。

　日系企業の求人傾向としては、2016年後半から日本語可能な技術・営業人材に対する需要が増え続けて

いる。各企業の生産ライン稼動開始に伴い、2018年以降も引き続き求人需要の更なる増加が見込まれる。

5半導体電子業界の求人動向
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市場状況

　同じ商社内でも部門間に発展の差が生まれている。例えば、ある商社の鉄鋼部は自動車業界の鉄

鋼需要増により会社全体収益の50%以上を稼ぎ、ある商社では化学品部、電子部、金属部、食料部が

収益源であったりと、事業部間で収益力の差が生まれている。

求人需要の現状

　国の政策的支援により、全体的には自動車、電子半導体業界が急成長しており、関連する商社や営

業職の求人が増えている。また「一帯一路」の構築に関連する関連設備・材料に対する需要も増加傾

向にあり、日本製の高精密旋盤、半導体製造設備、機能材料、建設機械などの需要拡大は営業職の

求人数増加につながっている。化学業界においては、現地中国系メーカーの技術力向上および生産

能力向上によって日系企業の優位性が薄れつつあり、関連する営業販売系の求人需要の増加速度

も鈍っている。

6商社・貿易業界の求人動向
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中西部

華南

華東

華北

2017年、華東地域が求人需要増加への寄与率が最も高い。第3四半期まで連続して安定

増加をし、第4四半期もその勢いは続いている。

華南地域の求人総数も比較的多く、通年の求人需要は昨対比で微増となった。

中西部地域の求人総数は依然として多くないが、上半期の求人需要は安定して増加し、

第4四半期に入り更に求人需要が増加した。

中国主要地域別求人需要変化

7中国主要地域別求人需要変化
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凡例：

日系企業求人総数 丸の大きさは2017年の求人総数を表す

前年同期比 急激に増加 安定増加 大幅に減少やや減少横ばい
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メガネチェーン店「JINS」（ジンズ）を運営する睛姿商貿（上海）有限公司。
中国では2010年の出店を皮切りに、現在では124店舗を有している。
上海での本格的な店舗拡大開始時に赴任された宇部総経理と、進出時から赴任されている西村総務部長のお
二人に、事業発展の沿革とこれからの展望、人事・組織面における取り組みについて伺った。

2012年に上海での店舗展開から本格的に事業をスタートしました。私
自身も2012年に上海に赴任し、当初は中期的に100店舗やることをミッ
ションとしていました。赴任時は4店舗でしたが現在では124店舗まで拡
大しております。

発展の沿革について教えてください

睛姿商貿（上海）有限公司
董事総経理　中国代表

宇部真記

中国に寄り添った事業展開で「JINS」
を世界で通用するブランドへ

特別インタビュー
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　人の採用がますます難しくなっていると感じてます。私は2010年の
立ち上げメンバーとして瀋陽に赴任をしました。当初の採用活動は今
ほど苦労しませんでした。採用の方法や提示する待遇なども人材マー
ケットにマッチしていたと思います。それが今では自社採用の量が増
えている、提示する待遇がマーケットに合わなくなっている、競合の採
用活動が活発になっていることが起因して、採用活動がますます困難
になっています。特に競合他社との競争はますます激化しています。競
合となる企業は「JINS」の待遇をベンチマークしており、候補者に対し
て「JINS」よりも良いオファーを出すことで自社の採用を進めています。

人材採用の現状について教えて頂けますか？

「JINS」らしさにこだわった人材
採用と育成

　中国に寄り添って事業を展開していることだと思います。日本で売れた商品が必ずしも中国の消費者にとってバリューがあ
る訳ではありません。中国で求められている商品は何なのかを本気で考える必要があります。例えばメガネは、中国と日本で
かける人が違えばサイズも違えばデザイントレンドも全然違います。弊社は当初から懸命に中国向けの商品を企画してきまし
た。現在では販売している商品の3割は中国独自の商品です。日系企業はこういった点を見逃していることが多いように感じま
す。進出している日系店舗を見ても、中国向けの商品を企画・販売している店舗は意外に少ないです。ある知り合いの総経理
も「中国に寄り添えないのであれば中国でビジネスをする意味がない。」と言っていました。こういったことを出来る会社が中
国で事業を成長させているのだと思います。

順調に事業拡大されているようですがその要因は何でしょうか？②

　実はあまり変わらないと思ってます。中国だからこれができないあれができないという話を良く聞きますが、それが中国で
の事業推進を阻む上での決定的な問題になるとも思いませんし、また言ったところで何か意味があるとも思えません。逆に中
国の良いところもたくさんあります。例えば社員研修についてです。弊社の日本の若い社員は研修について“会社から与えられ
て当たり前”“社員が得るべき当然の権利”という状態になっております。一方弊社中国の若い社員は、研修は“会社が自分のた
めに与えてくれた機会”と捉えており、研修に対する感謝の気持ちが非常に強いです。こういった良い面を積極的にとらえるこ
とも大事だと思います。また、中国だからこれができないとは言わないようにしていますし、感じないようにもしています。

