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入管法、技能実習法が昨年11月施行 
介護現場にも外国人職員が参入

　一般企業、飲食店、コンビニエンスストア等、
同僚に外国人がいない職場はもはやなくなりつつ
ある。急速にグローバル化が進む現代社会におい
ては、介護現場とて例外ではない。
　このような状況のなか、平成29年11月1日、
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法
律」、「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」がついに施行された。
これにより、日本の介護現場における外国人の就
労ルートとしては、EPA、技能実習生、在留資
格「介護」（介護留学生）の3つが存在すること
になった（p.15図表4）。
　「日本の介護は日本人の手で」という考え方は
原則としてあるが、介護人材不足が解消されぬま
ま2025年問題へのカウントダウンが始まったい
まとなっては、それも理想論にすぎなくなってい
る。日本と比較すれば国民の平均年齢がまだまだ
若いアジア周辺国からの人材に頼ることも、現実
的な問題解決手段の1つとして、真剣に検討する
段階に入ったということである。事態は深刻だ。
あらゆる手段を尽くし、いますぐに取り組んでい
かなければならない。
　全老健としては、前述の3ルートのうち留学生
として来日して在留資格「介護」を取得するルー
トを推奨し、支援していく立場を明確にしている。

概論

介護現場でもグローバル化の動き加速!? 
全老健の受け入れ体制整備急がれる

とりわけ、アジアのなかでも日本との親和性が高
く、すでにEPAでの受け入れ実績もあるベトナ
ムからの留学生を率先して受け入れる方針だ。
　その背景として、全老健の外国人介護福祉士育
成プロジェクトワーキングチームの光山誠座長が、
自身の医療法人で、EPAによる外国人介護福祉
士候補生受け入れと並行して約10年前よりベト
ナムの教育機関と信頼関係を構築してきたことも
ある。
　昨年4月には、東憲太郎会長をはじめとする全
老健執行部がハノイへ赴き、協力関係締結を約束
した。なお、当時の様子を伝えるレポートは、本
誌平成29年6月号に掲載している。
　地域によってはすでに留学生受け入れに動いて
いるところがあり、例えば佐賀県では大学と佐賀
県介護老人保健施設協会が連携し、この4月に
ミャンマー人留学生11名を迎えた。
　本特集は、今後、続々と介護現場に参入してく
ることが予測される外国人介護職員を迎えるにあ
たって、全老健としての見解の再確認と、留学生
受け入れのためのガイドライン作成、先行モデル
事業実施等準備の進捗状況をお知らせするもので
ある。
　併せて後半では、現時点で多くの介護現場が慎
重に様子見をしていると思われる介護技能実習生
受け入れの体制整備の状況についても、公益社団
法人日本介護福祉士会の石本淳也会長へのインタ
ビューを通してお伝えする。

留学から在留資格「介護」 
長期就労へ“急がば回れ”

　本題に入る前に、現在、日本国内で就労してい
る外国人の在留ステータスには、どのようなもの
があるかをおさらいしてみたい（図表1）。
　図内の太枠で囲った部分が、今回新たに追加さ
れたものである。全老健としては、図表1①の
在留資格「介護」取得をめざす留学生を支援しよ
うとしており、介護福祉士国家試験に合格するま

では、⑤のアルバイトとして、それぞれの地域の
老健施設に就労し、少しでも実践経験を積んでも
らおうと考えている。
　外国人介護留学生―全老健としては、さし
あたりベトナム人介護留学生と限定してもよいが
―の正式就労までの流れをまとめると、p.14
図表2のようになる。
　まずは母国で日本語能力試験「N4」レベル
（図表3）の日本語力を習得してから来日となる。
その後、各人の語学レベルに応じて半年～1年間
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本題に入る前に、現在、日本国内で就労してい

る外国人の在留ステータスには、どのようなもの

があるかをおさらいしてみたい（図1参照）。 
図内の太枠で囲った部分が、今回新たに追加さ

れたものである。全老健としては、図内の①の在

留資格「介護」取得をめざす留学生を支援しよう

としており、介護福祉士国家試験に合格するまで 

①就労目的で在留が認められる者 
（いわゆる「専門的・技術的分野」） 
一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国

