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特定技能創設に伴い大きく変わる
外国人介護人材受け入れ制度の比較分析と
多様な制度活用の新たな人事戦略を探る

特定技能創設に伴い大きく変わる
外国人介護人材受け入れ制度の比較分析と
多様な制度活用の新たな人事戦略を探る

拡大した外国人材受け入れ制度（ＥＰＡ・留学生・技能実習生・特定技能）の選択と活用策とは・・・
特定技能導入に伴い介護分野の従来の留学生や技能実習生への影響と特定技能活用の可能性を探る！！

～特定技能創設に伴い14業種の労働市場を海外に開放！！創設された特定技能がアジア圏の人材獲得競争にもたらすもの～

　介護留学・介護インターンシップと外国人介護人材フォーラム　介護留学・介護インターンシップと外国人介護人材フォーラム

　特定技能施行と外国人材雇用シンポジウム　特定技能施行と外国人材雇用シンポジウム

　外国人介護人材受け入れ事業者大会　外国人介護人材受け入れ事業者大会■■

■■

■■

平成31年3月3日㈰開催日

平成31年3月2日㈯開催日

会　場 全国町村会館 (2Fホール)
東京都千代田区永田町1丁目11-35　TEL 03-3581-0471

会　場 全国町村会館 (2Fホール)
東京都千代田区永田町1丁目11-35　TEL 03-3581-0471

　深刻な人手不足を打開するために政府が重要法案として、昨年１２月８日に成立した入管法（特定技能創設）は、基本方針・運用方針・総合的対
応策が１2月25日に閣議決定され、法務省を中心に14業種の省庁が4月1日の施行に向け、政省令の交付のための準備が進められています。政府は、
施行後5年間に14業種で合わせて上限34.5万人の外国人労働者を受け入れる計画ですが、中でも危機的な状況にある介護分野においては最も多
い５～6万人の受け入れとなりました。そこで、当会では、「外国人介護人材特別企画」として、次の3企画を同時開催する運びになりました。3月2日午後
には、海外に拠点を置き外国人介護人材の受け入れを積極的に行っている先進法人の取り組み実践事例を学ぶ「外国人介護人材受け入れ事業者
大会」、翌日の3月3日午前には、永続的な勤務が可能になる在留資格「介護」をめざし、留学生の受け入れや海外の大学との単位交換と職場のマッチ
ングのためのインターンシップの取り組みを学ぶ「介護留学・介護インターンシップと外国人介護人材フォーラム」、そして同日、3月3日午後には、4月1日施
行される特定技能制度の政省令の詳細解説と運用における特定技能所属機関や登録支援機関の在り方に関する議論を深める「特定技能創設と
外国人材雇用シンポジウム」を同時期に開催いたします。どうぞ、この機会に皆様方多数のご参加をお待ち申し上げます。

開催のご案内
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いよいよ改正入管法4月1日施行！！　

〒104-0061　東京都中央区銀座7-2-22　銀座同和ビル2F
TEL：03-6228-5995   FAX：03-6228-5996   E-mail：info@hifsk.co.jp

2017年の新春を迎え、中医協や介護給付費分科会ではいよいよ２０２５年改革シナリオのターニングポイントである2018年診療・介護報酬同時
改定の議論が、急ピッチで進められます。しかし、安倍政権 では、増え続ける政府債務残高に対応すべく、2020年のプライマリーバランス黒字
化に向けて、経済・財政の一体改革工程表に沿って社会保障費給付抑制を本丸とする歳出削減を進めております。特に今回、消費税増税先
送りにより、改定における財源不足が指摘されております。このように厳しい改定の中で、老健施設においては、過去一貫して行われている在宅
復帰・在宅療養支援機能の強化策がさらに進められ、従来型老健施設の基本報酬のさらなる引き下げが心配されます。１８年同時改定では前
回に続き急性期から生活期リハビリの見直しがなされ、老健施設のリハ機能の拡充強化が焦点となることが予想されます。本シンポジウムでは、
２０１８年同時改定をズバリ展望いただくと共に、老健施設の機能を生かしたアセスメントステイの取り組みや１８年同時改定で創設が期待され
る新型多機能サービス（仮称）の事業化について解説。シンポジウムでは18年改定でアウトカムが求められる老健施設のリハビリの拡充強化策
について大いに討論いただきます。どうぞ、老健施設の将来と新たな経営戦略を考えられる皆様方多数のご参加をお待ち申し上げます。
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研究
集会

迫りくる本格的な“介護人材危機”に向けた
先進事業者の外国人介護人材活用の人事戦略

アジア圏の外国人介護人材獲得競争に“先手必勝”で挑む先進事業者の事業構想と人事戦略とは・・・アジア圏の外国人介護人材獲得競争に“先手必勝”で挑む先進事業者の事業構想と人事戦略とは・・・

我が国は2025年に37万人の介護人材不足と公表されているが、実際には50～90万人が不足するともいわれており、介護人材不足は極めて深刻！！
　入管法改正で多様化する外国人材の受け入れ制度、送出機関、監理団体の効果的な選定から採用・教育・定着・生活支援の具体策を解説指導！！
我が国は2025年に37万人の介護人材不足と公表されているが、実際には50～90万人が不足するともいわれており、介護人材不足は極めて深刻！！

　入管法改正で多様化する外国人材の受け入れ制度、送出機関、監理団体の効果的な選定から採用・教育・定着・生活支援の具体策を解説指導！！

～ＥＰＡ・介護留学生・介護技能実習生に加え特定技能が創設され
　　　　　　　変わる外国人介護人材受け入れのスキームに果敢に対応する先進事業者の実践に学ぶ～

 

平成31年 PM1:00～PM6：003月2日㈯開催日

HMS会員（法人・個人・購読・メール） （税込）
一般（非会員） （税込）

※参加料には、
　資料・コーヒー代を含みます。参加料

12,960円
19,440円

外国人介護人材受け入れ事業者大会外国人介護人材受け入れ事業者大会“介護人材危機”を克服する“介護人材危機”を克服する

会　場 全国町村会館
東京都千代田区永田町1丁目11-35　TEL 03-3581-0471

社会医療法人愛仁会 高槻地区事業統括部長
社会医療法人愛仁会 介護福祉事業統括部長
社会福祉法人愛和会  本部統括部長

坪　茂典 氏

のぞみグループ
代表

甘利　庸子 氏

つしま医療福祉グループ　
代表

対馬　徳昭 氏

関西医療介護協同組合 事務局長
JVMCHR社 アドバイザー 

朝賀　洋史 氏

社会福祉法人 青森社会福祉振興団
専務理事

中山　辰巳 氏

保健・医療・福祉サービス研究会　
代表

田中 優至 氏

PM0:55▶

Ⅰ． のぞみグループにおける外国人介護人材確保の事業構想と人事戦略
～海外介護士育成協議会、介護施設協同組合設立の経緯とベトナムにおけるJAICAの取り組み～

Ⅱ． 青山メディカルグループにおける留学生・技能実習生・特定技能に対応したビジョンと戦略
～ベトナム現地法人JVMCHR設立から介護留学生200名以上の養成・受け入れ・生活支援の取り組みの実際～

Ⅲ． 愛仁会グループにおける日・越ヘルスケアブリッジとAPSコンソーシアムの取り組み
～職員数12,000人（愛仁会・ペガサス・生長会）で挑む外国人介護人材の養成・受け入れ・還流システム～

