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告示で定める基準等（案）に
対する御意見募集の結果について

平 成 2 9 年 ９ 月 2 9 日
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課
平成 29 年６月 21 日（水）から平成 29 年７月 20 日（木）までの間、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告示で定める基
準等（案）に関して御意見を募集したところ、113 通の御意見が寄せられました。
お寄せいただいた御意見を整理し、それらに対する当省の考え方を以下のとおり取
りまとめましたので御報告いたします。
なお、パブリックコメントの対象となる案件についての御意見等に対する考え方の
みを公表させていただいておりますのでご了承下さい。
今回御意見をお寄せいただいた方々の御協力に、厚く御礼申し上げます。
整理
番号

主な御意見の概要

御意見に対する考え方

日本語能力要件について（第１の１（１））
○日本語能力試験Ｎ４合格レベルの
日本語能力では、記録や申し送り等の
業務を行うのは困難であることなど
から、第一号技能実習生に求める日本
語能力として不十分である。
○Ｎ４要件は現実的には厳しいので、
緩和すべき。

介護職種の技能実習制度における
日本語要件については、「外国人介護
人材受入れの在り方に関する検討会
中間まとめ」
（平成 27 年２月４日）
（以
下「中間まとめ」という。）において、
「段階を経て技能を修得するという
制度の趣旨から期待される業務内容
や到達水準との関係を踏まえ、１年目
（入国時）は、基本的な日本語を理解
することができる水準である「Ｎ４」
程度を要件として課し」との記載に基
づき、設定しています。

日本語能力試験Ｎ４合格レベルの技
能実習生が、働きながら１年間で日本
語能力試験Ｎ３に合格することは困
難であるため、技能実習生の日本語学
習支援等を行うべきである。
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介護職種の技能実習生については、
適切に日本語能力の向上が図れるよ
う、実習実施者における標準的な日本
語学習プログラムの開発や自己学習
のためのＷＥＢコンテンツの開発な
どにより、技能実習生が自律的に学習
できる環境の整備を図ることとして
います。

○技能実習生の日本語能力を評価す
る試験として多くの試験を認めるこ

技能実習生の日本語能力を評価す
る試験については、日本語能力試験と

とが技能実習生の選択肢を増やすこ
とにもなると考えるが、日本語能力試
験、Ｊ．ＴＥＳＴ、ＮＡＴ－ＴＥＳＴ
以外に想定されている試験はあるか。
また、技能実習生の日本語能力を評価
する試験として認められるためには、
どのような手続きが必要なのか。
○民間試験の活用には賛成だが、日本
語能力試験との対応関係が明確にさ

対応関係が明確にされているか否か
を考慮することとしており、日本語能
力試験のほか、Ｊ．ＴＥＳＴ、ＮＡＴ
－ＴＥＳＴとすることを通知でお示
ししております。

れているかは、慎重に検討する必要が
ある。
○日本語能力試験などは、職場や日常
生活でのコミュニケーション能力を
評価するものではないため、介護現場
で必要な日本語能力を測る新たな試
験の作成等を検討するべきである。
○日本語能力試験Ｎ４、Ｎ３等に合格
した者でなくても、合格した者と同等
の能力があると認められれば、要件を

技能実習生の日本語能力について
は、日本語能力試験Ｎ４、Ｎ３合格レ
ベルを要件とすることによって、日本
で生活していく上で必要な日本語能
力を基本的には担保することとして
おります。なお、介護現場で必要な日
本語能力については、入国後講習や実
習実施者において行われる日本語学

満たしているものとすべきである。

習を通じて習得することとしていま
す。

日本語能力を証明する書類につい
日本語能力を証明する書類につい
ては、技能実習計画の認定の申請を行 ては、第１号技能実習については、実
った後に追完することを認めるべき 習開始の３か月前まで、第２号技能実
である。
習については、実習開始の２か月前ま
でであれば、技能実習計画の認定の申
請後に追完することを可能としてお
ります。
「設立後３年を経過していること」について（第１の１（２））
「設立後３年を経過していること」 「設立後３年を経過していること」
という要件は、法人と事業所どちらに という要件は、技能実習を行わせる事
課されるものなのか明確にすべきで 業所に課すこととしています。
ある。
入国後講習について（第１の１（３））
240 時間以上の日本語科目の講義
日本語科目の講義の時間数（240 時
と 42 時間以上の介護導入講習の講義 間以上）と介護導入講習の講義の時間
は、技能実習制度本体のルールとして 数（42 時間以上）は、技能実習制度
定められている入国後講習の時間数 本体のルールとして定められている
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（第１号技能実習の予定時間全体の 入国後講習の時間数に含まれるもの
６分の１以上）に加えて行う必要があ であり、加えて行う必要はありませ
るのか。