事業を推進する上で日本と中国との違いについて教えてください③

　昨年の段階で元々赴任時のミッションであった100店舗は達成しているのですが、これから200店舗に向かって行くにあた
り直面する組織の問題を考えると、もう少し残った方が良いと考え現在に至ります。具体的には、例えば100店舗までは「JINS」
のことが好きだという人だけ集めるだけで良かったのですが、これ以上店舗が増えると色々な価値観の人が集まってくる（必
ずしも「JINS」のことが好きだという人だけではない）。そうなると組織を一つの方向にまとめることが難しくなるということです
。この問題を解決することもこれからの重要なミッションだと考えています。ですので個人的にも最低200店舗まではやるべき
だと思ってます。そして中国の事業としては、まずは日本の売上を抜くということを目標にして邁進していきます。

今後の目標についてお聞かせください④

睛姿商貿（上海）有限公司
人事総務部長

西村圭司
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　例えば新卒採用の場面では、説明会などで競合他社とバッティングするケースがしばしばあります。そのような場合、日系
企業であることや将来性がある（店舗展開を進めている）、人材育成に力を入れている（新卒でも半年で店長になれる可能性
がある）、といった説明を私自身が自ら学校に赴いて行っています。このような活動を通じて、会社が採用に力を入れていると
いうことのアピールや他社との違いを学生の方に感じてもらうようにしています。

採用活動において自社と競合他社をどのように差別化しているのでしょうか？②

　「JINS」らしいスタッフ·店長を育てることです。会社としてもこの教育には非常に力を注いでいます。現在、北京·上海·成都に
自社の研修室を設けており、スタッフのレベル毎に研修や昇格試験を行っております。最初の段階ではメガネのことだけでは
なく会社「JINS」の理念をメインに教育を行っております。店長になるまでに合計で6つの教育ステップを通過する必要があり
、このステップを通過せずに店長になることはありません。また弊社では中途採用で直接店長を採用することもありません。店
舗の数だけを増やそうと店長を直接採用するということも一つの方法かもしれませんが、「JINS」という空間で「JINS」らしい
サービスを提供するためには今はとくに組織の地盤固め、人材育成が大事だと考えています。

　現地のマーケットを良く理解し、社員一丸となって事業運営している会社だと感じました。充実した社員教育制度や働きやすいオフィス環

境の提供など「JINS」らしさを出すための取り組みも数多く実施されております。競争が激化するこの業界で他社には真似できない「JINS」独

自の企業文化で差別化を図っていく考え方にも非常に感銘を受けました。

人材育成においてはどのような点に力を入れているのでしょうか？③

　一つ一つコツコツ積み上げてきたお客様を大事にする姿勢や、そのために周りのスタッフと協力することです。デザインや
表面的な接客のスキルは容易に真似されますが、お客様に対して気持ちよく買い物をして頂くための接客意識や空間作りと
いった「JINS」らしさは簡単に真似されるものではないと思っています。空間については、自社のオフィスの内装デザインは総
経理宇部が直接やっていることからも「JINS」の空間に対するこだわりが伺えますし、周りのスタッフとの協力ということで申
しますと社内行事などを積極的に開催しチームワーク醸成を計っています。（昨年参加した日系企業連合運動会では「JINS」
のチームワークはずば抜けていると主催者から褒めて頂きました。）
　これからも「JINS」らしさにこだわって採用・育成を進めて参りたいと思います。

「JINS」らしさとはどのようなものなのでしょうか？④

～～取材を終えて～～
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　今回からこのコラムを担当させていただきます須藤と申