Ⅳ． 社福）青森社会福祉振興団におけるベトナムフエにおける外国人介護人材養成と今後の事業戦略
～ＥＰＡ受け入れから、現地における日本語・日本式介護教育の取り組みと社会福祉法人が作る監理団体の事業構想～

Ⅴ． つしま医療福祉グループにおける外国人介護人材受け入れ構想とその取り組みの実際
～深刻な介護人材不足に対応し、本格的に構築する外国人介護人材確保の取り組みとその実際～

開会挨拶 保健・医療・福祉サービス研究会　代表　田中 優至

Ⅵ．全体討論 田中　優至 氏　　座長　保健・医療・福祉サービス研究会　代表　

＜プログラム＞
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関西医療介護協同組合 事務局長
JVMCHR社 アドバイザー

朝賀　洋史 氏

朝賀　洋史 氏

のぞみグループ　代表 甘利　庸子 氏

のぞみグループ　代表 甘利　庸子 氏

社会医療法人愛仁会 高槻地区事業統括部長
社会医療法人愛仁会 介護福祉事業統括部長 /社会福祉法人愛和会  本部統括部長坪　 　茂典 氏

社会医療法人愛仁会 高槻地区事業統括部長
社会医療法人愛仁会 介護福祉事業統括部長 /社会福祉法人愛和会 本部統括部長 坪  　茂典 氏

つしま医療福祉グループ　代表 対馬　徳昭 氏

つしま医療福祉グループ　代表 対馬　徳昭 氏

PM2:30
▼

PM3:10

PM3:10
▼

PM3:50

PM4:00
▼

PM4:40

PM4:45
▼

PM6:00

PM1:00
▼

PM1:40

PM1:40
▼

PM2:20

社会福祉法人青森社会福祉振興団　専務理事 中山　辰巳 氏

社会福祉法人青森社会福祉振興団　専務理事 中山　辰巳 氏

HM
S政策

研究
集会

迫りくる本格的な“介護人材危機”に向けた
先進事業者の外国人介護人材活用の人事戦略

アジア圏の外国人介護人材獲得競争に“先手必勝”で挑む先進事業者の事業構想と人事戦略とは・・・アジア圏の外国人介護人材獲得競争に“先手必勝”で挑む先進事業者の事業構想と人事戦略とは・・・

我が国は2025年に37万人の介護人材不足と公表されているが、実際には50～90万人が不足するともいわれており、介護人材不足は極めて深刻！！
　入管法改正で多様化する外国人材の受け入れ制度、送出機関、監理団体の効果的な選定から採用・教育・定着・生活支援の具体策を解説指導！！
我が国は2025年に37万人の介護人材不足と公表されているが、実際には50～90万人が不足するともいわれており、介護人材不足は極めて深刻！！

　入管法改正で多様化する外国人材の受け入れ制度、送出機関、監理団体の効果的な選定から採用・教育・定着・生活支援の具体策を解説指導！！

～ＥＰＡ・介護留学生・介護技能実習生に加え特定技能が創設され
　　　　　　　変わる外国人介護人材受け入れのスキームに果敢に対応する先進事業者の実践に学ぶ～

 

平成31年 PM1:00～PM6：003月2日㈯開催日

HMS会員（法人・個人・購読・メール） （税込）
一般（非会員） （税込）

※参加料には、
　資料・コーヒー代を含みます。参加料

12,960円
19,440円

外国人介護人材受け入れ事業者大会外国人介護人材受け入れ事業者大会“介護人材危機”を克服する“介護人材危機”を克服する

会　場 全国町村会館
東京都千代田区永田町1丁目11-35　TEL 03-3581-0471

社会医療法人愛仁会 高槻地区事業統括部長
社会医療法人愛仁会 介護福祉事業統括部長
社会福祉法人愛和会  本部統括部長

坪　茂典 氏

のぞみグループ
代表

甘利　庸子 氏

つしま医療福祉グループ　
代表

対馬　徳昭 氏

関西医療介護協同組合 事務局長
JVMCHR社 アドバイザー 

朝賀　洋史 氏

社会福祉法人 青森社会福祉振興団
専務理事

中山　辰巳 氏

PM0:55▶

Ⅰ． のぞみグループにおける外国人介護人材確保の事業構想と人事戦略
～海外介護士育成協議会、介護施設協同組合設立の経緯とベトナムにおけるJAICAの取り組み～

Ⅱ． 青山メディカルグループにおける留学生・技能実習生・特定技能に対応したビジョンと戦略
～ベトナム現地法人JVMCHR設立から介護留学生200名以上の養成・受け入れ・生活支援の取り組みの実際～

Ⅲ． 愛仁会グループにおける日・越ヘルスケアブリッジとAPSコンソーシアムの取り組み
～職員数12,000人（愛仁会・ペガサス・生長会）で挑む外国人介護人材の養成・受け入れ・還流システム～

Ⅳ． 社福）青森社会福祉振興団におけるベトナムフエにおける外国人介護人材養成と今後の事業戦略
～ＥＰＡ受け入れから、現地における日本語・日本式介護教育の取り組みと社会福祉法人が作る監理団体の事業構想～

Ⅴ． つしま医療福祉グループにおける外国人介護人材受け入れ構想とその取り組みの実際
～深刻な介護人材不足に対応し、本格的に構築する外国人介護人材確保の取り組みとその実際～

開会挨拶 保健・医療・福祉サービス研究会　代表　田中 優至

Ⅵ．全体討論 　　座長　保健・医療・福祉サービス研究会　代表　

＜プログラム＞

関西医療介護協同組合 事務局長 /JVMCHR社 アドバイザー 

関西医療介護協同組合 事務局長
JVMCHR社 アドバイザー 朝賀　洋史 氏

のぞみグループ　代表

のぞみグループ　代表 甘利　庸子 氏

社会医療法人愛仁会 高槻地区事業統括部長
社会医療法人愛仁会 介護福祉事業統括部長 /社会福祉法人愛和会  本部統括部長

社会医療法人愛仁会 高槻地区事業統括部長
社会医療法人愛仁会 介護福祉事業統括部長 /社会福祉法人愛和会 本部統括部長

つしま医療福祉グループ　代表

つしま医療福祉グループ　代表

PM2:30
▼

PM3:10

PM3:10
▼

PM3:50

PM4:00
▼

PM4:40

PM4:45
▼

PM6:00

PM1:00
▼

PM1:40

PM1:40
▼

PM2:20

社会福祉法人青森社会福祉振興団　専務理事

社会福祉法人青森社会福祉振興団　専務理事
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永続的な勤務ができ雇用が安定する「介護ビザ（在留資格介護）」取得のための介護留学生の受け入れに様々な国・自治体の支援が強化！！
技能実習制度に不安を持つ海外の看護系学生も介護インターンシップに関心が高い！！ 急増が予想される介護インターンシップを探る！！
永続的な勤務ができ雇用が安定する「介護ビザ（在留資格介護）」取得のための介護留学生の受け入れに様々な国・自治体の支援が強化！！
技能実習制度に不安を持つ海外の看護系学生も介護インターンシップに関心が高い！！ 急増が予想される介護インターンシップを探る！！