ん。

日本語科目と介護導入講習につい
て、想定されている「一定の教育内容
及び時間」は、技能実習計画を作成す
るに当たり、どの程度まで柔軟に変更
することが可能なのか。

講習時間数を告示上「標準として」
としている日本語科目については、教
育内容ごとの最低時間数を、別途公表
する介護職種の運用要領でご案内さ
せていただくこととしています。
介護導入講習の教育内容について
は、告示でお示している教育内容ごと
の最低時間数を満たす必要がありま
す。

日本語科目の講義の教育内容や時
日本語科目の教育内容及び時間数
間数は、どのような根拠に基づいて定 については、介護職種の技能実習生
められているのか。
は、入国時に日本語能力試験「Ｎ４」
程度、２年目は「Ｎ３」程度が要件と
されていることを踏まえ、平成 28 年
度社会福祉推進事業で実施された日
本語学習方法等の調査開発事業にお
ける有識者の議論等を参考として設
定しています。
○日本語科目の講義の総時間数は
240 時間以上とのことであるが、介護
業務を行うことを考えると、日本語の
学習は 240 時間では不十分である。実
習開始後も継続的に日本語学習を行
うことを要件とすべきである。
○技能実習生の日本語能力を確保す
るためには、政府として、来日後の合
同研修の実施など実効性のある措置
を講じるべきである。

介護職種の技能実習生については、
実習開始後も継続して日本語能力の
向上が図れるよう、実習実施者におけ
る標準的な日本語学習プログラムの
開発や自己学習のためのＷＥＢコン
テンツの開発などにより、技能実習生
が自律的に学習できる環境の整備を
図ることとしています。

日本語科目の講義について、「介護
「介護の日本語」については、実習
の日本語」等の教育内容の具体的な内 実施者における標準的な日本語学習
容を明確にすべきである。
プログラムと合わせて、教材等を提示
することを検討しています。
○日本語科目の講師、特に「介護の日
本語」の講師については、介護福祉士
等の介護現場に精通している者が担
当するべきである。
○日本語科目の講師の要件（第１の１
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「介護の日本語」は、実習に当たっ
て必要となる基礎的な介護の言葉を
学ぶもので、介護技能を学習するもの
ではないため、日本語教育の専門家が
指導することにより、効果の高い日本

（３）③）について、「その他上記と 語学習を提供できるものと考えてい
同等以上の知識及び経験を有する者」 ます。
とは、具体的にはどのような者なのか
「その他上記と同等以上の知識及
明確にすべきである。
び経験を有する者」については、「日
本語教育機関の告示基準」（法務省入
国管理局平成 28 年７月 22 日策定）第
１条第１項第 13 号と同程度の内容を
別途通知で示すこととしています。
○介護導入講習の総時間数は 42 時間
介護職種の技能実習を開始するに
以上とのことだが、初任者研修の科目 際し、介護に関する基礎的な事項を学
合計 130 時間と比べると少なく、不十 ぶという介護導入講習の趣旨を踏ま
分である。
○介護導入講習の総時間数を増やす
べきである。
○介護職員初任者研修を受講した場
合には、介護導入講習の 42 時間を免
除すべきである。

え、また、ＥＰＡ介護福祉士候補者の
介護導入研修の時間数等を考慮し、介
護導入講習の時間については 42 時間
としています。

○介護導入講習の講師の要件（第１の
介護職種の技能実習を開始するに
１（３）⑤）について、「その他上記 際し、介護に関する基礎的な事項を学
に掲げる者と同等以上の知識及び経 ぶという介護導入講習の趣旨を踏ま
験を有すると認められる者」として、 え、介護導入講習の講師については、
一定の実務経験のある介護福祉士等
を認めるべきである。
○介護導入講習の講師の要件（第１の
１（３）⑤）について、「その他上記
に掲げる者と同等以上の知識及び経
験を有すると認められる者」とは、具
体的にはどのような者なのか明確に
すべきである。

