
外国人技能実習生 ・ 介護職種
                研修のご案内

世界中の人たちが幸せで長生きするために
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　外国人技能実習制度は、日本で実習生を受け入れ、
そこで培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等
へ移転し、その地域の経済発展を担う「人づくり」に
寄与していく、国際協力の一環です。技能実習制度は、
外国人の技能実習生が、日本の企業や個人事業主等の
実習実施者と雇用関係を結び、出身国で修得が困難な
技術等の修得・習熟・熟達を図るもので、期間は最長
５年とされています。
　平成 29 年 11 月に「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（技能実習法）」
が施行され、外国人技能実習制度の対象職種の中に新
しく介護職種が追加されました。対人サービスを行う
業種として初めて対象となりました。

外国人技能実習制度で介護職種がスタート

ごあいさつ

　公益財団法人「茨城国際親善厚生財団（IIFF）」は、平成 20 年に施行され
た「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の認定を受け、平成 25
年に財団法人「日本国際親善厚生財団（JIFF）」から移行しました。
　JIFF は設立直後の昭和 57 年からインドシナ、エチオピア、アフガニスタ
ンの紛争や飢餓で難民が苦しいんでいる地域で医療支援活動を展開。平成
14 年、タイ王室メーファールワン財団と提携し、ゴールデントライアング
ル地域の麻薬撲滅運動に協力、タイ、ミャンマーなどメコン河周辺国のマラ
リア、結核、エイズの三大感染症対策プロジェクトを推進。こうした活動の
輪が広がり、結城市とタイ北部のメーサイ市が姉妹都市を締結し、高校生の
交流事業や行政職員の相互派遣が行われました。
　活動は IIFF に引き継がれ、さらに交流の輪を広げています。こうした長
年の活動で築いた人脈のもと、外国人技能実習制度の監理団体に名乗りを上
げました。アジア諸国の優秀な送り出し機関と提携し、優秀で意欲ある人材
を介護職種の実習生として受け入れていきます。日本の介護の知識や技能を
身につけ、帰国後に活かすことで、母国の福祉向上と経済発展を担う「人づ
くり」に協力していきます。



IIFF では、入念に準備を進めてきました
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□ 在留資格の変更又は取得

対象職種
送出国のニーズがあり、公的な
技能評価制度が整備されている職種

対象者
所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)
の学科試験及び実技試験に合格した者

□ 一旦帰国（１か月以上）

□ 在留資格の変更又は取得

対象職種
技能実習２号以降対象職種と同一

対象者
所定の技能評価試験(技能検定３級相当)
の実技試験に合格した者

監理団体及び実習実施者
一定の明確な条件を充たし、
優良であることが認められるもの

□ 帰国

　　外国人技能研修の流れ
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　IIFF では、技能実習法の施

行をにらみ、平成 27 年から

準備を進めてきました。中国

の送り出し機関を通じて、平

成 27 年に中国の介護施設で

リーダーとなる女性の福祉施

設視察を受け入れました。平

成 29 年には中国の看護学生

と外国人研修生の送り出し機

関職員の計 3 人の介護施設

視察を受け入れました。

　中国でも高齢化が進み、介護施設の必要性が高まっています。

こうした中、優秀な人材を日本に送り、介護を学んで中国の介

護施設運営に生かそうとしています。

　外国人研修生を受け入れるため、IIFF では実習生受け入れの

監理団体の許可申請の準備を進め、介護事業の監理団体として

平成 30年３月 30日付で許可を受けました。

　当初は、中国の送り出し機関と契約を結び、中国人技能実習

生を受け入れていきます。今後、IIFF とかかわりの深いタイや

ほかの国にも広げていく方向で準備を進めています。

充実した研修体制

　IIFF は、地域医療・福祉を総合的に担う

「達生堂グループ」として、地域の安心・

安全を守ってきました。

　その人的財産を生かし、2014 年から「介

護職員初任者研修」を実施し、介護員の育

成を行ってきました。今回の外国人技能研

修でもそのノウハウを生かし、十分な入国

後研修を行った後に、実習実施機関に送り

出していきます。



１．指導員や利用者とのコミュニケーションを図るた
　　めに、日本語能力試験のＮ４以上に合格または同  
　　等以上の能力を有する者（第１号技能実習）
２．外国で日本において従事しようとする業務と同種    
　　の業務に従事した経験があること
    ◇高齢者または障害者の介護施設などで日常生活上の世話や 
       機能訓練、療養上の世話等に従事した者
　 ◇看護過程を修了、または看護資格を有する者
　 ◇看護師認定等を受けた者

３．２年目には日本語能力試験のＮ３に合格、または 
　　同等以上の能力を有する者（第２号技能実習） 
　　が実習生となります。

　外国人技能実習生は、入国後に以下の講習を受けな
ければなりません。これらの講習を受けた後に、実習
受け入れ施設での実習がスタートします。

１．日本語
　◇総合日本語、聴解、読解、以上の介護の日本語など 240 時
　　間（Ｎ３以上の場合は発音、会話、作文、介護の日本語  
　　の 80 時間以上）

２．日本での生活一般に関する知識
３．技能実習生の法的保護に必要な情報
４．円滑な技能等の習得に資する知識
　◇介護の基本、コミュニケーション技術、移動の介護、食事
　　の介護など 42 時間

　※ 母国で入国前講習を受講していれば、入国後講習を短縮
　することができます。

１．実習生の母国での講習費、渡航費用
２．入国後講習費および講習期間中の生活費
３．実習生の給与、福利厚生費
４．監理費
　　などが必要となります。
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外国人技能実習機構
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⑩入国
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⑪技能実習開始
⑫指導・支援