注目の新たな在留資格（特定技能）が創設され4月1日に施行！！  特定技能の政省令の詳細と法令遵守の運用の進め方を解説指導！！
特定技能１は、悪質仲介事業者を排除し、5年を上限、直接雇用、直接受け入れ、法人内異動、転職可でフレキシビリティある制度か！！
注目の新たな在留資格（特定技能）が創設され4月1日に施行！！  特定技能の政省令の詳細と法令遵守の運用の進め方を解説指導！！
特定技能１は、悪質仲介事業者を排除し、5年を上限、直接雇用、直接受け入れ、法人内異動、転職可でフレキシビリティある制度か！！

介護留学・介護インターンシップと外国人介護人材フォーラム介護留学・介護インターンシップと外国人介護人材フォーラム

永続的な勤務を可能にする「介護ビザ」の留学生と
増加が見込まれる介護インターンシップの最新動向を探る
～外国人労働者の拡大政策に伴い強化される外国人への様々な支援策の理解と、外国人にも介護事業者にも魅力ある
　　　    「介護ビザ」取得のための留学生と、外国人学生に人気上昇中の介護インターンシップ受け入れの実践に学ぶ～

 

平成31年 AM8:30～PM0：103月3日㈰開催日

HMS会員（法人・個人・購読・メール） （税込）
一般（非会員） （税込）

※参加料には、資料・コーヒー代を含みます。

参加料
12,960円
19,440円

AM8:25▶

AM8:30
▼

AM9:10

AM9:15
▼

AM9:55

AM10:05
▼

AM10:35

AM10:35
▼

PM0:10

Ⅱ． 「介護インターンシップの可能性とその効果的な進め方」

Ⅲ． 「株式会社ラポールにおける介護インターンシップ受け入れの実際」

大久保光子 氏

会　場 全国町村会館 東京都千代田区永田町1丁目11-35
TEL 03-3581-0471

～アジア圏における介護インターンシップの送り出し大学の最新動向を含めて～

～ベトナムからの介護インターンシップ生の受入れ準備とその成果～

開会挨拶 保健・医療・福祉サービス研究会　代表　田中 優至

「介護留学生・介護インターンシップの将来と
　　　　　　　　法令遵守の受け入れの進め方並びにその実践を探る」

Ⅳ．全体討論 田中　優至 氏　　座長　保健・医療・福祉サービス研究会　代表　

～学生募集説明会、在留ビザ申請、宿舎他の受け入れ準備、日本語教育、就業（バイト）、生活支援、その他～

＜プログラム＞

株式会社ラポール　代表取締役社長

大久保光子 氏株式会社ラポール　代表取締役社長

シンポジスト

小田　　弘 氏株式会社メディパス　取締役事業本部長

小田　  弘 氏株式会社メディパス　取締役事業本部長

佐藤   　治 氏
グェン・カン・トアン 氏KD Japan　代表取締役

朝賀　洋史 氏

JVMCHR留学コンサルティングセンター・ 
ＫＴＭ株式会社 顧問
関西医療介護協同組合 事務局長

朝賀　洋史  氏

株式会社ラポール
代表取締役社長

大久保  光子 氏

株式会社メディパス
取締役事業本部長

小田　弘 氏

ヒューマンライフケア株式会社
介護教育事業部マネジャー
ライフケア医療介護事業協同組合 事務局長

佐藤　治 氏

KD Japan
代表取締役

グェン・カン・トアン 氏

保健・医療・福祉サービス研究会　
代表

田中 優至 氏

※午後のシンポジウムに参加のお客様でお弁当希望の方は、
　申込書欄の「お弁当希望」にチェックを入れ、
    参加料と弁当代の合計金額をお振り込みください。

JVMCHR留学コンサルティングセンター・ ＫＴＭ株式会社 顧問
関西医療介護協同組合 事務局長

Ⅰ． 「青山メディカルグループにおける『介護ビザ』をめざした留学生の受け入れ実際」
～ベトナム現地での留学生募集から日本語・介護教育と入国後の日本語教育・養成校・バイト・就職まで～

朝賀　洋史 氏JVMCHR留学コンサルティングセンター・ ＫＴＭ株式会社 顧問
関西医療介護協同組合 事務局長

ヒューマンライフケア株式会社 介護教育事業部マネジャー
ライフケア医療介護事業協同組合 事務局長

全国人材支援事業協同組合
代表理事

菊池　博文 氏

全国人材支援事業協同組合 代表理事 菊池　博文 氏

新在留資格「特定技能」の政省令詳細解説と
人材危機下の外国人材確保への新たな人事戦略

特定技能施行で我が国の介護・建設・宿泊など14業種の労働市場を海外に開放！！

～2018年12月25日閣議決定された特定技能の基本方針・運用方針・総合的対応策の政省令を2月末までに整備し、
   3月初旬には告示か！！　どうなる業種別（日本語・技能）試験内容と特定技能所属機関や登録支援機関の指定要件！！～

PM0:55▶

PM3:10
▼

PM4:00

PM1:00
▼

PM2:00

PM2:10
▼

PM3:00

PM4:10
▼

PM6:00

厚生労働省
社会・援護局福祉基盤課
福祉人材確保対策室 室長補佐

平岡　敬博  氏
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永続的な勤務ができ雇用が安定する「介護ビザ（在留資格介護）」取得のための介護留学生の受け入れに様々な国・自治体の支援が強化！！
技能実習制度に不安を持つ海外の看護系学生も介護インターンシップに関心が高い！！ 急増が予想される介護インターンシップを探る！！
永続的な勤務ができ雇用が安定する「介護ビザ（在留資格介護）」取得のための介護留学生の受け入れに様々な国・自治体の支援が強化！！
技能実習制度に不安を持つ海外の看護系学生も介護インターンシップに関心が高い！！ 急増が予想される介護インターンシップを探る！！

介護留学・介護インターンシップと外国人介護人材フォーラム介護留学・介護インターンシップと外国人介護人材フォーラム

永続的な勤務を可能にする「介護ビザ」の留学生と
増加が見込まれる介護インターンシップの最新動向を探る
～外国人労働者の拡大政策に伴い強化される外国人への様々な支援策の理解と、外国人にも介護事業者にも魅力ある
　　　    「介護ビザ」取得のための留学生と、外国人学生に人気上昇中の介護インターンシップ受け入れの実践に学ぶ～

 

