
長崎県 長寿社会課介護人材確保推進班

県が実施する外国人介護人材
の活用に関する取組について



長崎県における介護人材の状況

【県内介護職員の需要と供給の差（需給ギャップ）】

2019年
（令和元年）

2023年
（令和５年）

2025年
（令和７年）

需要推計 28,836人 30,675人 31,804人

供給推計 28,836人 29,486人 29,726人

需給ギャップ 0人 1,189人 2,078人

 2025年には、約2,100人の人材不足が見込まれており、
介護職員の確保や定着が喫緊の課題

令和３年３月 長崎県長寿社会課推計

【ハローワークにおける県内の有効求人倍率の状況】

2019年(R1) 2020年(R2) 2021年(R3)

介護サービス 2.60倍 2.24倍 2.47倍

全職業 1.08倍 0.87倍 1.10倍

 有効求人倍率が２倍以上であり、人材確保が困難な状況



厚生労働省ホームページより



県で実施し
ている取組

1. ベトナムの大学との覚書に基づく

外国人介護人材受入

2. 外国人介護人材への研修事業

3. 介護福祉士修学資金等貸付事業



技能実習生受入関係図

長崎県

覚書の締結

ベトナムの大学

連携受入れ先
の募集 学生

（卒業生）

日本語
介護技能・専門用語

の教育

契約

長崎県及び介護施設のＰＲ

【技能実習として入国】

加入

介護施設 監理団体

１．ベトナムの大学との覚書に基づく外国人介護人材受入

日本語教育機関
（QK日本語学校）送出機関

入国手続等の支援

連携

※

※送出機関兼日本語教育機関の場合もあります。



１．ベトナムの大学との覚書に基づく外国人介護人材受入

令和3年1月21日（木）
クァンナム医療短期大学との覚書締結

令和2年11月20日（金）
ドンア大学との覚書締結

令和2年度の取組
ベトナム国の大学から優秀な人材を長崎県に派遣してもらうため、
「介護分野における協力に関する覚書」を締結。



１．ベトナムの大学との覚書に基づく外国人介護人材受入
令和4年度の取組

新たに、ベトナムの「ダナンフォンドン短期大学」との覚書を締結

令和５年１月１２日(木) 左：ダナンフォンドン短期大学学長 ファン・クァン・スン
右：長崎県福祉保健部長 寺原 朋裕



１．ベトナムの大学との覚書に基づく外国人介護人材受入

①県が行う「受入事業所の募集」に応募

応募条件
①介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護事業所
②国が定めた「対象施設」であること
③大学からの以下の受入条件を満たしていること
・月額手取給与が13.5万円以上(※1)

・住居費は事業者負担(※2)

④監理団体と契約している(※3)

⑤期限までに応募書類を提出できること。
※1：賞与を含めた月平均額
※2：食費、水道光熱費等は実習生負担
※3：面談会(R5.3月頃)までに契約していること

受入までの流れ

①県が行う「受入事業所の
募集」に応募

↓
②オンライン面談会に参加

↓
③マッチング成立

↓
④受入体制の整備

↓
⑤入国 及び
監理団体における入国後
研修(約1ヶ月)の実施

↓
⑥事業所での受入

条件を満たした事業所の情報（PRシート）を
面談会に参加する学生に提供

参加する学生が面談したい事業所を希望し、面談の実施
※学生が面談を希望しない可能性もあります。



１．ベトナムの大学との覚書に基づく外国人介護人材受入
対象施設【介護福祉士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る施設のうち、現行制度において存在するものについて、訪問介護等の
訪問系サービスを対象外とした形で整理をしたもの】（太字：対象　下線：一部対象　灰色：対象外又は現行制度において存在しない。）

児童福祉法関係の施設・事業 生活サポート 指定介護予防訪問入浴介護
知的障害児施設 経過的デイサービス事業 指定認知症対応型共同生活介護
自閉症児施設 訪問入浴サービス 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
知的障害児通園施設 地域活動支援センター 介護老人保健施設
盲児施設 指定通所リハビリテーション
ろうあ児施設 指定介護予防通所リハビリテーション
難聴幼児通園施設 指定短期入所療養介護
肢体不自由児施設 指定介護予防短期入所療養介護
肢体不自由児通園施設 指定特定施設入居者生活介護
肢体不自由児療護施設 指定介護予防特定施設入居者生活介護
重症心身障害児施設 居宅介護 指定地域密着型特定施設入居者生活介護
重症心身障害児（者）通園事業 重度訪問介護 サービス付き高齢者向け住宅※３

