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介護人材育成・送出・受入プログラム「茨城県コース」第２期 

募集要項 
 

１．目的 

茨城県とベトナム・ロンアン省間で締結した協力覚書に基づき、ベトナム・ロンアン省において育成

した介護技能実習生を県内介護施設が受け入れ、介護人材を育成する「茨城県コース」を設置します。

なお、「茨城県コース」は、ベトナムでの１年間の日本語教育等の研修、及び来日後の３年間の介護技

能実習等で構成されています。 

本募集要項に基づき、ベトナムにおいて１年間の日本語教育等を修了した技能実習生を受け入れる

茨城県内の介護施設を募集します。 

  ロンアン省と連携し、継続的に技能実習生を茨城県内の介護施設が受け入れ、受け入れた介護施設

が主体となって介護人材を育成し、希望者には介護福祉士の資格取得までサポートすることで、本県に

おける外国人介護人材の確保、県内介護施設の発展、将来的にベトナムで活躍する介護従事者の育成、

多文化共生及び相互理解の促進、ひいては外国人介護人材に選ばれる茨城県づくりを目指します。 

 

２．「茨城県コース」における教育課程について 

（１）教育方針 

  「茨城県コース」は、県内における介護従事者の不足を補うことのみを目的とするのでなく、「茨城

県コース」修了者が茨城県内の介護事業所の実習を通じ、高齢化先進国における日本の介護ノウハウを

本県で学んでもらうことを狙いとしています。このため、技能実習生として県内施設への着任後、介護

技能習得に向けた実習の実施に加え、技能実習修了後も引き続き茨城県及びベトナムにおいて、介護業

界で活躍する介護従事者としての人間形成、日本語能力と介護技能の習得を目指します。 

 

（２）教育方法 

 ①ロンアン省及びロンアン省が指定する教育機関が提供する日本語学習プログラムを、ロンアン省又

は当該教育機関が有する施設において、ベトナム人技能実習候補生が約１年間にわたり受講します。

ベトナムにおける本研修中に、日本語能力試験Ｎ４の合格及びＮ３相当の日本語能力を取得します。 

②さらに、本県が独自に提供する茨城県概論、就労制度等に関する研修を現地への講師派遣またはオン

ライン等により実施します。当研修は、茨城県労働政策課及び茨城県外国人材支援センター等が担当

し、技能実習候補生が茨城県で生活を送るうえで必要な知識の習得を目指します。 

③加えて、ベトナムでの研修期間中に、「茨城県コース」に在籍する技能実習候補生と彼らの受入れを

希望する介護施設との交流を行います。技能実習候補生の不安解消と茨城県内での円滑な実習の開

始、相互理解の促進、モチベーションの維持等に向けたきめ細かなケアも併せて行います。当交流機

会の提供は、茨城県福祉政策課が担当します。 

④技能実習生が来日した後は、「茨城県コース」に採択された各介護施設が主体となって、技能実習生

が介護に関する技術及び知識を修得・習熟・熟達し技能評価試験に合格できるよう、実習を実施しま

す。 
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３．「茨城県コース」の修了目標  

・県内の介護施設において技能実習を修了するまでに、日本語能力試験Ｎ２（同程度の試験を含む）に

合格していること。 

・日常生活を送るうえで必要なコミュニケーション力の習得していること。 

・介護人材として、介護に関する基礎的知識・技能を理解し、実践できること。 

・介護技能実習修了後も、引き続き介護従事者として介護に関する業務に従事しようとする意志を有

していること。 

・介護技能実習修了後に、特定技能または介護福祉士として、介護業界に従事する選択肢があることに

ついて理解していること。 

 

【学習内容概要及びスケジュール（目安）】 

ア 日本語教育（ベトナム国内で実施） 

月 1月目 2月目 3月目 4月目 5月目 6月目 7月目 8月目 9月目 10月目 11月目 12月目 

日本語 
日本語入門（ひらがな、カタカナ、あいさつ、

基本的文法、基本的語彙、自己紹介練習） 

実践日本語（応用文法・語彙、聴解特訓、会話

指導、現場の日本語・専門用語） 

日本語 

能力試験 

 
Ｎ4取得 

 Ｎ3レベル 

相当に到達 

マナー・ 

マインド 

社会人の基本所作と意識（規則

遵守、挨拶、御礼、お詫び、「自

学」の意識、義務と権利） 

社会における信頼構築（指示

の受け方、報告・連絡・相談、

確認、ミスを認め改善するこ

と、勤勉・忍耐） 

日本での絆づくり（感謝、礼儀

と節度、共同生活と互いの尊

重、生活上の注意事項、法律と

ルールの順守） 

キャリ

ア・目標

意識 

目標志向への手引き（なぜ茨城

に行くのか、学習目標設定、タ

イムマネジメント、改善のメリ

ット） 

目標意識の実践（介護事業所

が実習生に求めることの理

解、「社会人」・「家族人」の理

解） 

計画のブラッシュアップ（技

能実習開始後の目標と計画の

設定） 

 