平成31年 AM8:30～PM0：103月3日㈰開催日

HMS会員（法人・個人・購読・メール） （税込）
一般（非会員） （税込）

※参加料には、資料・コーヒー代を含みます。

参加料
12,960円
19,440円

AM8:25▶

AM8:30
▼

AM9:10

AM9:15
▼

AM9:55

AM10:05
▼

AM10:35

AM10:35
▼

PM0:10

Ⅱ． 「介護インターンシップの可能性とその効果的な進め方」

Ⅲ． 「株式会社ラポールにおける介護インターンシップ受け入れの実際」

大久保光子 氏

会　場 全国町村会館 東京都千代田区永田町1丁目11-35
TEL 03-3581-0471

～アジア圏における介護インターンシップの送り出し大学の最新動向を含めて～

～ベトナムからの介護インターンシップ生の受入れ準備とその成果～

開会挨拶 保健・医療・福祉サービス研究会　代表　田中 優至

「介護留学生・介護インターンシップの将来と
　　　　　　　　法令遵守の受け入れの進め方並びにその実践を探る」

Ⅳ．全体討論 田中　優至 氏　　座長　保健・医療・福祉サービス研究会　代表　

～学生募集説明会、在留ビザ申請、宿舎他の受け入れ準備、日本語教育、就業（バイト）、生活支援、その他～

＜プログラム＞

株式会社ラポール　代表取締役社長

大久保光子 氏株式会社ラポール　代表取締役社長

シンポジスト

小田　　弘 氏株式会社メディパス　取締役事業本部長

小田　  弘 氏株式会社メディパス　取締役事業本部長

佐藤   　治 氏
グェン・カン・トアン 氏KD Japan　代表取締役

朝賀　洋史 氏

JVMCHR留学コンサルティングセンター・ 
ＫＴＭ株式会社 顧問
関西医療介護協同組合 事務局長

朝賀　洋史  氏

株式会社ラポール
代表取締役社長

大久保  光子 氏

株式会社メディパス
取締役事業本部長

小田　弘 氏

ヒューマンライフケア株式会社
介護教育事業部マネジャー
ライフケア医療介護事業協同組合 事務局長

佐藤　治 氏

KD Japan
代表取締役

グェン・カン・トアン 氏

保健・医療・福祉サービス研究会　
代表

田中 優至 氏

※午後のシンポジウムに参加のお客様でお弁当希望の方は、
　申込書欄の「お弁当希望」にチェックを入れ、
    参加料と弁当代の合計金額をお振り込みください。

JVMCHR留学コンサルティングセンター・ ＫＴＭ株式会社 顧問
関西医療介護協同組合 事務局長

Ⅰ． 「青山メディカルグループにおける『介護ビザ』をめざした留学生の受け入れ実際」
～ベトナム現地での留学生募集から日本語・介護教育と入国後の日本語教育・養成校・バイト・就職まで～

朝賀　洋史 氏JVMCHR留学コンサルティングセンター・ ＫＴＭ株式会社 顧問
関西医療介護協同組合 事務局長

ヒューマンライフケア株式会社 介護教育事業部マネジャー
ライフケア医療介護事業協同組合 事務局長

全国人材支援事業協同組合
代表理事

菊池　博文 氏

全国人材支援事業協同組合 代表理事 菊池　博文 氏

HM
S政策

研究
集会

迫りくる本格的な“介護人材危機”に向けた
先進事業者の外国人介護人材活用の人事戦略

アジア圏の外国人介護人材獲得競争に“先手必勝”で挑む先進事業者の事業構想と人事戦略とは・・・アジア圏の外国人介護人材獲得競争に“先手必勝”で挑む先進事業者の事業構想と人事戦略とは・・・

我が国は2025年に37万人の介護人材不足と公表されているが、実際には50～90万人が不足するともいわれており、介護人材不足は極めて深刻！！
　入管法改正で多様化する外国人材の受け入れ制度、送出機関、監理団体の効果的な選定から採用・教育・定着・生活支援の具体策を解説指導！！
我が国は2025年に37万人の介護人材不足と公表されているが、実際には50～90万人が不足するともいわれており、介護人材不足は極めて深刻！！

　入管法改正で多様化する外国人材の受け入れ制度、送出機関、監理団体の効果的な選定から採用・教育・定着・生活支援の具体策を解説指導！！ 永続的な勤務ができ雇用が安定する「介護ビザ（在留資格介護）」取得のための介護留学生の受け入れに様々な国・自治体の支援が強化！！
技能実習制度に不安を持つ海外の看護系学生も介護インターンシップに関心が高い！！ 急増が予想される介護インターンシップを探る！！
永続的な勤務ができ雇用が安定する「介護ビザ（在留資格介護）」取得のための介護留学生の受け入れに様々な国・自治体の支援が強化！！
技能実習制度に不安を持つ海外の看護系学生も介護インターンシップに関心が高い！！ 急増が予想される介護インターンシップを探る！！

～ＥＰＡ・介護留学生・介護技能実習生に加え特定技能が創設され
　　　　　　　変わる外国人介護人材受け入れのスキームに果敢に対応する先進事業者の実践に学ぶ～

介護留学・介護インターンシップと外国人介護人材フォーラム介護留学・介護インターンシップと外国人介護人材フォーラム

保健・医療・福祉サービス研究会　代表　田中 優至

田中　優至 氏

朝賀　洋史 氏

甘利　庸子 氏

坪　 　茂典 氏

坪  　茂典 氏

対馬　徳昭 氏

対馬　徳昭 氏

中山　辰巳 氏

中山　辰巳 氏

永続的な勤務を可能にする「介護ビザ」の留学生と
増加が見込まれる介護インターンシップの最新動向を探る
～外国人労働者の拡大政策に伴い強化される外国人への様々な支援策の理解と、外国人にも介護事業者にも魅力ある
　　　    「介護ビザ」取得のための留学生と、外国人学生に人気上昇中の介護インターンシップ受け入れの実践に学ぶ～

 

平成31年 AM8:30～PM0：103月3日㈰開催日

HMS会員（法人・個人・購読・メール） （税込）
一般（非会員） （税込）

※参加料には、資料・コーヒー代を含みます。

参加料
12,960円
19,440円

AM8:25▶

AM8:30
▼

AM9:10

AM9:15
▼

AM9:55

AM10:05
▼

AM10:35

AM10:35
▼

PM0:10

Ⅱ． 「介護インターンシップの可能性とその効果的な進め方」

Ⅲ． 「株式会社ラポールにおける介護インターンシップ受け入れの実際」

大久保光子 氏

会　場 全国町村会館 東京都千代田区永田町1丁目11-35
TEL 03-3581-0471

～アジア圏における介護インターンシップの送り出し大学の最新動向を含めて～

～ベトナムからの介護インターンシップ生の受入れ準備とその成果～

開会挨拶 保健・医療・福祉サービス研究会　代表　田中 優至

「介護留学生・介護インターンシップの将来と
　　　　　　　　法令遵守の受け入れの進め方並びにその実践を探る」

Ⅳ．全体討論 田中　優至 氏　　座長　保健・医療・福祉サービス研究会　代表　

～学生募集説明会、在留ビザ申請、宿舎他の受け入れ準備、日本語教育、就業（バイト）、生活支援、その他～

＜プログラム＞

株式会社ラポール　代表取締役社長

大久保光子 氏株式会社ラポール　代表取締役社長

シンポジスト

小田　　弘 氏株式会社メディパス　取締役事業本部長

小田　  弘 氏株式会社メディパス　取締役事業本部長

佐藤   　治 氏
グェン・カン・トアン 氏KD Japan　代表取締役

朝賀　洋史 氏

JVMCHR留学コンサルティングセンター・ 
ＫＴＭ株式会社 顧問
関西医療介護協同組合 事務局長

朝賀　洋史  氏

株式会社ラポール
代表取締役社長

大久保  光子 氏

株式会社メディパス
取締役事業本部長

小田　弘 氏

ヒューマンライフケア株式会社
介護教育事業部マネジャー
ライフケア医療介護事業協同組合 事務局長

佐藤　治 氏

KD Japan
代表取締役

グェン・カン・トアン 氏

保健・医療・福祉サービス研究会　
代表

田中 優至 氏

※午後のシンポジウムに参加のお客様でお弁当希望の方は、
　申込書欄の「お弁当希望」にチェックを入れ、
    参加料と弁当代の合計金額をお振り込みください。

JVMCHR留学コンサルティングセンター・ ＫＴＭ株式会社 顧問
関西医療介護協同組合 事務局長

Ⅰ． 「青山メディカルグループにおける『介護ビザ』をめざした留学生の受け入れ実際」
～ベトナム現地での留学生募集から日本語・介護教育と入国後の日本語教育・養成校・バイト・就職まで～