します、どうぞよろしくお願い致します。これからこのコラム

では、こうすれば当地での会社運営が今よりやり易くなる、

こうすれば総経理や人事部門のお仕事がもっと楽になる、

ということを HR の観点で可能な限り事例を踏まえてお話

していきたいと思います。

　初回のテーマは「人事部門を強く」です。弊社は人事労

務関連のコンサルティング会社として現在中国（香港含

む）において７００社以上の会員企業様とお付き合いを

しています。会員になられたばかりのお客様には初めの段

階で大抵会社の組織図を見せていただき、更に人事関連

部門の指揮命令系統、役職者や人数をお伺いしています。

その結果から分かることは、社員数が５０名以下の組織、

或いは会社設立まもない組織の場合、約８割の会社で人

事専任の役職者がおらず、多くの場合財務と兼任で管理部

という名称により組織を運営されています。その結果、駐在

員である日本人総経理が管理部門を管掌、或いは別の駐

在員が管理部門長となるケースが多く見られます。

　中国で財務を担当するには公的な資格が必要なことは

広く知られていますが、その資格所有者はそもそも将来人

事をも担当することを考えてキャリアアプランを練ってい

る人はさほど多くありません。つまり財務の専門家として自

身を高めようとしているのが自然であって、仮に入社した

会社で人事を兼任するよう言われた場合、それはあくまで

専門外の仕事をお手伝いしているという姿勢になりがちで

す。事実弊社で定期的に実施している公開セミナーのうち

人事労務基礎コースには、財務出身で人事を兼任すること

になった方が多く参加されています。

　このことから、社員数の多くない或いは創業間もない企

業の場合、専門家でない社員に人事の業務を任せている

のが実態で、加えて人事管理未経験の駐在員がそれを管

理するという状態も珍しくありません。　

　ご承知のように中国は日本に比べ労働者が法律（労働

法、労働契約法等）で手厚く守られている国であり、パフォ

ーマンスや態度が悪いことが理由で随時社員を解雇する

ことがとても難しい国です。それに加えて地方の法的な通

達もあり、それらはしばしば変更・更新されます。もともと

人事の専門家が社内にいない或いは少ない状態で、適切

に組織を構築し、有効な人事労務関連情報をタイムリーに

入手・解釈して人事関連制度・規則に反映させ、ターゲッ

トを絞って社員の能力開発を行い、効果的に社員の士気

を向上させることはかなり難易度の高いことだと思われま

す。

　自社の人事部門に満足されていない方がいらっしゃると

すれば、まずは人事部門の強化から始めませんか。それが

既存社員の育成であれ新規採用であれ、一時的には負担

を感じるでしょうが、最終的には総経理の支えとなり、それ

によって今まで以上に本業に注力できるようになってくる

ことと思います。「人事部門を強く」、これが多くの日系企業

におけるHR上の共通する課題です。

コンサルティング

経験豊富なコンサルタントが適確な解決策を提示。
時間・回数ともに制限無しの安心サポート。
他社事例や法律&人事の観点からアドバイス。

セミナー・講座

人事労務や人材育成など、毎月様々なテーマの
セミナーを無料・会員価格にてご招待。

情報配信

最新の人事労務関連ニュースや法律、
賃金・福利厚生情報の定期配信。
中国8000社、40万人のデータベースを有す。

規程・制度、書類作成

労働契約書・就業規則・人事制度などの
チェック・作成・改訂、説明会の実施。

総合人材サービス会社ならではのサポート。

インテリジェンスアンカー:

中国・香港で24年の経験と実績。現会員企業数700社以上。

人事労務コラム
人事部門を強く

インテリジェンスアンカー（上海）副総経理

須藤洋介
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　2017年12月7日、国家専門家局は《更新に関する通知》を公布しました。2018年2月28日より、外国人就業許可の