の産業及び国民生活に与える影響その他の事情」を勘案

して定めることとされている。 

は、図内⑤のアルバイトとして、それぞれの地域

の老健施設に就労し、少しでも実践経験を積んで

もらおうと考えている。 
外国人介護留学生――全老健としては、さしあ
たりベトナム人介護留学生と限定してもよいが

――の正式就労までの流れをまとめると、次頁の
図2のようになる。 
まずは母国で日本語能力試験「N4」レベル（次
頁表参照）の日本語力を習得してから来日。その

後、各人の語学レベルに応じて半年～1年間は日 

④特定活動 
（EPA に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワー
キングホリデー等） 
「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、

個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定。 

②身分に基づき在留する者 
（「定住者」（主に日系人）、「永住者」、「日本人の配偶者等」等） 
これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、さ

まざまな分野で報酬を受ける活動が可能。 

③技能実習 
技能移転を通じた発展途上国への国際協力が目的。 
平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生
には入国 1 年目から雇用関係のある「技能実習」の在留
資格が付与されることになった（同日以後に資格変更を

した技能実習生も同様）。 
平成29年 11月1日施行の技能実習法において「介護」
分野が新たに追加された。 

⑤資格外活動 
（留学生のアルバイト等） 
本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（1週28時間
以内等）で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動

を許可。 

専門的・技術的分野に該当する主な在留資格

在留資格 具体例

教授 大学教授等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者・管理者

法律・会計業務 弁護士、公認会計士等

医療 医師、歯科医師、看護師

研究
政府関係機関や私企業等の

研究者

教育
中学校・高等学校等の語学教

師等

技術

・人文知識

・国際業務

機械工学等の技術者、通訳、

デザイナー、私企業の語学教

師、マーケティング業務従事

者等

企業内転勤 外国の事業所からの転勤者

介護 介護福祉士

技能

外国料理の調理師、スポーツ

指導者、航空機の操縦者、貴

金属等の加工職人等

 

図 日本における出入国管理及び難民認定法上、就労可能な外国人の在留ステータス

留学から在留資格「介護」で長期就労へ

“急がば回れ”

図表1　日本における出入国管理及び難民認定法上、就労可能な外国人の在留ステータス
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ている。
　WHOが発表した世界保健統計（2016年）に
よると、平均寿命は世界一の長寿国は日本で、男
女平均83.7歳。同じ統計でベトナムは、男女平
均76.0歳で56位である。
　世界一の超高齢社会日本で学ぶ介護技術や老健
施設におけるケアマネジメントは、いずれ高齢社
会を迎えるベトナムにおいても必ず役に立つはず
である。
　全老健では、平川博之副会長のもと昨年4月に
「外国人介護福祉士育成プロジェクト」がスター
トし、昨年度は、大阪介護老人保健施設協会が先
行して準備を始めてきた。
　それを受け、今年3月、東京都老人保健施設協
会からも代表が訪越。現地教育機関との具体的な
話し合いの機会をもった（詳細はp.21以降のレ
ポート②を参照）。
　現在、全老健のガイドラインは原案までまと
まっている。できるかぎり速やかに全国の会員施
設に向け提示できるよう、鋭意、詳細を詰めてい
く。
　機は熟している。あとは進めるのみである。

は日本語学校に通ってもらう。その間の空き時間
（週に28時間までが限度）には、老健施設でアル
バイトをし、簡単な業務を手伝いつつ、現場の雰
囲気、日本人とのコミュニケーションに慣れるこ
とで、日本語力がかなりアップする。
　そして、介護福祉士養成校へ。ここでは原則と
して日本人と一緒に日本語で授業を受けるため、
授業が理解できる程度の日本語力がないと厳しい。
養成校に通う間も引き続き老健施設でのアルバイ
トは継続できる。授業で学んだことを現場で実体
験でき、ここでもさらに日本語力・実践力が培わ
れる。
　2年間の養成課程をきちんと卒業できれば、平
成31年度までは5年以内の国家試験合格、ある
いは5年間の実務経験を積むことで介護福祉士資
格が取得できる。そうなれば、在留資格「介護」
がとれ、恒久的に日本で働くことができ、母国と
自由に行き来することも可能となる。
　一見すると長い道のりのようにも思えるが、こ
のルートが最も堅実であり、ベトナムからの留学
生本人や老健施設にとっても、ひいてはベトナム
の将来にとっても有益であると、全老健はとらえ

レベル 認定の目安

N1
幅広い場面で使われる日本語を理解す
ることができる（新聞を読み、ニュー
スを理解できる）

N2

日常的な場面で使われる日本語の理解
に加え、より幅広い場面で使われる日
本語をある程度理解することができる
（平易な文章の理解、日常会話が自然
に近いスピードでできる）