朝賀　洋史 氏JVMCHR留学コンサルティングセンター・ ＫＴＭ株式会社 顧問
関西医療介護協同組合 事務局長

ヒューマンライフケア株式会社 介護教育事業部マネジャー
ライフケア医療介護事業協同組合 事務局長

全国人材支援事業協同組合
代表理事

菊池　博文 氏

全国人材支援事業協同組合 代表理事 菊池　博文 氏



HM
S政策

研究
集会

注目の新たな在留資格（特定技能）が創設され4月1日に施行！！  特定技能の政省令の詳細と法令遵守の運用の進め方を解説指導！！
特定技能１は、悪質仲介事業者を排除し、5年を上限、直接雇用、直接受け入れ、法人内異動、転職可でフレキシビリティのある制度か！！
注目の新たな在留資格（特定技能）が創設され4月1日に施行！！  特定技能の政省令の詳細と法令遵守の運用の進め方を解説指導！！
特定技能１は、悪質仲介事業者を排除し、5年を上限、直接雇用、直接受け入れ、法人内異動、転職可でフレキシビリティのある制度か！！

特定技能施行と外国人材雇用シンポジウム特定技能施行と外国人材雇用シンポジウム

新在留資格「特定技能」の政省令詳細解説と
人材危機下の外国人材確保への新たな人事戦略

特定技能施行で我が国の介護・建設・宿泊など14業種の労働市場を海外に開放！！

～2018年12月25日閣議決定された特定技能の基本方針・運用方針・総合的対応策の政省令を2月末までに整備し、
   3月初旬には告示か！！　どうなる業種別（日本語・技能）試験内容と特定機能所属機関や登録支援機関の指定要件！！～

 

平成31年 PM1:00～PM6：003月3日㈰開催日

HMS会員（法人・個人・購読・メール） （税込）
一般（非会員） （税込）

※参加料には、
　資料・コーヒー代を含みます。参加料

12,960円
19,440円

PM0:55▶

PM3:10
▼

PM4:00

Ⅰ． 「4月施行に向けた特定技能の政省令の詳細解説と新制度運用の留意点」PM1:00
▼

PM2:00

PM2:10
▼

PM3:00

Ⅱ． 「ＥＰＡ・留学生・技能実習生・特定技能の要件比較と介護における特定技能運用の可能性」

Ⅲ． 「外国人労働者政策転換の意義と特定技能創設が及ぼす労働市場への影響」

明石　純一 氏

会　場 全国町村会館
東京都千代田区永田町1丁目11-35　TEL 03-3581-0471

～特定技能１における介護分野の評価試験（要件）と技能実習生2号からの特定技能１移行の手続き～

～外国人労働者の受け入れの成否に関する考え方と諸論点～

～外国人材が働きやすく、住みやすい国を実現する国の基本方針、運用方針、総合的対応策～

開会挨拶 保健・医療・福祉サービス研究会　代表　田中 優至

「新たな在留資格創設に伴う外国人介護人材受け入れの変化と
　　　　　　　　　特定技能制度を生かした今後の人事戦略の可能性を探る」

Ⅳ．シンポジウム 田中　優至 氏　　座長　保健・医療・福祉サービス研究会　代表　

～ＥＰＡ・留学生・技能実習生に特定技能を加えアジアの人材獲得競争に勝ち抜くリクルート・教育・生活支援～
PM4:10
▼

PM6:00

＜プログラム＞

筑波大学大学院 人文社会系 准教授

明石　純一 氏筑波大学大学院 人文社会系 准教授

コメンテーター

シンポジスト
中山　辰巳 氏社会福祉法人 青森社会福祉振興団 専務理事

平岡　敬博 氏厚生労働省　社会・援護局福祉基盤課  福祉人材確保対策室 室長補佐

平岡　敬博 氏厚生労働省　社会・援護局福祉基盤課  福祉人材確保対策室 室長補佐

全国人材支援事業協同組合 代表理事 菊池　博文 氏

関西医療介護協同組合 事務局長 /JVMCHR社 アドバイザー 朝賀　洋史 氏

つしま医療福祉グループ　代表 対馬　徳昭 氏

厚生労働省
社会・援護局福祉基盤課
福祉人材確保対策室 室長補佐

平岡　敬博  氏

筑波大学大学院
人文社会系 准教授

明石　純一 氏

全国人材支援事業協同組合
代表理事

菊池　博文 氏

関西医療介護協同組合 事務局長
JVMCHR社 アドバイザー 

朝賀　洋史 氏

つしま医療福祉グループ　
代表

対馬　徳昭 氏

保健・医療・福祉サービス研究会　
代表

田中 優至 氏

法務省 入国管理局　
参事官室  調整官

安東健太郎 氏

社会福祉法人 青森社会福祉振興団
専務理事

中山　辰巳 氏

法務省　入国管理局　参事官室　調整官 安東健太郎 氏

法務省　入国管理局　参事官室　調整官 安東健太郎 氏



外国人介護人材雇用における法制度の理解と
                       法令遵守の受け入れ体制づくりの実際を学ぶ

外国人介護人材雇用における法制度の理解と
                       法令遵守の受け入れ体制づくりの実際を学ぶ

新たな在留資格（特定技能）創設に伴う
                                   外国人労働者受け入れと登録支援機関の役割

新たな在留資格（特定技能）創設に伴う
                                   外国人労働者受け入れと登録支援機関の役割

外国人介護人材の採用における制度の正しい理解から、送出機関、監理団体、本人に係る渡航費、入国時研修費、手当など様々な予算を解説！！
日本人同等の処遇（給与水準）とは？時給、月給？手当はどの範囲？宿舎費の相場？賞与の有無？あれば何か月？などの不明点を解消！！
外国人介護人材の採用における制度の正しい理解から、送出機関、監理団体、本人に係る渡航費、入国時研修費、手当など様々な予算を解説！！
日本人同等の処遇（給与水準）とは？時給、月給？手当はどの範囲？宿舎費の相場？賞与の有無？あれば何か月？などの不明点を解消！！

外国人介護人材の制度・予算・受入れ準備丸わかりセミナー外国人採用を検討する法人様のために

技能実習制度の詳細から３機関（送出機関、監理団体、実習実施者）のミッションや受け入れ準備を丸ごと徹底解説！！技能実習制度の詳細から３機関（送出機関、監理団体、実習実施者）のミッションや受け入れ準備を丸ごと徹底解説！！

＜外国人介護人材関連セミナー＞＜外国人介護人材関連セミナー＞

～外国人雇用における政府の新たな在留資格（特定技能）創設の新政策から、アジア圏の送り出し国別の人材輩出の最新動向や
　　　　　　　　　　　　　　　　　               高度人材、ＥＰＡ・留学生、技能実習生、特定技能についてメリット、デメリットを解説指導～
～外国人雇用における政府の新たな在留資格（特定技能）創設の新政策から、アジア圏の送り出し国別の人材輩出の最新動向や
　　　　　　　　　　　　　　　　　               高度人材、ＥＰＡ・留学生、技能実習生、特定技能についてメリット、デメリットを解説指導～