イ 介護教育（ベトナム国内で実施） 

月 10月目 11月目 12月目 

介護の基本 

介護の基本（介護の考え方、介護事故の予防、感染症の予防、健康管理、人間の

体、老化（体の変化・病気と症状）、障害、認知症、コミュニケーションの基本、

利用者・職員とのコミュニケーション） 

移動の介護、食事の介護、排泄の介護、衣服の着脱（身じたくの介護）、入浴・

身体の清潔の介護 
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受入介護施設 

との交流 

受入施設紹介（介護施設及び職員の一日、入国後に技能実習生が行う主な業務

等）、受入施設で働く職員との意見交換 

   

ウ 茨城県概論等（ベトナム国内で実施） 

月 10月目 11月目 12月目 

日本・茨城県概論 日本の文化・生活、茨城県紹介  

制度論概要 生活・就労する上で遵守すべき制度、日本の就労制度 

その他 各種相談窓口の案内、介護人材としてのキャリア教育 

 

エ 実習前講習（来日後に実施） 

月 1月目 

介護講習 
介護の基本、移動・食事・排泄の介護、衣服の着脱の介護、入浴・身体の清潔の

介護、コミュニケーション法 

日本語 発声練習、介護の日本語、プレゼンテーション 

生活・礼節・ 

法令等 

掃除、挨拶、衛生管理、整理整頓、入管法・労働関係法研修、交通・生活安全教

育、防災訓練 

   

オ 介護技能実習等（来日後に実施） 

年 1年目 2年目～3年目 

介護技能 

技能評価試験(初級試験)で求められるレ

ベルの介護技能及び知識 

人間の尊厳と自立支援、コミュニケーショ

ン、社会と生活、こころとからだのしくみ

等の初歩的な知識 

身じたく、移動、食事、入浴・清潔保持、

排泄の介護に関する初歩的な知識・技能 

身体介護以外の支援、使用する用品等に関

する知識、安全衛生業務に関する知識・技

能 

技能評価試験(専門試験)で求められるレ

ベルの介護技能及び知識 

人間の尊厳と自立支援、コミュニケーショ

ンの一般的な知識 

社会と生活の基礎的な知識、 

こころとからだのしくみ等の初歩的な知

識 

身じたく、移動、食事、入浴・清潔保持、

排泄の介護に関する基礎的な知識・技能 

身体介護以外の支援、使用する用品等に関

する基礎的な知識 

安全衛生業務に関する知識・技能 

日本語 Ｎ３取得目標 Ｎ２取得目標 

 

４．「茨城県コース」への参加者の募集について 

（１）ベトナム人技能実習生の受入れを希望する介護施設 

①募集施設数 

  ４～５施設程度 
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※１施設の受入れ人数２名～４名 

※本コースにおいて受入れる技能実習生の定員は、１０名程度を想定 

 

 ②募集期間 

  令和４年８月５日（金）～令和４年９月２日（金） 

  

③応募要件 

  ア 技能実習を行わせる施設・事業所が、茨城県内にあり、開設後３年以上経過していること。 

  イ 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。 

  ウ 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者その他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であること。 

  エ 技能実習を行わせる施設・事業所が、介護等の業務を行うものであること。 

  オ 技能実習生を、利用者の居宅において介護サービスを提供する業務に従事させないこと。 

  カ 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行

わせる場合は、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。 

  キ 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等、技能実習生に係る法律 

等を遵守すること。 

  ク 技能実習生への報酬額が月額２０万（手取り額１４万円）以上であること。 

ケ モデル施設としての事例発表などに協力することができること。 

コ 施設・事業所が主体的に日本語や介護技能等の学習時間を確保すること。 

サ 県が主催する「茨城県コース」採択施設向け研修会等への参加をはじめ、県の取り組みに協力的

なこと。 

  