更新に関わる申請は許可期限満了の30日までに提出するものとしており、この提出期限を超過した場合、当該申請は

受理されず、その場合、改めて就業許可を申請しなければならないことを明確にしました。

国家外国専門家局、外国人就業許可更新に関する通知を公布

①

②

　このほど、上海市人力資源社会保障局就業促進センターは、上海市教育委員会学生事務センターと共同にて「上

海市2017年大学新卒者の就職状況報告」を公布、上海市における2017年度大学新卒者9.0万名（大学院への進学

者、海外への留学者及び外省市にて就職した者を除く）の就職状況に関する分析結果を公表しました。給与面におい

ては、2017年度上海市大学新卒者の平均初任給は5,386元となり、2016年度同期平均初任給4990元より、7.9%増

加しました。近年の推移から見て、上海市大学新卒者の平均初任給は全体的に上昇傾向にあり、今後も引き続き漸増

していくものと見られます。学歴ごとに見た場合、専門学校卒業生の平均月収は4,068元、大学本科卒業生の平均月

収は4,793元、大学院修士課程以上の卒業生の平均月収は8,001元でした。

上海市、2017年度大学新卒者の就職状況報告を公布



13第4四半期 中国人事労務関連ニュース一覧

　2017年11月8日、人力資源社会保障部と最高人民法院は《労働人事争議仲裁と訴訟の連携体制構築に関する意

見》を公布しました。主な内容は以下の通りです。

1、徐々に仲裁と司法審判の受理範囲を統一する。各地の労働人事争議仲裁委員会（以下「仲裁委員会」と略称）と人

民法院は《中華人民共和国労働争議調停注裁法》等の法律規定に基づき、徐々に社会保険争議や人事争議等受理

範囲を統一すること。

2、徐々に仲裁と司法審判の法律適用基準を統一する。各地の仲裁委員会と人民法院は厳格に法律規定により労働

人事争議を処理すること。法律規定の不明確等により仲裁と司法審判の法律適用基準の不一致が発生した場合、人

力資源社会保障部及び最高人民法院は《中華人民共和国立法法》の関連規定に基づき、司法解釈又は指導意見等

を制定することを通して法律の適用基準を統一する。各省・自治区・直轄市の人力資源社会保障部門と高級人民法

院は仲裁と司法審判の実際の状況を元に、法律の適用課題を調査し、適宜に意見を申し出るべきである。

人力資源社会保障部、最高人民法院、《労働人事争議仲裁と訴訟の連携体制構築
に関する意見》を公布

一、仲裁と司法審判の受理範囲及び法律適用基準の統一

　受理のプロセスを規範する。仲裁プロセスを経ず直接人民法院に起訴した労働人争議案件について、人民法院は

受理しないと決定するべきである。既に受理した案件について、起訴を却下すると同時に、当事者に管轄権のある仲

裁委員会に仲裁を申請するのを通知すること。当事者は仲裁委員会が期限を超えて裁決していないことを理由に人

民法院に起訴し、且つ人民法院は立案して受理した場合、人民法院は適時に当該案件の受理状況を仲裁委員会に

通知するべきである。仲裁委員会は適宜に当該案件の審理を終了するべきである。

二、仲裁と司法審判の連携プロセスを規範する

③

第4四半期 
中国人事労務関連ニュース一覧
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第4四半期、国民経済は安定成長を保持している。（GDP成長率は6.8%）

2017年中国GDPは前年同期比6.9%増となり、7年ぶりに前年の成長率を超えて予想を上回る上昇とな

った。同時に中国経済の質も向上し、2017年1-11月 全国規模以上の工業増加値は前年同期比6.6%増

（伸び率は前年から0.6ポイント上昇）となった。

2017年通年の消費者物価指数（CPI）は前年比1.6%上昇した。物価水準全体がより安定的で、価格消

費曲線の傾きも緩やかな傾向にある。

世界的な貿易回復などの影響から、2017年の中国貿易状況も大きく改善された。輸出入総額は27.79

万億元、輸出金額は15.33万億元、輸入金額は12.46万億元となり、それぞれ過去最高値を更新した。

2017年の人民元為替レート指数は安定を維持した。国を跨いだ資金流動の状況も著しく好転し、外国

為替市場の需給バランスを保っている。



データの出処：国家統計局、税関総署、oanda
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　Intelligence China は 1996 年の設立以来、 総合人材サービス企業として“人と組織の成長を創造する”ことをモットーに、こ

れまで 22 年間で 8,000 社以上のお客様に対して人材採用・人事コンサルティングのサービスを提供して参りました。 現在は

上海・北京・蘇州・広州・深圳の5拠点で事業展開をしています。

　また、中国の人事労務を熟知したプロによる人事労務コンサルティングサービスでは、中国全土で700 社以上の会員数を有

し、日々発生する様々な労務問題、人事労務管理体制、評価制度や賃金制度などの人事制度構築をサポートしています。

　Intelligence China の日本本社は2017 年 7月より商号を「PERSOL（パーソル）」に変更いたしました。それに伴い、株式

会社インテリジェンスはパーソルキャリア株式会社、テンプスタッフ株式会社はパーソルテンプスタッフ株式会社に社名を変

更しております。PERSOL（パーソル）グループは、人材派遣、人材紹介、求人広告をはじめとし、ITアウトソーシング、設計開発

にいたるまで、国内外 90社を超える幅広い企業群で構成されています。

　海外事業においては13国･地域に拠点を構え、アジア最大級の総合人材サービス企業として日々お客様への提供価値の

向上に努めております。

上海

上海市淮海中路999号環貿二期12階

TEL: (021) 2352 6000   (021) 2419 1000

北京市建国門外大街2号銀泰中心C座30階

北京

TEL: (010) 6588 5258   (010) 8517 2300

蘇州

江蘇省蘇州市工業園区蘇州大道西9号
兆潤財富中心西塔20階

TEL: (0512) 6958 0058

広東省深セン市和平路3001号鴻隆世紀広場B座10階

深セン

TEL: (0755) 2221 8481   (0755) 2399 6500

広州

広東省広州市天河路230号万菱国際中心40階

TEL: (020) 8364 4280   (020) 3835 0377

弊社グループ紹介

Intelligence China（英創）

PERSOLグループ
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www.yingchuang.com

http://anchor.yingchuang.com

www.persol-group.co.jp

人材紹介：

コンサルティング：

日本本社：

メールアドレス： info@yingchuang.com

Wechat

英創人材