14,580円HMS会員（法人・個人会員）

【税込】

（13,500 円
本体価格 消費税

15,390円（購読会員） （14,250 円
16,200円 一　　  般 （15,000 円  　1,200円

  　1,140円
  　1,080円円員 人 ） ）

円） ）
円 ）

※参加料には資料・コーヒー代を含みます。

会　場

講　師

参加料

開催日 平成31年平成31年2月27日㈬2月27日㈬
銀座同和ビル２Ｆ（ＨＭＳセミナールーム）
東京都 中央区 銀座 7-2-22　TEL:03（6228）5995

保健・医療・福祉サービス研究会　外国人介護人材採用指導講師
全国人材支援事業協同組合　代表理事

菊池 博文 氏

AM9:00～PM0:40AM9:00～PM0:40

 Ⅰ．新たな在留資格創設を含めた外国人材に関する最新トピックス
 ・国の外国人労働者政策の最新動向　　・特定技能（１・２）創設と入管法改正   ・高度人材、留学生、技能実習生、特定技能など　　・送出し国の最新動向

Ⅱ．アジア圏における人材輩出の最新動向
 ベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、スリランカ、モンゴル、その他

Ⅲ．技能実習制度の正しい理解
 ・外国人技能実習機構とJITCO（公財） 国際研修協力機構）の位置づけ    ・技能実習制度の創設の歴史とその事業スキーム　　
       ・技能実習制度における過去の法令違反の事例        ・技能実習制度の詳細解説

Ⅳ．技能実習制度の運用と３機関のミッションと役割  ～送出機関・監理団体、実習実施者の選び方を含めて～
 ・送出機関のミッションと役割（選び方）　・監理団体のミッションと役割（選び方）監査指導の実際を含めて   ・実習実施者のミッションと役割（選び方）
 ・技能実習制度を成功発展させる３機関（送出機関、監理団体、実習実施者）の協力体制

Ⅴ．法令遵守の外国人介護人材の受け入れ体制づくりの実際
 ・技能実習生受け入れの失敗事例  ・法人内の外国人介護人材採用の方針と事業予算の決定   ・送出し国、送出機関、監理団体の選定  ・募集人員、配置先、受け入れ指導体制の構築    
      ・送出し国訪問、面接日程のスケジュール決定　・面接オリエンテーション、面接実施、内定通知、入国予定日設定   ・宿舎準備をはじめ、相談支援体制など受け入れプロジェクトの編成

Ⅵ．外国人介護人材受け入れにおける事業予算策定の実際
 ・外国人介護人材採用に係る様々な経費の抽出　　・面接出張に係る渡航費他の予算    ・送出機関に係る日本語教育、日本の文化、習慣、マナー他の養成費
 ・監理団体に係る入国時研修、監理費、その他の最長5年間の法規上の様々な費用  ・外国人介護人材（本人）に係る渡航費、入国時研修期間の手当（生活費）、給与、賞与、宿舎支援、その他福利厚生費

Ⅶ．失敗のない外国人介護人材受け入れの条件とその進め方
 ・人生をかけ夢と期待に胸を膨らませ海を渡り来日する介護技能実習生とは   ・若き人材を育成し、語学や技術を習得させ、両国が発展するための国際貢献
 ・職場や仲間を愛し、介護の仕事に遣り甲斐を持ち、長期に就業するために

「悪質仲介業者の排除と人権尊重！！」をモットーに直接雇用、直接受け入れ、転職自由の特定技能制度の詳細を分かり易く解説指導！！
特定技能所属機関の責務と適正な特定技能雇用契約や支援計画の進め方！！登録支援機関への委託の場合の業務の範囲、委託料金とは！！
「悪質仲介業者の排除と人権尊重！！」をモットーに直接雇用、直接受け入れ、転職自由の特定技能制度の詳細を分かり易く解説指導！！
特定技能所属機関の責務と適正な特定技能雇用契約や支援計画の進め方！！登録支援機関への委託の場合の業務の範囲、委託料金とは！！

～介護・建設・農業14業種に関し、我が国の労働市場をアジア圏に開放！！　国内とアジア圏の労働市場競争に打ち勝つ人事戦略とは
　　　　              当初9か国（ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル）でスタート～
～介護・建設・農業14業種に関し、我が国の労働市場をアジア圏に開放！！　国内とアジア圏の労働市場競争に打ち勝つ人事戦略とは
　　　　              当初9か国（ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル）でスタート～

入管法改正で変わる外国人労働者の求人・採用・受け入れスキームと特定技能活用の具体策とは・・・入管法改正で変わる外国人労働者の求人・採用・受け入れスキームと特定技能活用の具体策とは・・・

特定技能創設に伴う外国人材雇用と登録支援機関の役割セミナー

25,272円25,272円 26,676円26,676円
※参加料には資料代・コーヒー代・消費税が含まれています。※参加料には資料代・コーヒー代・消費税が含まれています。

28,080円28,080円HMS会員
（法人・個人会員） （購読会員）  一　　  般

畠山　　学 氏 黒田　義明 氏 菊池　博文 氏

Ⅲ. 「監理団体の豊富なネットワークとノウハウを生かした技能実習制度と特定技能併用の支援体制構築に向けて」

保健・医療・福祉サービス研究会　外国人介護人材採用指導講師 /全国人材支援事業協同組合　代表理事

全国人材支援事業協同組合　代表理事

PM1:30

PM2:30
▼

PM2:40

PM3:40
▼

PM3:50

PM4:50
▼

PM4:50

PM5:30
▼

行政書士法人中井イミグレーションサービス　常勤顧問 畠山　　学 氏

行政書士法人中井イミグレーションサービス　常勤顧問
座長　保健・医療・福祉サービス研究会　代表 田中    優至 氏

畠山　　学 氏

黒田　義明 氏

Ⅳ. 全体討論・全体質疑

菊池　博文 氏

菊池　博文 氏

Ⅰ. 「入管法改正に伴う特定技能創設の意義と制度の正しい理解」
～特定技能活用における受け入れ機関等の責務と役割～

～加熱するアジア圏の労働市場競争のゆくえと特定技能活用のメリット・デメリットとは～

～特定技能における登録支援機関の指定要件と1号特定技能外国人支援計画並びに特定技能所属機関の支援策～

Ⅱ. 「特定技能創設で変わる我が国の労働市場と新たな人事戦略」
株式会社アセアン・フォーカス 代表取締役

黒田　義明 氏株式会社アセアン・フォーカス 代表取締役

会　場

開催日

参加料

平成31年平成31年2月27日㈬2月27日㈬
銀座同和ビル２Ｆ（ＨＭＳセミナールーム）
東京都 中央区 銀座 7-2-22　TEL:03（6228）5995

PM1:30～PM5:30PM1:30～PM5:30

外国人介護人材雇用における法制度の理解と
                       法令遵守の受け入れ体制づくりの実際を学ぶ

外国人介護人材雇用における法制度の理解と
                       法令遵守の受け入れ体制づくりの実際を学ぶ

新たな在留資格（特定技能）創設に伴う
                                   外国人労働者受け入れと登録支援機関の役割

新たな在留資格（特定技能）創設に伴う
                                   外国人労働者受け入れと登録支援機関の役割

外国人介護人材の採用における制度の正しい理解から、送出機関、監理団体、本人に係る渡航費、入国時研修費、手当など様々な予算を解説！！
日本人同等の処遇（給与水準）とは？時給、月給？手当はどの範囲？宿舎費の相場？賞与の有無？あれば何か月？などの不明点を解消！！
外国人介護人材の採用における制度の正しい理解から、送出機関、監理団体、本人に係る渡航費、入国時研修費、手当など様々な予算を解説！！
日本人同等の処遇（給与水準）とは？時給、月給？手当はどの範囲？宿舎費の相場？賞与の有無？あれば何か月？などの不明点を解消！！