④費用負担 

  本コースに参加し、ベトナムからの介護技能実習の受入れを希望する介護事業所は、受け入れる技

能実習生１人につき、初期費用及び技能実習生の監理費（入国までに発生する事前費用、入国後の実習

開始前講習費用及び実習開始後１年間の監理費含む）として、約 105万円を、ロンアン省が指定する送

出機関から技能実習生を受け入れる監理団体等にお支払いいただきます。なお２年目及び３年目は毎

月約 3 万 5 千円を当該監理団体にお支払いいただきます。その他、技能実習生 1 人につき、給与額面

20万円／月（手取り 14万円／月）以上をお支払いいただきます。 

  また、受入後の介護技能実習、日本語学習等の費用については、各受入施設の費用負担になります。 

  その他、技能検定料や技能実習１号から２号への変更に必要な資格変更申請料等が、その都度発生

いたします。 

 

 ⑤応募方法 

ア 提出書類 

   以下の提出書類を作成の上、「⑧ 提出期限及び提出先」の提出先へ送付してください。なお、提出

された申請書等は返却できませんので、ご了承ください。 
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・申請書（様式第１号） 

・誓約書（様式第２号） 

・決算書（直近３期分の貸借対照表及び損益計算書） 

・法人概要書（会社の基本情報（会社名、所在地、代表者名、資本金、創業年、連絡先等）が記載さ

れている書類やパンフレットでも可） 

・法人登記簿謄本（発行からから３ヶ月以内のもの） 

・茨城県税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明書（発行から３ヶ月以内のもの） 

 

⑥個人情報及び事業者情報の保護 

本事業への提出書類により取得した個人情報及び事業者情報については、以下の利用目的以外に利

用することはありません。 

・本事業における審査・選定・事業管理のため 

・本事業に係る事務連絡、資料送付、効果分析等のため 

 

⑦申請書等の様式の入手方法 

申請書等の関係書類は、茨城県産業戦略部労働政策課及び福祉部福祉政策課のホームページからダ

ウンロードすることができます。 

産業戦略部労働政策課ＨＰ： 

https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/gaikokujin/ibarakikencourse.html 

福祉部福祉政策課ＨＰ： 

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/jinzaikakuho/20220805.html 

 

⑧提出期限及び提出先 

本募集要項に従って、申請書５部（正１部、副４部）を作成し、以下の提出期限までに郵送又は持参

により提出してください。 

ア 提出期限 

令和４年９月２日（金）  

イ 提出先 

住所 〒３１０－８５５５ 茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

      茨城県福祉部福祉政策課福祉人材確保室  

   TEL  ０２９－３０１－３１９７ 

   【持参の場合】 

   受付時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時までです。（土日・祝日・年末年始

は除く） 

   来訪日時をあらかじめ電話で連絡してください。 

   【郵送の場合】 

   郵送により提出する場合は、一般書留又は簡易書留により送付してください。封筒には「茨城県コ

ース申請書在中」を朱書きしてください。 

https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/gaikokujin/ibarakikencourse.html
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⑨選定について 

ア 審査方法 

審査の際は、以下の観点から総合的に評価を行います。 

・施設・事業所の職員が技能実習生制度を理解し、技能実習生を歓迎して受け入れることができること。 

・施設・事業所が主体的に、日本語や介護技能等の学習時間を確保するなど、受け入れた技能実習生の 

育成方針があること。 

 ・報酬や住居（宿泊施設）など、施設・事業所による技能実習生に対する支援内容が充実していること。 

・技能実習責任者などの、技能実習生を指導・育成等するための責任者が明確となっており、問題等が 

発生した場合、迅速な対応ができること。 

 ・技能実習生を受け入れることによって、職場環境改善や外国人材の受入促進等につなげる意思がある 

こと。 

・実習修了後も、他在留資格において、当該ベトナム人を継続して雇用する職場環境や体制等が整って 

いること。 

・県が主催する「茨城県コース」採択施設向け研修会等への参加をはじめ、県の取り組みに協力的なこと。 

・ロンアン省が指定する送出機関及び当該送出機関が送出しする技能実習候補生を受け入れる監理団体

同行のもと、実地調査を行う場合があります。また、追加資料の提出をお願いする場合があります。 

イ 審査結果 

審査結果については、書面により通知します。審査は非公開で行い、経過や結果等に関する問い合わ

せには応じられませんのであらかじめご了承ください。 

 

