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・外国人技能実習機構資料より集計

～令和2年度技能実習介護認定件数（国別）～

合計 ベトナム 中国 インドネシア フィリピン

12,068 5,142 1,079 2,072 917

ミャンマー タイ カンボジア モンゴル その他

2,086 115 110 249 298

～令和2年度技能実習介護認定件数（県別）～

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県

383 58 55 89 64 33 114 406 159 278

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県

591 576 790 859 125 90 90 63 134 219

岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

329 380 719 276 86 208 859 529 155 89

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県

35 22 230 495 155 148 179 458 60 568

佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

53 106 221 192 66 211 63
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ZOOM de 例会

第1 部 With コロナ時代の新たな挑戦フィリピン編 Magonote Global Corp 福井代表
第2 部 外国人介護人材における現状 介護施設協同組合 甘利代表、㈱長谷工ジョブクリエイト 福井社長、

㈱ツクイスタッフ海外人材担当 佐藤（※以下、敬省略）

「外国人介護人材の採用を考える」

彼らは辛抱強く、日本の扉が開くのを待ち続けています―――

高経協 浦田 はじめに 外国人材を受け入れる事によって、どうなるのか？まだ外国人材を
受け入れていない事業者の方にも事例を聞いて今後の参考にして頂きたい。

福井 フィリピン人学生の気持ちになって受験してみましょう ※福井先生が特定技能介護日本語
試験問題を英語に訳したスライドを使用～ 日本語なら簡単かもしれないが、外国語だととても難
しい。しかも制限時間内に正解を求められ受験する、相当なプレッシャーである。特定技能試験を
受験している学生の気持ちを体験してほしいと思いスライドを作成してみました。

福井 Withコロナの学習 対面式の授業に比べてオンライン式の授業は信頼関係の構築が弱い。
受験対策だけならオンラインで大丈夫だが、受験対策以外の教育はやはり対面が必要と感じている。

福井 レストラン型からバーベキュー型への教育改革 Beforeコロナ時代は出来上がった人材を受
け入れられた（レストラン型）withコロナ時代は現地養成機関と受け入れ事業者の双方で教育を行
う事が必要（バーベキュー型）

福井 介護士として働けることをこんなにも喜べる人が、日本にはどれくらいいるでしょうか？
※フィリピンで特定技能試験の合格発表を受け抱き合ってジャンプして喜ぶ学生の動画を見て～
人生をかけてチャレンジしてチャンスをつかみ取った学生は、日本できっと好影響をもたらすはず。

佐藤 現地とオンライン面接を進めている。いまは試験合格済の人材の中から選抜して内定出来る。

福井 技能実習期間満了の人材（介護以外の職種含め）を、特定技能介護へ転換を推進している。

甘利 優良監理団体に認定され技能実習3号輩出。長く日本で働いてもらえるようにしていきたい。
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～可能な限り自由に、やりたい事をやらせてあげたい～

技能実習生を受け入れている社会福祉法人櫟会。今回は、2020年3月1日より勤務しているミャンマーからの技能実
習生のミさん、ノーさんにインタビュー。緊張気味のお二人でしたが徐々にリラックスされ盛り上がりました。実習指導
員の川畑さんにも受け入れの様子をお聞きしました。ぜひインタビュー動画もあわせてご覧ください。

Interview

（※以下、敬省略）

社会福祉法人櫟会

トンコツラーメンが大好きです！―――

―――来日される前、不安な事はありましたか？
川畑：言葉、コミュニケーションが不安だったので、分かりやすい日本語で話す事で二人の不安を解
消しようと考えていた。でも、二人が日本語が上手だったので不安は解消された。また、二人に対し
て慎重になっていた事で、やりたい事をやらせてあげられなかった。今後は、可能な限り自由にやり
たい事をやらせてあげたいと思っていて、その環境整備を行っています。

―――入国前に知っていた日本の事は？
ノー：日本人は優しい、日本の介護技術は高いという事を先生から学んでいました。

―――好きな日本映画は？
ノー：『君の膵臓をたべたい』です。
ミ：アニメが好きです。『火垂るの墓』が好きです。見るたびに泣いています。

―――日本の食べものは何が好きですか？
ノー：トンコツラーメンです。櫟会の皆さんと食べに行き、また食べたいと思うくらい好きになりま
した。一番おいしいです！

―――介護の仕事を選んだ理由を教えてください。
ノー：おじいちゃん、おばあちゃんが好きだから介護の仕事を選びました。ご利用者さんや職員さん
と日本語を話すので日本語も上手になりました。

―――どんな介護が好きですか？
ミ：お風呂介助が楽しいです。ご利用者さんといろいろお話が出来るからです。

―――将来は？
ノー：技能実習が終ったら特定技能にビザ変更して介護を続けたいです。
ミ：私もそうしたいと思います。

―――介護福祉士は？
ノー：取りたいです。
ミ：取りたいです。

―――今後の受け入れ予定は？
川畑：ベトナムの方が今月から1名特定技能で働いている。
それとフィリピンから特定技能を3名受け入れる予定。
可能な限り受け入れを進めていきたいと思っています。