外国人介護人材の制度・予算・受入れ準備丸わかりセミナー外国人採用を検討する法人様のために

技能実習制度の詳細から３機関（送出機関、監理団体、実習実施者）のミッションや受け入れ準備を丸ごと徹底解説！！技能実習制度の詳細から３機関（送出機関、監理団体、実習実施者）のミッションや受け入れ準備を丸ごと徹底解説！！

＜外国人介護人材関連セミナー＞＜外国人介護人材関連セミナー＞

～外国人雇用における政府の新たな在留資格（特定技能）創設の新政策から、アジア圏の送り出し国別の人材輩出の最新動向や
　　　　　　　　　　　　　　　　　               高度人材、ＥＰＡ・留学生、技能実習生、特定技能についてメリット、デメリットを解説指導～
～外国人雇用における政府の新たな在留資格（特定技能）創設の新政策から、アジア圏の送り出し国別の人材輩出の最新動向や
　　　　　　　　　　　　　　　　　               高度人材、ＥＰＡ・留学生、技能実習生、特定技能についてメリット、デメリットを解説指導～

14,580円HMS会員（法人・個人会員）

【税込】

（13,500 円
本体価格 消費税

15,390円（購読会員） （14,250 円
16,200円 一　　  般 （15,000 円  　1,200円

  　1,140円
  　1,080円円員 人 ） ）

円） ）
円 ）

※参加料には資料・コーヒー代を含みます。

会　場

講　師

参加料

開催日 平成31年平成31年2月27日㈬2月27日㈬
銀座同和ビル２Ｆ（ＨＭＳセミナールーム）
東京都 中央区 銀座 7-2-22　TEL:03（6228）5995

保健・医療・福祉サービス研究会　外国人介護人材採用指導講師
全国人材支援事業協同組合　代表理事

菊池 博文 氏

AM9:00～PM0:40AM9:00～PM0:40

 Ⅰ．新たな在留資格創設を含めた外国人材に関する最新トピックス
 ・国の外国人労働者政策の最新動向　　・特定技能（１・２）創設と入管法改正   ・高度人材、留学生、技能実習生、特定技能など　　・送出し国の最新動向

Ⅱ．アジア圏における人材輩出の最新動向
 ベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、スリランカ、モンゴル、その他

Ⅲ．技能実習制度の正しい理解
 ・外国人技能実習機構とJITCO（公財） 国際研修協力機構）の位置づけ    ・技能実習制度の創設の歴史とその事業スキーム　　
       ・技能実習制度における過去の法令違反の事例        ・技能実習制度の詳細解説

Ⅳ．技能実習制度の運用と３機関のミッションと役割  ～送出機関・監理団体、実習実施者の選び方を含めて～
 ・送出機関のミッションと役割（選び方）　・監理団体のミッションと役割（選び方）監査指導の実際を含めて   ・実習実施者のミッションと役割（選び方）
 ・技能実習制度を成功発展させる３機関（送出機関、監理団体、実習実施者）の協力体制

Ⅴ．法令遵守の外国人介護人材の受け入れ体制づくりの実際
 ・技能実習生受け入れの失敗事例  ・法人内の外国人介護人材採用の方針と事業予算の決定   ・送出し国、送出機関、監理団体の選定  ・募集人員、配置先、受け入れ指導体制の構築    
      ・送出し国訪問、面接日程のスケジュール決定　・面接オリエンテーション、面接実施、内定通知、入国予定日設定   ・宿舎準備をはじめ、相談支援体制など受け入れプロジェクトの編成

Ⅵ．外国人介護人材受け入れにおける事業予算策定の実際
 ・外国人介護人材採用に係る様々な経費の抽出　　・面接出張に係る渡航費他の予算    ・送出機関に係る日本語教育、日本の文化、習慣、マナー他の養成費
 ・監理団体に係る入国時研修、監理費、その他の最長5年間の法規上の様々な費用  ・外国人介護人材（本人）に係る渡航費、入国時研修期間の手当（生活費）、給与、賞与、宿舎支援、その他福利厚生費

Ⅶ．失敗のない外国人介護人材受け入れの条件とその進め方
 ・人生をかけ夢と期待に胸を膨らませ海を渡り来日する介護技能実習生とは   ・若き人材を育成し、語学や技術を習得させ、両国が発展するための国際貢献
 ・職場や仲間を愛し、介護の仕事に遣り甲斐を持ち、長期に就業するために

「悪質仲介業者の排除と人権尊重！！」をモットーに直接雇用、直接受け入れ、転職自由の特定技能制度の詳細を分かり易く解説指導！！
特定技能所属機関の責務と適正な特定技能雇用契約や支援計画の進め方！！登録支援機関への委託の場合の業務の範囲、委託料金とは！！
「悪質仲介業者の排除と人権尊重！！」をモットーに直接雇用、直接受け入れ、転職自由の特定技能制度の詳細を分かり易く解説指導！！
特定技能所属機関の責務と適正な特定技能雇用契約や支援計画の進め方！！登録支援機関への委託の場合の業務の範囲、委託料金とは！！

～介護・建設・農業14業種に関し、我が国の労働市場をアジア圏に開放！！　国内とアジア圏の労働市場競争に打ち勝つ人事戦略とは
　　　　              当初9か国（ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル）でスタート～
～介護・建設・農業14業種に関し、我が国の労働市場をアジア圏に開放！！　国内とアジア圏の労働市場競争に打ち勝つ人事戦略とは
　　　　              当初9か国（ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル）でスタート～

入管法改正で変わる外国人労働者の求人・採用・受け入れスキームと特定技能活用の具体策とは・・・入管法改正で変わる外国人労働者の求人・採用・受け入れスキームと特定技能活用の具体策とは・・・

特定技能創設に伴う外国人材雇用と登録支援機関の役割セミナー

25,272円25,272円 26,676円26,676円
※参加料には資料代・コーヒー代・消費税が含まれています。※参加料には資料代・コーヒー代・消費税が含まれています。

