
平成 29年 9月 27日 

外国人技能実習機構 

 

外国人技能実習制度における介護職種の追加に関する 

説明会の開催について 

 

外国人技能実習制度の対象職種に介護職種が追加されることに伴い、別添の

とおり外国人技能実習制度における介護職種の追加に関する説明会を開催いた

します。 

参加を希望される関係者の方々におかれましては、別紙「外国人技能実習制度

における介護職種の追加に関する説明会参加申込書」に必要事項を記入の上、お

申し込みください。 

 

１ 対象者 

  介護職種に関して技能実習生受入れを検討している関係者（監理団体及び

実習実施者（いずれも予定者）に限ります。） 

 

２ 申込み方法 

・ 別紙「説明会参加申込書」により、申込み締切日の 17時までに、FAXで

参加希望地（説明会場）がある地方事務所・支所へお申し込みください。 

・ 各会場の定員を超えるお申込みがあった場合には、企業単独型実習実施者 

  及び監理団体（予定者）を優先させていただくとともに、１団体又は１企 

  業からの参加人数を制限させていただくなど、御希望に添えない場合が

ございますので、あらかじめ御了承願います。 

なお、東京会場を御希望の方におかれましては、参加可能な午前又は午

後の部を変更させていただく場合がございます。 

・ 参加していただく方には、参加申込み締切日後、当機構から受付番号を記

載した「説明会参加申込書」を FAXで返信致します。 

説明会当日は、必ず受付番号が記載された「説明会参加申込書」を御持

参いただき、受付にて御提示ください。 
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 なお、参加いただけないことになった方にも、その旨御連絡いたします。 

※ また、外国人技能実習制度における介護職種の追加に関し、厚生労働

省により公表された告示を御覧になった上で、御質問がございましたら、

「説明会参加申込書」に御記入ください。頂いた御質問は、厚生労働省

社会・援護局において、説明会の参考とさせていただきます。なお、個

別の回答はいたしませんので御了承下さい。 

 

３ 開催日程等 

  別添のとおり 

 

４ 当日御持参いただく資料 

① 外国人技能実習制度における介護職種の追加に関する説明会参加申込書   

   （受付番号が記入されているもの） 

② 介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護

に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑み

て事業所管大臣が定める基準等（告示） 

③ 「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保

護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑

みて事業所管大臣が定める基準等」について（通知・ガイドライン） 

④ 特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 

～介護職種の基準について～ 

 ⑤ 説明資料『技能実習「介護」における固有要件について』 

※②から⑤は、説明会開催日までに、機構ホームページにて順次掲載してま

いります。 

 

 



                                             別添 

３．開催日程等 

 

申込先 開催日 時間 会場 申込み締切日 

札幌事務所 

FAX：011-596-6473 

10 月 17 日(火) 受付 13:30-14:00 

説明 14:00-16:00 

北農健保会館 大会議室 

(札幌市中央区北 4 条西 7 丁目 1-4) 

10 月 10 日（火） 

 

仙台事務所  

FAX：022-399-6398 

10 月 11 日(水) 受付 13:30-14:00 

説明 14:00-16:00 

仙台市戦災復興記念館 5 階会議室 

(宮城県仙台市青葉区大町 2-12-1) 

10 月 4 日（水） 

東京事務所 

FAX：03-6433-9385 

 

 

10 月 13 日(金) 

※午前・午後とも

説明内容は同じで

す 

＜午前の部＞ 

受付  9:30-10:00 

説明 10:00-12:00 

＜午後の部＞ 

受付 13:30-14:00 

説明 14:00-16:00 

スタンダード会議室 

五反田ソニー通り店 

2 階大ホール 

(東京都品川区東五反田 2-3-5  

五反田中央ビル 2F) 

10 月６日（金） 

水戸支所 

FAX：029-350-8854 

10 月 13 日(金) 受付 13:30-14:00 

説明 14:00-16:00 

茨城県庁 

11 階共用会議室 1106 

(茨城県水戸市笠原町 978-6) 

