
老健 2018.5● 1716 ●老健 2018.5

May Vol.29 No.2
外国人介護職員がやって来る！～全老健としての対応～外国人介護職員がやって来る！～全老健としての対応～特

集

　公益社団法人大阪介護老人保健施設協会（以
下、大老協）では、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
長がかねてより進めてきたベトナム人介護留学
生支援の取り組みを基盤に、外国人介護人材の
受け入れモデル構築に動き出している。p.21
から紹介するベトナム現地レポートに先駆けて、
平成29年11月21日に大阪市内で開催された

「介護留学生支援シンポジウム IN 大阪」の様子
を取材したので、その概要をお伝えする。

2040年まで増加を続ける介護需要 
大阪府も外国人受け入れ準備開始

　冒頭の開会挨拶で大老協の川合秀治会長は、
「ベトナムは日本との親和性も高く、非常によい
関係が築けるのではないかと期待している。ここ
大阪では、全老健外国人介護福祉士育成プロジェ
クトワーキングチーム座長が、すでに数年前から、
自身の運営する老健施設でベトナム人留学生の支
援・育成を開始しているというアドバンテージも
あり、着実にノウハウを積み重ねつつある。全国
に先駆けて、外国人介護人材受け入れにおける
“大阪方式”ともいうものをお示しできたらと
思っている」と述べ、本取り組みへの意気込みを
訴えた。
　続いて、基調講演として大阪府福祉部高齢介護
室介護支援課の菱谷文彦課長が登壇した。
　菱谷課長の講演概要は次のとおり。

レポート①

「介護留学生支援シンポジウム IN 大阪」開催
ベトナムからの介護留学生受け入れ 

よりよいモデル構築に向けて

■大阪府における介護人材確保について
　大阪府は、人口に占める団塊世代の割合が全国
のなかでも高い。したがって、2025年は通過点
に過ぎず、介護サービス受給者の将来推計では
2015年に比べ2035年には25万 6 千人増え、62
万 5 千人になると予測されている。2040年まで
増え続けるとの予測であり、介護ニーズに対応す
る人材確保が、将来に備えた対応策として欠かせ
ない課題である。
　一方、大阪府の介護関連職種の有効求人倍率は
全職業の平均よりも高く推移しており、平成28
年10月以降、 4 倍を超える状況が続いている。
平成29年 9 月時点では4.63倍となっていて、全
職業計は1.46倍であるから、その差は大きい。
　事業所としては、常に募集をかけているが人が
集まらず、すでに人手不足は深刻になりつつある。
人手が足りないと、現場で働く一人ひとりの職員

の仕事量が増え、負荷も重くなることから、離職
の原因ともなる。この悪循環を絶つために、近年
いろいろな方策がとられており、給与の引き上げ
や、介護助手の育成、実態以上に「きつい仕事」
と思われている負の固定観念払拭のためのイメー
ジアップ戦略なども、その一環である。
　さらに、平成28年11月、「出入国管理及び難
民認定法の一部を改正する法律」や「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」が公布され、外国人介護人材の受け入れ
ルートが従来のEPAのみから、在留資格「介
護」、技能実習生という3ルートに拡大された。
つまり、外国人介護人材を積極的に受け入れよう
という国の取り組みも加わった。
　これを受け、すでにこの 1 年で大阪府内の介護
福祉士養成施設の入学者数は増えている。その増
加分は、外国からの留学生だ。府内15か所の介
護福祉士養成施設の在籍状況の調査では、在籍者
に占める留学生の割合が、平成28年度の4.3％か
ら平成29年度は26.0％と急増している。留学生
の多くはベトナム人とフィリピン人である。
　とはいえ、EPAには国際厚生事業団（JIC 
WELS）、外国人技能実習生制度には各監理団体
が存在するが、介護留学生に関してはとりまとめ
る調整機関が存在しないため、現状では受け入れ
方法が明確になっていない。
　そこで、大阪府では介護・福祉人材確保戦略と