⑩留意事項 

ア 本事業は、事業者に対して、費用を直接補助するものではありません。 

イ 正当な理由がない限り、本コースに採択された介護施設は、途中で採択取りやめの申請をすること

はできません。途中で採択取りやめる場合には、違約金をお支払いいただくことがあります。 

ウ 本事業における取組結果については、事例の発信を目的とした事例集掲載や、成果事例発表会へ

の参加、ホームページへの公開等にご協力いただきます。 

エ 在日外国公館や外国人材の送出機関、マスコミ等の視察にご協力いただく場合があります。 

オ 法令違反や不法就労助長、応募書類に虚偽のあることが判明した場合など、支援が不適当であると

判断した場合は、その事実が判明した日をもって支援を取り止めさせていただきます。 

 

⑪注意事項 

  茨城県コースに採択されたとしても、必ずしも希望する技能実習候補生の人数を採用できるとは限

らないことをご承知おき下さい。技能実習候補生が茨城県コースに採択された介護施設で実習を行う

か否かは、技能実習候補生本人との面接等により本人の意向を踏まえ、決定いたします。 

 

【参考】介護人材を目指すため、介護技能実習生として来県するベトナム人 

 ※ロンアン省及びロンアン省が指定する教育機関が、茨城県コースに参加する介護人材を目指すベト
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ナム人を募集・選定いたします。 

 ⑫応募資格 

 ア 高校を卒業し、１８歳以上であること。 

 イ 技能実習制度及び茨城県コースの趣旨を理解して、技能実習を行おうとする者であること。 

ウ 茨城県内の介護施設・事業所において、３年の技能実習を行う意思があること。 

エ ３年の技能実習修了後に、特定技能または介護（介護福祉士資格の取得）の在留資格により、茨城

県内において継続して介護業務に従事するか、または帰国して修得した介護技能等を生かせる業務

に従事する意思があること。 

 オ 入国後１年以内に日本語能力試験３級合格を目指し、日本語学習に熱心に取り組む意思があるこ

と。 

 

５．「茨城県コース」における技能実習生受入れ介護施設への支援内容 

（１）茨城県外国人材支援センターによる伴走型サポートの実施 

社内規則・制度設計、技能実習候補生面接時の同席、資料等の翻訳、介護技能実習生受入れモデル

事業所への視察等に係る各種調整 

 

（２）専門家の派遣（原則５回まで） 

行政書士、社会保険労務士、外国人材に知見のあるコンサルタント等 

 

（３）ベトナムでの現地視察サポート 

ロンアン省との調整による現地視察アレンジ、同行サポート、通訳手配 

 

（４）介護技能実習候補生との定期的なコミュニケーションの機会提供 

ロンアン省が指定する現地教育機関と連携し、オンラインによる面談をセッティング 

 

（５）ロンアン省が指定する送出機関から技能実習候補生を受け入れる監理団体と連携した定期的な巡

回指導 

 

（６）日本語学習支援 e-ラーニングシステムの提供 

 

（７）茨城県福祉政策課による日本語や介護技能向上を目的とした集合研修等の実施や資格等取得のた

めの支援 

 

（８）実習修了後、母国での再就職を希望する場合の各種支援 

 

６．スケジュール 

（１）審査スケジュール（予定） 

令和４年８月上旬       募集開始 
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令和４年９月上旬       応募締切 

令和４年９月中旬～１０月上旬 書類選考・実施調査 

令和４年１０月中旬      選定委員会による審査 

令和４年１０月下旬      採択・不採択の通知発送 

 

（２）採択後のスケジュール 

（新型コロナウイルス感染状況や現地の日本語教育の状況により変更となる可能性があります） 

 令和４年１１月       ロンアン省職員・技能実習候補生向け採択介護事業所のオンライン視察 

令和４年１２月      「茨城県コース」採択介護施設と技能実習候補生との面接 

             （オンライン面接も可能ですが、現地で面接することを推奨します） 

 令和５年 ８月       日本入国、及び入国後研修の実施 

 令和５年１０月       介護施設での技能実習開始 

 

７．お問い合わせ先 

＜茨城県コースの内容、ロンアン省との連携、労働政策課による支援内容等について＞ 

茨城県産業戦略部労働政策課 担当：高野（０２９－３０１－３６４５） 

＜技能実習生受入介護事業所の要件、審査基準、介護技能実習、福祉政策課による支援内容等について＞ 

 茨城県福祉部福祉政策課   担当：鈴木（０２９－３０１－３１９７） 

 

 