介護福祉士養成施設等での教授経験
を求めています。
「その他上記に掲げる者と同等以
上の知識及び経験を有すると認めら
れる者」の具体的内容については、別
途通知で示すこととしています。

介護導入講習について、実務者研修
技能実習制度上、入国前後の講習を
施設等の外部研修機関への講習の委 適切な第三者に委託することは可能
託を可能とすべきである。

とされています（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（平成 28 年法務
省・厚生労働省令第３号。以下「規則」
という。）第 10 条第２項第７号イ及び
ハ）。

入国前講習を行った場合の入国後
ご指摘の時間数の省略に関し、省略
講習の時間数の省略について、どのよ 可能な時間数、入国前講習の実施内容
うな内容について、どれくらいの時間 の届出様式等の具体的内容について
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数の講習を実施すれば、どれだけ省略 は、別途公表する介護職種の運用要領
することができるのか明確にするべ でご案内させていただくこととして
きである。
います。
また、入国前講習で実施した教育内
容については、どのように証明するの
か。
入国前講習における講師について
も要件を課さなければ、入国前講習の
内容の質が入国後講習で要求する水
準を満たさない可能性が生じると思
われるが、入国前講習の内容の質をど

入国前講習についても、講師要件を
設けることとしており、その具体的内
容については、別途公表する介護職種
の運用要領でご案内させていただく
こととしています。

のように担保するのか。
日本語能力試験Ｎ４合格レベルの
技能実習制度上、入国前講習を受け
者については、入国前講習の実施の有 た場合には、入国後講習の期間が短縮
無に関わらず、２か月以上の入国後講 されることとされています（規則第
習を行うべきである。
10 条第２項第７号ハ）。
また、介護職種の技能実習生につい
ては、実習開始後も継続して日本語能
力の向上が図れるよう、実習実施者に
おける標準的な日本語学習プログラ
ムの開発や自己学習のためのＷＥＢ
コンテンツの開発などにより、技能実
習生が自律的に学習できる環境の整
備を図ることとしています。
離島及び過疎地域においては、入国
技能実習制度上、認定計画に従って
後講習の講師要件について、特別な配 入国後講習を実施することが監理団
慮が必要である。
体の許可基準として定められており
（規則第 52 条第７号）、監理団体に
は、適切な第三者に委託する等して、
入国後研修を実施していただきたい
と考えています。
技能実習指導員等について（第１の２（１）、（２））
技能移転という制度趣旨を踏まえ
ると、技能実習指導員は全て介護福祉
士の資格を有する者の中から選任す
ることなどを要件とすることにより、
指導体制を強化すべきである。
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技能実習制度上、すべての技能実習
指導員は、修得等をさせようとする技
能等について５年以上の経験を有す
ること等が求められています（規則第
12 条第１項第２号）。
介護職種においては、適切な技能移
転を図るため、介護に関する専門的知
識・技能を担保することを目的とし

て、さらにそのうちの１名以上につい
て、介護福祉士資格等の資格要件を上
乗せするものとなっています。
技能実習生と他の介護職や利用者
との間でトラブルが発生することを
防ぐため、技能実習生が人間関係等の
問題に関して相談できる相談員を配
置する等の措置を講じることを要件
とすべきである。

技能実習生の生活上の相談への対
応については、技能実習制度上、事業
所ごとに技能実習生の生活の指導を
担当する生活指導員を１名以上配置
することが定められています（規則第
12 条第１項第３号）。
また、監理団体においても、技能実
習生に対する相談体制を構築するこ
とが必要です。
（規則第 52 条第 14 号）
加えて、介護職種については、業界
のガイドラインにおいて、生活指導員
が中心となって、技能実習生の実習環
境の整備に努めることを推奨してい
ます。