して、悪質事例の発生防止や、円滑に受け入れて
就労支援につなげるための一定のルールを示す

「在留資格“介護”による外国人留学生受入ガイ
ドライン」の作成を現在進めている。
　スキームとしては、外国人を受け入れる介護施
設等が、留学中から奨学金等によるサポートをし、
ゆくゆくは恒久的な職員として正式就労につなげ
るケースを想定している（図）。
　さらに、それと並行して「大阪府介護留学生受
入適正化推進協議会（仮称）」を設立し、府内の
介護施設等に対する関係法令についての周知や連
絡・連携体制の強化、健全な受け入れ体制を整え
ていく旨の意向表明などの情報発信も、積極的に
実施していく予定である。

会場の様子

左：シンポジウム前に、大老協とハードン医療短期大学が介護人
材交流協定を締結した。その提携式の様子。中：挨拶をする本間
全老健副会長。右：シンポジウムにて、左から光山座長、チュオ
ン学長、チュンセンター長、山本学校長。
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入 国

日本語学校：半年以上
（N2レベル相当まで語学力を高める）

介護福祉士養成施設：2年間
（養成施設の2021年度卒業生までは、

卒業後5年間の実務経験により資格取得）

介護福祉士として勤務：

週 時間まで
のアルバイト

（在留資格：留学）

正式就労

（在留資格：介護）

奨学金

奨学金

一定の期間以上働けば、
返済免除も検討

 

図 介護留学生受け入れスキーム（イメージ）図　介護留学生受け入れスキーム（イメージ）
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している。現時点では、当大学はドイツにある学
校と、日本の医療法人敬英会のそれぞれと協定を
締結し、その後オリエンテーションも実施した。
　これまでに日本に送り出した学生たちは、皆、
元気に日本での生活になじみ、日々、自信をつけ
ているようで、我々としてもうれしく思うと同時
に、期待を込めて応援している。
■ベトナムにおける老健施設の可能性
（ハードン総合病院 グエン・ヴー・チュン教
育・トレーニングセンター長）

　ベトナムでは、65歳以上の人口が2009年には
全体の 9 ％だったが、2016年には11％に増えて
おり、将来推計では2030年に17％、2050年には
25％になる見込みだ。平均寿命も延びており、
1950年には男女ともに40代だったのが、2015年
には男女ともに71歳である。
　近年、急速に高齢化が進んだ背景としては、ま
ず出生率の低下があげられる。1960年には女性
1 人当たり平均 6 人の子どもを産んでいたが、
2015年の統計では平均 2 人にまで減少している。
　2011年には高齢化社会といわれるようになっ
たベトナムだが、まだ高齢者の保健制度は十分で
はない。人口動態の急速な変化に医療が追いつい
ておらず、老年医療の分野が未発達である。
　国民全体として認知症への認識も薄く、終末期
ケアもまだあまり発展していないといえる。
　ベトナム人は家族を大切にし、いまだ 3 世代同
居も多いため、家族介護に頼っているのが現状だ。

急速に進むベトナムの高齢化 
中間施設が望まれる

　後半のシンポジウムでは、全老健外国人介護福
祉士育成プロジェクトワーキングチーム座長を務
める、医療法人敬英会の光山理事長と、ハードン
医療短期大学のグエン・ダン・チュオン学長、
ハードン総合病院のグエン・ヴー・チュン教育・
トレーニングセンター長、学校法人大屋学園 関
西社会福祉専門学校の山本容平学校長の 3 名のシ
ンポジストが登壇。日越双方の教育機関の現状と
今後への期待などをテーマに討議した。
　まずはベトナム側の報告の概要から記す。
■�ベトナムにおける医療人材教育と海外への
送り出しの現状について

（ハードン医療短期大学 グエン・ダン・チュオ
ン学長）

　ベトナムにおける看護教育は、ベトナム戦争終
結後10年経った1985年に 4 年制大学が、1998
年に 3 年制の短期大学・専門学校が、2007年以
降に大学院の修士・博士課程が整備された。
　しかしながら、当短期大学を卒業しても、看護
師として就職できるのは全体の60％。残りの
40％は医療関係以外の職か、もしくは無職と
なっている。40％が希望の職を得られないこと
は大きな問題であり、我々も頭を悩ませてきた。
　そうした背景から、我々は看護の基礎知識を
もった者の国外への送り出しに活路を見出そうと