10 月 10 日（火） 

長野支所 

FAX：026-217-3567 

10 月 10 日(火) 受付 13:30-14:00 

説明 14:00-16:00 

ホクト文化ホール 第 2 会議室 

(長野県長野市若里 1-1-3) 

10 月４日（水） 

名古屋事務所 

FAX：052-684-8436 

10 月 18 日(水) 受付 13:30-14:00 

説明 14:00-16:00 

栄ガスホール 

（愛知県名古屋市中区栄 3-15-33 栄ガス

ビル５階） 

10 月 6 日（金） 



 

 

 

申込先 開催日 時間 会場 申込み締切日 

富山支所  

FAX：076-471-8566 

10 月 10 日(火) 受付 13:30-14:00 

説明 14:00-16:00 

富山県農協会館 801 会議室 

(富山県富山市新総曲輪 2-21) 

10 月４日（水） 

大阪事務所 

FAX：06-6210-3015 

10 月 17 日(火) 受付 13:30-14:00 

説明 14:00-16:00 

エル・おおさか（大阪府立労働センター） 

大会議室 

(大阪市中央区北浜東 3-14) 

10 月 10 日（火） 

広島事務所 

FAX：082-207-3125 

10 月 12 日(木) 受付 13:30-14:00 

説明 14:00-16:00 

広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ） 

大会議室 

(広島県広島市中区基町 4-1) 

10 月５日（木） 

高松事務所 

FAX：087-802-5852 

10 月 20 日(金) 受付 13:30-14:00 

説明 14:00-16:00 

高松センタービル 12 階 大ホール 

(香川県高松市寿町 2-4-20) 

10 月 11 日（水） 

松山支所 

FAX：089-909-4130 

10 月 11 日(水) 受付 13:30-14:00 

説明 14:00-16:00 

松山市男女共同参画推進センター 

会議室 5（コムズ「COMS」内） 

(愛媛県松山市三番町 6-4-20) 

10 月 4 日（水） 

福岡事務所 

FAX：092-710-4065 

10 月 16 日(月) 受付 13:30-14:00 

説明 14:00-16:00 

都久志会館 4Ｆ 401～404 会議室 

(福岡県福岡市中央区天神 4-8-10) 

10 月 6 日（金） 

熊本支所 

FAX：096-223-5308 

10 月 16 日(月) 受付 13:30-14:00 

説明 14:00-16:00 

グランメッセ熊本 2 階中会議室 

(熊本県上益城郡益城町福富 1010) 

10 月 6 日（金） 



別紙 

外国人技能実習機構          地方事務所・支所 あて 

外国人技能実習制度における介護職種の追加に関する説明会参加申込書 

 

 

 

 

 

ふりがな  

企業・団体名 

☑をお願いします： 

□企業単独型実習実施者（予定） □監理団体（予定） □団体監理型実習実施者（予定） 

電話番号 

FAX 番号 

担当者名 

当日の参加御希望人数     名（最大２名まで） 
（会場の都合により１団体又は１企業あたりの参加人数を制限させていただくことがあります。） 

外国人技能実習制度における介護職種の追加に関し、厚生労働省により公表された告示を御覧にな

った上で、質問がございましたら下記に御記入ください。頂いた御質問は、厚生労働省社会・援護

局において、説明会の参考とさせていただきます。なお、個別の回答はいたしませんので御了承下

さい。 

 

 

 

 

       ※ 締切日後、下記の枠内に受付番号を記載し送信致します。        

 

 

※ 当日は、必ず受付番号が記入された本紙、告示、通知・ガイドライン、

要領及び説明資料を持参願います。 

受付番号        ―                名 

 

 

下記会場での説明会への参加を希望します。 

札幌 ・ 仙台 ・ 東京（午前）・ 東京（午後）・ 水戸 ・ 長野 ・ 

名古屋・ 富山 ・ 大阪 ・ 広島 ・ 高松 ・ 松山 ・ 福岡 ・ 熊本 

（いずれか１つを○で囲み、それぞれの地方事務所・支所へ申し込んでください。） 