第１の２（１）について、「その他
看護師については、医療機関におい
同等以上の専門的知識及び技術を有 て、看護補助者による介護等の業務が
する者と認められる者」として、看護 実施されることを踏まえ、その指導を
師を想定しているとのことであるが、 行う看護師を技能実習指導員として
介護と看護では専門性が異なるため、 認めることとしています。
介護福祉士以外は認めるべきではな
い。
技能実習生を受け入れる事業所について（第１の２（３）、（４））
児童福祉法関係の施設・事業所は技
技能実習生を受け入れる事業所の
能実習生を受け入れる事業所の対象 対象については、中間まとめにおい
とすべきではない。
て、介護福祉士の国家試験の受験資格
要件において、「介護」の実務経験と
して認められる事業所から訪問系サ
ービスを除いたものとすべきと示さ
れており、これに沿って、対象となる
事業所を設定しています。
介護職が３名でサービス提供を行
うことが基本である訪問入浴介護や
監督・指導体制が整備されたサービス
付き高齢者向け住宅等において行わ
れる訪問介護については、技能実習の
対象として認めるべきである。
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訪問介護などの訪問系サービスに
ついては、中間まとめに基づき、適切
な指導体制をとることが困難である
ことに加え、利用者、技能実習生双方
の人権擁護、適切な在留管理の担保が
困難であることから、介護職種の技能

実習の対象とはしないこととしてい
ます。
夜勤等について（第１の２（５））
○技能実習生を夜勤等の業務に配置
するべきでない。
○技能実習生を夜勤等の業務に配置
する場合については、厳格な条件を課
すべきである。
○「利用者の安全の確保等のために必
要な措置を講じることとしているこ
と」について、具体的にどのような措

夜勤は、昼間と異なり少人数での勤
務となるため利用者の安全性に対す
る配慮が特に必要となるとともに、技
能実習生の心身両面への負担が大き
いことから、技能実習生を夜勤業務に
配置する際には、安全確保措置を講ず
ることが必要となります。
具体的には、技能実習生への技能・

置が必要なのか明確にするべきであ
る。

技術の移転を図るという技能実習制
度の趣旨に照らし、技能実習生が業務
を行う際には、技能実習生以外の介護
職員を指導に必要な範囲で同時に配
置することが求められるほか、業界の
ガイドラインにおいても、指導等に必
要な数の技能実習生以外の介護職員
（主として技能実習指導員）と技能実
習生の複数名で業務を行うこととし
ています。
これにより、介護報酬上は一人夜勤
が可能とされるサービスについても、
技能実習生一人による夜勤を認めな
いこととしています。

人数枠について（第１の３）
「常勤介護職員」の「常勤」の定義
「常勤介護職員」の「常勤」の定義
を明確にすべきである。
については、技能実習制度本体と同様
であり、実習実施者に継続的に雇用さ
れている職員（いわゆる正社員を意味
し、正社員と同様の就業時間で継続的
に勤務している日給月給者を含む）が
「常勤」の職員に該当します。
利用者の安全や介護サービスの質
を確保するという観点から、介護職種
については優良な実習実施者・監理団
体における受入れ人数枠の拡大を認
めるべきではない。

介護職種における優良な実習実施
者・監理団体に認められる受入れ人数
枠についても、本体制度と同様に、十
分な指導体制の確保という観点を踏
まえて設定しています。

優良な実習実施者の認定について
監理団体と異なり、介護職種の実習
は、介護職種に固有の要件は設定され 実施者が他職種の技能実習を行うこ
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ないのか。

とは基本的に想定されないため、優良
な実習実施者の認定については、介護
職種に固有の要件は設定しないこと
としています。

監理団体の法人形態について（第２の１）
介護職種に知見のない団体や介護
事業所などの運営実績がない法人が
介護職種の監理事業を行うことは介
護の質を担保する上で問題があり、介
護に関する専門性を担保するための
要件を監理団体に課すべきである。

介護職種の監理団体については、技
能実習計画の作成指導者として、介護
福祉士等の一定の専門性を有する者
を配置することを要件とすることに
よって、介護に関する一定の専門性を
担保することとしています。

外国人の技能実習の適正な実施及
介護職種の監理団体になろうとす
び技能実習生の保護に関する法律施 る法人については、商工会議所、商工
行規則第 29 条第１項第９号に定める 会、中小企業団体、職業訓練法人、公
法人（監理事業を行うことについて特 益社団法人、公益財団法人又は法人の
別の理由があり、かつ、重要事項の決
定及び業務の監査を行う適切な機関
を置いているもの）は、介護職種の受
入れはできないのか。
○社会福祉法人や医療法人等によっ
て構成される一般社団法人や一般財