そのため、現時点では高齢者が保険も貯金も年金
も少ない状況でもなんとかなっている。将来的に
は保険を整備し、リハビリと医療的なケアが提供
できる、日本の老健施設のような、病院と在宅の
中間施設をつくることが望まれる。デイサービス、
デイケアなども導入する必要があるだろう。

受け入れ側の気配りが重要 
修学資金貸付制度の理解が必須

　続いて、日本側の 2 名のシンポジストが現状報
告を行った。関西社会福祉専門学校には、前述の
ハードン医療短期大学の卒業生が数名在籍してお
り、本シンポジウムを聴講していた。
　日本側 2 名の報告概要は以下のとおり。
■�介護福祉士養成校における留学生の受け入
れについて

（関西社会福祉専門学校 山本容平学校長）
　当校の留学生受け入れは、平成27年度以前は
インドネシア、韓国などからの私費留学生が数名
いたのみだが、平成28年度よりベトナム人留学
生が増え、平成29年度は30名が在籍している。
　介護福祉士養成校（以下、養成校）に現地から
ダイレクトで入学するのは、語学の面でかなり
ハードルが高いといえる。というのも、養成校で
学ぶには日本語能力検定N2取得が条件となるが、
N2を来日前に取得できるほどの語学力のある人
は、現地で通訳など他の仕事があるため、介護福
祉士をめざさない場合が多い。したがって、外国
人留学生の受け入れにあたっては、日本語学校、
介護福祉士養成校、介護サービス事業所が三位一
体となって協力していく必要があるだろう。どう
連携をとるかは今後の課題だと考えている。
　これまでの経験から、留学生の日本語レベルを
単純に日本語能力検定のレベルのみで判断するの
は難しいことがわかった。我々日本人における英
語力と同様で、試験の点数と、実際のコミュニ
ケーション能力は異なる。個人によってばらつき

が非常に大きい。
　受け入れにあたっての準備としては、まず、在
留カードの手続き等が非常に煩雑であるので、養
成校側がある程度把握しておき、適宜フォローす
る必要がある。集合住宅に暮らす際のマナーや
ルール等も指導したほうがよい。
　また、通勤・通学用に日本で自転車を使用する
留学生は多いので、日本の交通ルールを最初にき
ちんと伝えておくことも必要だ。そうでないと、
例えば、ベトナムからの留学生は、当たり前のよ
うに 2 人乗りをしようとすることがある。
　日本語教育のフォローを、どの程度まで養成校
側ですればよいのかというのは、悩ましい問題で
ある。現在、当校では、週に 1 回、日本語教師に
来てもらい、日本語教育の時間を設けている。そ
の際に、各人がどこの部分につまずいているのか
を日本語教師の方に教えてもらいながら、こちら
側のフォローのしかたを工夫している。
　授業でつまずくのは、日本語が理解できないか
らなのか、それとも介護福祉の内容がわからない
からなのか。つまずいた時点でその都度把握し、
対応しておくべきだ。わからないまま授業が進め
ば、いずれ大きな知識の欠落が生じてしまう。あ
とからそれを埋めるのは、時間のロスである。
　やはり、国民性や文化の違い、物事に対すると
らえ方の差を、いろいろな場面で実感する。ベト
ナム人は非常に楽観的であることが多く、そこが
長所でもあるのだが、試験に向かう際の姿勢など
では、日本人と温度差があることに戸惑うことも
あった。
　一方、養成校での 2 年間のカリキュラムにおい
て60日間の実習があるが、実習先施設での評価
は悪くない。ただ、やはり日々の記録、申し送り、
カンファレンス等でのコミュニケーションでは、
苦労しているようである。受け入れ施設には、慣
れるまで根気よく見守っていただきたいと思う。
　生徒の多くは在学中、介護施設で週28時間の