N3

日常的な場面で使われる日本語をある
程度理解することができる（新聞の見
出し程度、日常会話ならほぼ理解でき
る）

N4 基本的な日本語を理解することができ
る（ゆっくりなら会話ができる）

N5
基本的な日本語をある程度理解するこ
とができる（挨拶、自己紹介、定型文
なら理解できる）

図表3　日本語能力試験認定の目安図表2　外国人介護留学生の正式就労までの流れ

EPA 外国人技能実習制度 在留資格「介護」（介護留学生）

制度の目的
日本と相手国の経済活動の連携
強化を目的とした特例的な受け
入れ

日本から相手国への技能移転
外国人留学生が介護福祉士を取
得した場合、引き続き国内で活
躍できるように就労を認める

送り出し国
3か国
（インドネシア、フィリピン、ベ
トナム）

原則として制限なし
※�監理団体の許可事務・技能実習計
画の認定事務を適切に行うため、
国レベルでの協力覚書を順次作成
していく見通し（2018.4.2現在、
ベトナム他7か国とは作成済）。

制限なし

在留資格 「特定活動」（介護福祉士候補者）
「特定活動」（介護福祉士） 「技能実習」 「留学」（介護福祉士の資格取得前）

「介護」（介護福祉士の資格取得後）

求められる
日本語能力�
試験のレベル

フィリピン、インドネシア：現
地で6か月、来日後6か月の日本
語研修後、施設で就労開始
ベトナム：現地で12か月研修
後、N3合格者のみが来日。入国
後2か月の日本語研修受講後に
就労開始

入国時：N3程度が望ましい
　　　　N4程度が要件
２年目：N3程度が要件

N2以上または日本での日本語学
校学習歴6か月以上（在留資格
「留学」で一般的に求められるレ
ベル）

就労期間

「候補者」は原則として4年（最
長5年）
※�介護福祉士資格の取得者は在留期
間の更新をし続けることで継続就
労可能。

3年
（一定条件のクリアで5年）

最長5年間（更新可能）
※�介護福祉士資格の取得者は更新し
続けることで継続就労可能。

国家試験の
受験義務

国家試験の受験が必須
※�不合格でも一定点数以上を取得で
きていれば1年間の滞在延長後の
再受験が可能。しかし、2度目も
不合格なら帰国。

なし（任意）
※�実務者ルートで受験して合格すれ
ば、いったん本国帰国後に在留資
格「介護」で入国可の方針が示さ
れた。

・�2017 ～ 2021年度の養成施設
卒業者は卒業後5年間、介護業
務に従事するか国家試験に合格
すれば、介護福祉士の登録継続
可能
・�2022年度以降の卒業者は国家
試験受験が必要

勤務できる
サービスの�
種類

「�候補者」：介護保険3施設、特
定施設入居者生活介護、通所介
護
「�介護福祉士」：上記の他、訪問
系サービス

訪問系サービスは対象外 原則として制限なし

処遇
（報酬等）

「候補者」・「介護福祉士」ともに
日本人と同等額以上 日本人と同等額以上

「留学」：�アルバイト�
（1週間に28時間内）

「介護」：日本人と同等額以上

受け入れ
調整機関 国際厚生事業団（JICWELS） 各監理団体（団体管理型）

各企業（企業単独型）
―

利点 制度の信頼性が高い
教育支援体制が充実 他産業では実績あり

・�養成施設卒業後すぐに介護福祉
士として登録し就労可
・在留期間が更新可能
・奨学金制度の整備
・就労サービス類型に制限がない

課題

・試験不合格なら原則帰国
・語学要件あり
・�事業所負担（教育費用等）が大
きい
・受け入れ数上限あり

・不法滞在等の問題
・最大5年間で帰国
・前職要件が曖昧
・�受入数上限あり（小規模事業所
の場合、職員総数の1割まで）

・�日本語学校、養成校等のインフ
ラが必要
・入国手続きが煩雑、厳格
・奨学金の返済
・管理体制が未整備

図表4　外国人介護人材受け入れに関する各制度の比較（大阪府福祉高齢介護室資料より一部改変）

母
国

（
ベ
ト
ナ
ム
） 現地の日本語学校

看護大学・短期大学
看護専門学校

来日

日本の日本語学校

進学

介護福祉士養成校

卒業

卒業

国家資格
「介護福祉士」取得

留
学
生

在
留
資
格
「
介
護
」

老
健
施
設

長期就労

アルバイトで就労

アルバイトで就労

日
本
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