目的に介護事業の発展に寄与するこ
と等が含まれる全国的な医療又は介
護に従事する事業者から構成される
団体（その支部を含む。）である必要
があります。

団法人も介護職種の監理団体として
認めるべきである。
○社会福祉法人についても、介護職種
の監理団体になることができる法人
形態として認めるべきである。
第２の１①について、「一般監理事
業に係る監理許可を受けていること」
という要件は、３年以内に監理事業を
開始した監理団体が介護職種の監理
団体に参入することを制限するもの

ご意見の趣旨も踏まえ再検討した
結果、監理事業を行う法人としての適
格性は本体制度によって担保されて
おり、かつ、介護分野の知見について
は、介護福祉士等の配置を求めること

であり、公平性を欠いている。

により担保することとしていること
から、「一般監理事業に係る監理許可
を受けていること」という要件は課さ
ないこととしました。

○第２の１①について、「当該法人の
全ての会員又は組合員が介護等の業
務及びこれに関連する業務を行う事
業者であること」とあるが、「関連す
る業務」の範囲を明確にするべきであ

「一般監理事業に係る監理許可を受
けていること」という要件を課さない
こととしたことに伴い、「当該法人の
全ての会員又は組合員が介護等の業
務及びこれに関連する業務を行う事
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る。
業者であること」という要件も課さな
○第２の１①について、「当該法人の いこととしています。
全ての会員又は組合員が介護等の業
務及びこれに関連する業務を行う事
業者であること」という要件は緩和す
るべきである。
第２の１③について、「全国的な医
療又は介護に従事する事業者から構
成される団体」はどのような法人を想
定しているのか。また、該当するかど
うかについては、具体的には何を基準

「全国的な医療又は介護に従事する
事業者から構成される団体」に該当す
る否かについては、定款や団体の構成
員、財務諸表等から総合的に判断する
こととしています。

に決まるのか。
第２の１③について、「介護事業の
医療又は社会福祉の発展に寄与す
発展に寄与すること等」の「等」には ることが含まれます。
何が含まれるのか。
医療・介護事業を行っている団体と
技能実習制度上、監理事業について
その他の監理団体が共同で監理事業 は、許可を受けた監理団体が自ら行わ
を行うことを認めるべきである。
なければなりません。ただし、入国前
後の講習を適切な第三者に委託する
ことは可能とされています（規則 10
条２項７号イ参照）。また、監理団体
が自ら責任を有した上であれば、技能
実習の実施状況の実地確認への同行
等の一部の補助的な業務を委託する
ことは認められています（法務省・厚
生労働省編「技能実習制度運用要領」
第５章第 15 節参照）。
技能実習計画の作成指導者について（第２の２（１））
第２の２（１）②における「その他
第２の２（１）②における「その他
これと同等以上の専門的知識及び技 これと同等以上の専門的知識及び技
術を有すると認められる者」として、 術を有すると認められる者」として
介護支援専門員等の介護に関連する は、一定の実務経験を有する介護支援
資格を取得しており、介護業務に従事 専門員や看護師等を認めることとし
した経験がある者を認めるべきであ ています。
る。
技能実習計画作成指導者の要件に
介護職種の技能実習計画について
ついては、他職種と同様にすべきであ は、技能移転の対象項目ごとに詳細な
る。
計画を作成することが求められるた
め、介護福祉士等の一定の専門性が認
められる者が技能実習計画の作成の
9

指導を行うことを要件としています。
技能実習計画作成指導者に求めら
技能実習計画作成指導者に求めら
れる５年間の業務経験について、介護 れる５年間の業務経験については、介
福祉士資格の取得時期との前後は問 護福祉士資格の取得時期との前後は
わないのか。
問いません。
技能実習計画作成指導者は非常勤
技能実習計画作成指導者について
役職員でもよいのか。また、実習実施 は、本体制度同様、常勤・非常勤は問
者の役職員との兼務でもよいのか。 いません。また、実習実施者の役職員
との兼務も可能です。
技能実習計画の作成の指導には、日
日本語教育については、業界のガイ
本語教育の専門家も関わるべきであ ドラインにおいて、実習実施者に日本
る。

語教育の専門家を配置することが難
しい場合については、監理団体が日本
語教育の専門家による定期巡回・相談
を行うことを推奨しています。

同等業務従事経験等について（その他参考）【６件】
いただいたご意見につきましては、今後の施策の参考とさせていただきま
す。
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