左：日越両国での記念写真。中：川合大老協会長に記念の盾を授与する
チュオン学長。右：シンポジウム終了後に行われた懇親会の様子。
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アルバイトをしているが、やはりそこでの経験が
成長につながっているようだ。机上でいくら認知
症を学んでも、実感がわかない。現場で実際に目
にすると、一気に理解が深まっていくのが、見て
いてもよくわかる。
　養成校の留学生の生活は相当ハードであるため、
学業と仕事のバランスがとれているか、疲労がた
まっていないかなど、あらゆる面で受け入れ側が
細やかに把握し、気を配ることも重要だと思って
いる。
■介護留学支援とは
（医療法人敬英会 光山誠理事長）

　大阪府における介護人材不足問題を考えると、
平成29年では介護職員の充足率は98.1％である
が、平成37年には 3 万3,866名不足するとの推計
がなされており、その時点での充足率は84.5％と
なっている。しかしながら、現場の感覚としては、
現時点でも充足率は80％に満たないかもと思う
ほど、人材の不足感は深刻である。
　そんななか、当法人では早い段階から外国人介
護職員の受け入れを実践し、これまで計60名以
上にのぼる。現在、受け入れている外国人は27
名で、その内訳は、①配偶者ビザによるものが 2
名（フィリピン人 1 名、タイ人 1 名）、②EPA
による介護福祉士候補生が 5 名（ベトナム人 4 名、
フィリピン人 1 名）、③留学生としてのアルバイ
トが19名（ベトナム人17名、フィリピン人 1 名、
台湾人 1 名）、④在留資格「介護」によるものが
1 名（インドネシア人）である。
　ちなみに、大老協が平成29年 5 月に実施した
調査では、「貴施設に外国人スタッフはいますか」
という質問に対し、「いる」と答えた施設が23施
設（16％）、「予定あり」が12施設（ 9 ％）、「興
味がある」は49施設（35％）、「予定なし」は55
施設（40％）であった。予定なしが最も多かっ
たが、実際にはそのうちの 4 分の 1 の施設が外国
人スタッフの採用を検討していることがわかった。

このことから、全体の60％以上の施設が、外国
人介護職員をすでに採用している、もしくは採用
に向けて積極的に情報収集を始めている状況だと
いえるだろう。
　受け入れにあたっては、「介護福祉士等修学資
金貸付制度」（修学期間が 2 年間なら上限168万
円）が利用できるので、この制度の仕組み等を理
解することも必須である。
　介護留学生受け入れについて、全老健では「外
国人介護福祉士育成プロジェクト」でガイドライ
ンの策定を現在進めており、大老協としても、大
阪府が作成しているガイドラインの骨子案をもと
に、独自の指針を示していく予定である。
　すでに「介護留学生支援プログラム」のパンフ
レットの日本語・ベトナム語版は作成。それをも
とに、平成29年 9 月にはベトナムでの「第 1 回
介護留学オリエンテーション IN ハノイ」を実施
し、100名の参加者が集まった。同オリエンテー
ションは平成30年も引き続き開催していく予定
である（p.21からのレポート②参照）。
　また、それに先駆け平成29年 7 月に、大阪の
当法人施設で、すでに来日して日本語学校に通っ
ているベトナム人を対象に「第 1 回介護留学支援
説明会」を開催した。26名が参加し、うち10名
は「老健施設で働きたい」との意志を表明している。
すでに日本で生活している人たちであるので、こ
のルートが一番早く進むのではないかとみている。
　大阪は東京に比べても、外国人受け入れに対し
積極的であるように感じる。大阪でよりよいモデ
ルが示せればと思っている。

＊　＊　＊
　シンポジウム後のディスカッションでは、多く
の手があがり、活発な意見交換が行われた。
　最後に全老健の本間達也副会長が閉会の挨拶を
行った。本間副会長からは、ベトナムからのシン
ポジストへの感謝と、全老健としても、急いでガ
イドライン作成を進める旨などが述べられた。
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