行動援護 第1号訪問事業
同行援護 指定訪問介護
外出介護（平成18年9月までの事業） 指定介護予防訪問介護
移動支援事業 指定夜間対応型訪問介護
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

児童発達支援 第1号通所事業 生活保護法関係の施設
放課後等デイサービス 老人デイサービスセンター 救護施設
障害児入所施設 指定通所介護（指定療養通所介護を含む） 更生施設
児童発達支援センター 指定地域密着型通所介護 その他の社会福祉施設等
保育所等訪問支援 指定介護予防通所介護 地域福祉センター
障害者総合支援法関係の施設・事業 指定認知症対応型通所介護 隣保館デイサービス事業
障害者デイサービス事業（平成18年9月までの事業） 指定介護予防認知症対応型通所介護 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設
短期入所 老人短期入所施設 ハンセン病療養所
障害者支援施設 指定短期入所生活介護 原子爆弾被爆者養護ホーム
療養介護 指定介護予防短期入所生活介護 原子爆弾被爆者デイサービス事業
生活介護 養護老人ホーム※1 原子爆弾被爆者ショートステイ事業
児童デイサービス 特別養護老人ホーム（指定介護老人福祉施設） 労災特別介護施設
共同生活介護（ケアホーム） 軽費老人ホーム※1 原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業
共同生活援助（グループホーム） ケアハウス※1
自立訓練 有料老人ホーム※1
就労移行支援 指定小規模多機能型居宅介護※2 病院又は診療所
就労継続支援 指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2 病院

指定複合型サービス※2 診療所
指定訪問入浴介護

福祉ホーム
身体障害者自立支援 ※２ 訪問系サービスに従事することは除く。
日中一時支援 ※３ 有料老人ホームに該当する場合は、有料老人ホームとして要件を満たす施設を対象とする。

出典：技能実習「介護」における固有要件について
厚生労働省社会・援護局

知的障害者援護施設（知的障害者更生施設・知的障害者

授産施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉工場）

家政婦紹介所（個人の家庭において、介護等の業務を行

なう場合に限る）

※１ 特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。）、介護予防特定施設入居者

生活介護（外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。）、地域密着型特定施設入居者生活介護

（外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。）を行う施設を対象とする。

身体障害者更生援護施設（身体障害者更生施設・身体障

害者療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工

場）

精神障害者社会復帰施設（精神障害者生活訓練施設・精

神障害者授産施設・精神障害者福祉工場）
在宅重度障害者通所援護事業（日本身体障害者団体連合

会から助成を受けている期間に限る）
知的障害者通所援護事業（全日本手をつなぐ育成会から

助成を受けている期間に限る）

肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受

けた指定医療機関（国立高度専門医療研究センター及

び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関で

あって厚生労働大臣の指定するもの）



１．ベトナムの大学との覚書に基づく外国人介護人材受入

③オンライン面談会に参加

令和3年度：2回実施（R3.8、10）
【結果】

4名/3事業所（長崎市：1事業所、五島市：2事業所）
令和4年度：1回実施（R4.8）
【結果】

2名/1事業所（小値賀町：1事業所）
令和4年度第2回面談会を3月に開催予定

受入までの流れ

①県が行う「受入事業所の
募集」に応募

↓
②オンライン面談会に参加

↓
③マッチング成立

↓
④受入体制の整備

↓
⑤入国 及び
監理団体における入国後
研修(約1ヶ月)の実施

↓
⑥事業所での受入

令和４年度
第１回オンライン
面談会の様子



１．ベトナムの大学との覚書に基づく外国人介護人材受入

⑤受入体制の整備

・技能実習責任者、技能実習指導員、
生活指導員の配置

・宿舎の整備
・日本語教育体制の整備
・職員への周知 など

⑥入国及び監理団体による入国後研修の実施

入国後、監理団体による約1ヶ月間の研修が行わ
れます。

⑦事業所での受入

入国後研修修了後、事業所に技能実習生が配属
されます。

受入までの流れ

①県が行う「受入事業所の
募集」に応募

↓
②オンライン面談会に参加

↓
③マッチング成立

↓
④受入体制の整備

↓
⑤入国 及び
監理団体における入国後
研修(約1ヶ月)の実施

↓
⑥事業所での受入



技能実習生（第1期生）との意見交換会
日時：令和4年11月7日(月) 10:00～10:30
場所：長崎県庁行政棟3階307会議室
参加者：長崎県福祉保健部長、長寿社会課長