⑤実習計画作成・申請
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  日本に来る実習生は

  実習事業所が必要な経費など

  入国後の講習

　　受け入れの流れ



１．介護福祉士国家試験の受験資格で「介護」の実務経験として認められる事業所
　　　◇特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業所
　　　◇病院、診療所
　　　◇障害児入所施設などの児童福祉法関係の施設・事業所
　　　◇障害者支援施設など障害者総合支援法関係の施設・事業所
　　　◇救護施設、厚生施設
　　　◇地域福祉センターや労災特別介護施設などの社会福祉施設
２．設立後３年以上経過している施設・事業所
３．訪問介護など訪問系サービスは除く

１．技能実習指導員のうち１名以上は介護福祉士の資
　　格を有するか、看護師等同等以上の専門的知識及
　　び技術を有する者
２．技能実習生５名につき１名以上の技能実習指導員
　　を選任していること

　※技能実習指導員は、取得する技能等について５年以
　　上の経験を有し、３年以上介護等の業務に従事し、
　　実務者研修を修了した者であり、監理団体が技能実
　　習指導員としての適格性を認めた者。看護師、准看
　　護師の資格を有する者

技能実習生の人数枠は、常勤介護職員の総数に応じて設定されます。一般の実習実施者で技能実習生が
第１号技能実習（Ｎ４程度）の場合を示しました。

　実習実施者は、技能実習計画を策定し、その計画に
沿って実習を行う必要があります。実習計画の策定に
当たっては、監理団体（IIFF）が指導・助言を行って
いきます。実習がスタートした後は、監理団体（IIFF）
が定期的に監査を行います。
　実習業務は、入浴や食事、排せつ介助などの身体介
護、掃除や洗濯、記録などの身体介護以外の支援や間
接業務、掲示物の管理などの周辺業務があり、２年目
以降の実習生に関しては、技能実習指導員の指導のも
とで夜勤業務も行うことができます。

　技能実習計画に即した実習業務     実習実施者の体制

　受け入れ可能な施設

　受け入れ可能な人数

常勤職員総数
技能実習生数

（在留資格「技能実習1号」数）

３０人以下 ３人
３１人以上４０人以下 ４人
４１人以上５０人以下 ５人
５１人以上１００人以下 6人
１０１人以上２００人以下 10人
２０１人以上３００人以下 15人

３０１人以上 常勤職員総数の２０分の１
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公益財団法人
茨城国際親善厚生財団
本部
〒 307-0001　茨城県結城市結城 10745-24
TEL：0296-32-8288　　e-mail：jiff@josai-hp.com

監理団体事務所
〒 307-0001　茨城県結城市結城 550 結城 SC ３F
TEL：0296-32-9989　　e-mail：k_hirose@josai-hp.com

タイ北部における看護指導

タイ北部における読影指導

受賞歴

２００４ 10月 ●日本国際保健医療学会感謝状

２月 ●茨城県国際交流奨励賞２００２
７月 ●外務大臣表彰

３月 ●厚生労働大臣表彰２００３
11月 ●茨城県表彰

１９８４ 11月 ●エチオピアで飢餓難民への医療活動

１９８７ 12月 ●スイス、ジュネーブに本部のある政府間
機関のIOM（国際移住機構）のオブザー
バーとなる。

１９８９ ２月 ● WACIID（免疫学と感染症に関する学術会
議）を開催。1995年まで7回開催

４月 ●アフガニスタン難民の日本での受入れ診
療を実施（56名）

１９９１ ８月 ●アフガニスタン難民治療のため、パキタ
ンのペシャワールにJIFFメディカルセン
ターを開設

１９９７ ７月 ●第12回日本国際保健医療学会を主催

２００２ ９月 ● JIFFメディカルセンターをアフガニスタン
のカブールに移設

５月 ●タイ国王室のメーファールワン財団との
間で、医療支援及び麻薬撲滅活動への協
力関係を旨とする協定を締結

２００５ ２月 ●日本国外務省日本NGO支援無償資金を受
け、「GMS（大メコン流域地区の諸国：
タイ、ミャンマー、ラオス、ベトナム、
カンボジア）でのマラリア、結核、エイ
ズ対策プロジェクト」を5年間にわたっ
て実施

●タイ北部地域の医療状況改善のため、コ
ンテナ9台分の日本の中古医療機器を寄贈

２０１０ ４月 ●タイ北部地域の医療従事者招へい事業を
開始。2017年までに40名が来日。

２０１３ ４月 ●日本とタイの高校生の相互短期留学事業
を開始（継続）

６月 ●メイサイ市に日本語学校を開校。その後
タイ政府より優良校認定。

２月

２０１５ ８月 ●タイ北部地域において、ユネスコ無形文
化遺産にも登録された「和食」を通じた
文化交流を開始

●青少年短期留学事業として、中国から留
学生の受け入れを開始

２０１７ 11月 ●日タイ修好130 周年・メーファールワン財
団との提携15周年の記念イベントをメイ
サイ市で開催

●日本の中古消防車計29台、救急車19台を、
タイ、ミャンマー、エチオピアに寄贈

２００６
-２０１６

IIFFの沿革

１９８２ 11月 ●国際医療支援活動を目的として設立
● 3年間にわたり、インドシナ三国（ベトナ

ム、カンボジア、ラオス）の政変による
難民への国際医療救援活動

HP　http://www.josai-hp.com/iiff/iiff_top.html

アフガン難民の子供を看る JIFF スタッフ