技能実習生（第1期生）：4名

集合写真



＜初期経費＞
①協同組合（監理団体）の入会（出資）金
②協同組合（監理団体）の年会費
③JITCO幇助会員会費 など
※資本金により異なります。

＜入国後経費＞
①入国後講習
②入国後講習手当
③監理費用（送出機関管理費含む）
④入国後健康診断費
⑤実習生保険料
⑥技能検定・更新手数料
⑦日本語検定試験料
⑧受入後の日本語・介護技術研修費
⑨給与
⑩居住費
⑪実習生帰国渡航費 など

＜入国前経費＞
①日本語等教育経費
②入国前健康診断費
③実習生入国渡航費
④書類作成及び申請手数料 など

（注意）項目については、目安を示したもので、加入する監理団体により費用は異なりますので、実際
の受入にあたっては、監理団体にご確認願います。

１．ベトナムの大学との覚書に基づく外国人介護人材受入

技能実習にかかる主な経費

＜入国前経費＞①日本語等教育費用
①日本語（N4）教育・・・6～8ヵ月（15万円）
②日本語（N3）＋介護ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ及び専門用語学習･･･4～5ヵ月（追加で5万円）



１．ベトナムの大学との覚書に基づく外国人介護人材受入

R4年度第2回マッチングにおける事業所の募集

１．募集期間 令和4年12月～令和5年1月31日(火)

２．受入要件（必須）
①介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護事業所
②国が定めた「対象施設」であること
③大学からの以下の受入条件を満たしていること
・月額手取給与が13.5万円以上(※1)

・住居費は事業者負担(※2)

④監理団体と契約している(※3)

⑤期限までに応募書類を提出できること。
※1：賞与を含めた月平均額
※2：食費、水道光熱費等は実習生負担
※3：面談会(R5.3月頃)までに契約していること

３．予定スケジュール
令和5年3月頃 オンライン面談会の開催・マッチングの実施

9月頃 来日・入国後研修の実施
10月頃～ 実習開始



QK日本語学校の紹介
📨

🏢

www.fb.com/qkstudy.vnjp

tuvanquykhanh@gmail.com

No. 140-30/4 St, HAI CHAU,

DA NANG City, VIETNAM

人材支援事業
日本への留学や就労を希望する学生の支援

日本語教育事業
特別日本語コース、ヒジネ゙スコース、IT コース、
N5-N1 日本語能力試験への強化コースなど

進出企業サホー゚ト事業
翻訳・通訳業務、
会社設立等の手続き代行業務など

1

2

3

GO FOR YOUR GOAL









外国人介護人材確保・定着への取組
 2. 外国人介護人材への研修事業【技能実習生・特定技能外国人への支援】

長崎県内の事業所にいる外国人介護人材対象のオンライン日本語研修

○対象者：技能実習1号・2号、特定技能1号

 3. 介護福祉士修学資金等貸付事業【留学生への支援】

県内の介護福祉士養成施設に入学する留学生に対する修学資金の貸付

○対象経費及び金額

※入学準備金・就職準備金は、期間内に1回のみ貸付(他は正規の修学期間(2～4年))

長崎県内の介護事業所において介護福祉士として介護業務等に5年間（過疎地等の場
合は3年間）継続して従事したときには、貸付金全額の返還が免除となる。

学費 入学準備金 就職準備金 国家試験対策費

年間60万円以内 20万円以内※ 20万円以内※ 年間4万円以内

①日本語レベル別研修
N4～N2の3レベルごと
にクラスを編成し、
Zoomなどで日本語教員
が授業を実施します！

②オンデマンド研修
オンライン上の日本語教育コンテ
ンツで、スマホがあれば、いつで
も日本語学習ができます！
（現在のコンテンツ数：107）

事業所は、
連帯保証人
として支援