28,080円28,080円HMS会員
（法人・個人会員） （購読会員）  一　　  般

畠山　　学 氏 黒田　義明 氏 菊池　博文 氏

Ⅲ. 「監理団体の豊富なネットワークとノウハウを生かした技能実習制度と特定技能併用の支援体制構築に向けて」

保健・医療・福祉サービス研究会　外国人介護人材採用指導講師 /全国人材支援事業協同組合　代表理事

全国人材支援事業協同組合　代表理事

PM1:30

PM2:30
▼

PM2:40

PM3:40
▼

PM3:50

PM4:50
▼

PM4:50

PM5:30
▼

行政書士法人中井イミグレーションサービス　常勤顧問 畠山　　学 氏

行政書士法人中井イミグレーションサービス　常勤顧問
座長　保健・医療・福祉サービス研究会　代表 田中    優至 氏

畠山　　学 氏

黒田　義明 氏

Ⅳ. 全体討論・全体質疑

菊池　博文 氏

菊池　博文 氏

Ⅰ. 「入管法改正に伴う特定技能創設の意義と制度の正しい理解」
～特定技能活用における受け入れ機関等の責務と役割～

～加熱するアジア圏の労働市場競争のゆくえと特定技能活用のメリット・デメリットとは～

～特定技能における登録支援機関の指定要件と1号特定技能外国人支援計画並びに特定技能所属機関の支援策～

Ⅱ. 「特定技能創設で変わる我が国の労働市場と新たな人事戦略」
株式会社アセアン・フォーカス 代表取締役

黒田　義明 氏株式会社アセアン・フォーカス 代表取締役

会　場

開催日

参加料

平成31年平成31年2月27日㈬2月27日㈬
銀座同和ビル２Ｆ（ＨＭＳセミナールーム）
東京都 中央区 銀座 7-2-22　TEL:03（6228）5995

PM1:30～PM5:30PM1:30～PM5:30

法務省  入国管理局　総務課企画室  法務専門官 永見　貴信 氏

法務省  入国管理局　総務課企画室  法務専門官 永見　貴信 氏

法務省
入国管理局 総務課企画室
 法務専門官

永見　貴信  氏

法務省  入国管理局　総務課企画室  法務専門官 永見　貴信 氏

法務省  入国管理局　総務課企画室  法務専門官 永見　貴信 氏

法務省
入国管理局 総務課企画室
 法務専門官

永見　貴信  氏

法務省  入国管理局　総務課企画室  法務専門官 永見　貴信 氏

法務省  入国管理局　総務課企画室  法務専門官 永見　貴信 氏

法務省
入国管理局 総務課企画室
 法務専門官

永見　貴信  氏



外国人介護人材ベトナム視察のご案内外国人介護人材ベトナム視察のご案内

3月11日(月)

3月12日(火)

3月13日(水)

3月14日(木)

3月15日(金)

成　田
ハノイ

ハノイ

ハノイ

ハノイ

ハノイ

ハノイ

ハノイ

機　内

ハノイ
成　田

バ　ス

バ　ス

バ　ス

バ　ス

VN310

日　　程 行　　　　　程 宿泊都　市 時　間 交通機関

１
日
目

２
日
目

３
日
目

４
日
目

５
日
目

成　田→【VN310】 00:25発    7:00着
中　部→【VN346】 00:15発  06:30着 
関　西→【VN330】 00:45発  06:40着 

バスにて サンホー ハノイ レストランへ移動。

■  ツアー結団式
      （視察オリエンテーション、参加者自己紹介）
■  講演「ベトナムの歴史・政治・経済・社会保障について」　
　　　～医師・看護師養成の教育制度と
               日本への介護人材輩出の可能性～
【講師】ドンドー日本語センター 校長グエン・ヴァン・ハオ氏
■  視察ツアー交流会　夕食 (ベトナム料理) 
    食事後、Hanoi Daewoo Hotelへ移動、チェックイン

ホテル出発
■  ドンドー日本語センター　視察
　 授業・寮見学、学生との交流とハオ先生とのディスカッション　
■  昼食　(日本料理)
■  講演「青山メディカルグループにおける外国人介護人材採用」
　　～高品質の外国人介護人材確保と受け入れの進め方～
【講師】関西医療介護協同組合 事務局長 朝賀 洋史 氏
 ・ JVMCHR留学コンサルティングセンター視察  ー学生との交流ー　　
■  自由行動　　ホアンキエム湖周辺　散策　
■  夕食（ベトナム料理）　食後ホテルへ

航空機にて成田・中部・関西空港よりベトナムハノイへ
※ノイバイ空港にHMS田中・小池、ガイドがお出迎え15:00

16:00

16:30

17:30

18:30

ホテル出発
■  「ホアンロン人材派遣株式会社教育訓練センター」視察
■  送出機関「ホアンロン人材派遣株式会社」本社視察
■  昼食（ベトナム料理）
■  仁愛老人ホーム視察
                 ―夕食会場へ移動―
■  プレゼンテーション
　 「送出機関・監理団体・登録支援機関のミッションと役割とは」
■  視察ツアー参加者ディスカッション
 　「外国人介護人材受け入れの成功に向けて」
　　　　～３機関（送出機関、監理団体、実習実施者）の在り方とは～
■  夕食（ ベトナム料理） 食事後ホテルへ

8:00
9:00

12:40
14:30

17:00
18:00

19:30

チェックアウトを済ませホテル出発
■  送出機関「LEESCO株式会社」訪問
　 授業・寮見学、ディスカッション、学生との交流
■  昼食（イタリア料理）
■  フェニカ大学看護学科 視察 or 「面接」　
　大学説明、校内見学、看護学科授業見学・学生との交流
■  自由行動（観光） ＊ハノイ市内観光 ①ホーチミン廟 ②一柱寺 ③文廟
■  ベトナム視察ツアーの総括・ツアー修了報告会
　「ベトナム視察ツアーで得られたこと」
　～今後の外国人介護人材採用に向けて～　
■  ツアー終了交流会～旅をともにした仲間と大いに語ろう～
   ノイバイ国際空港へ移動

8:00
9:00

11:30
13:30

 
14:30
18:00

19:30
21:30

深夜便にてご帰国の途へ  日本へ到着

8:30
9:00

12:00
13:40

14:40

17:30
18:30

〒104-0061　東京都中央区銀座7-2-22　銀座同和ビル2F
TEL：03-6228-5995   FAX：03-6228-5996   E-mail：info@hifsk.co.jp

平成31年3月11日(月)～3月15日(金)

＜ハノイ３泊５日＞“百聞は一見に如かず”“百聞は一見に如かず”

本格的な入国が期待される介護技能実習生や介護留学生の現地最
新実情を調査！！日本語学校、看護系大学、送出機関、留学コンサルテ
ィングセンター、老人ホーム他を視察！！内閣府は「アジア健康構想」
でベトナムから２０２０年までに10000人の受け入れを目指す！！

日　　程日　　程

【視察参加料】定員20名　２人部屋利用 242，000円
１人部屋利用 260，000円≪催行人数≫１3名
※ビジネスクラスを希望の方は、別途追加料金となります。早めにお
申し込みください。食事はツアー参加料にすべて含まれています。但し、
飲み物と追加料理は自己負担となります。≪含まれるもの≫航空運賃・ホ
テル代・食事代・専用バス・日本語ガイド現地コーディネート費用

お申し込み・詳細は下記ホームページをご参照ください。

http://hms-seminar.com/

住　所

団体名

HMS会員の方は､会員区分にレを付けて下さい。
□ 法人会員   □ 個人会員   □ 購読会員   □ メール会員
※参加料は　　　　月　　　日送金します。
※入金照合のために口座名義を下記にご記入ください。 
振込名義　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
振込先:三井住友銀行　本店営業部　普通預金7577162
名義：カ）ホケンイリョウフクシサービスケンキュウカイ

T E L F A X e-mail

参加者氏名 所　　　属 参加者氏名 所　　　属役　　　職 役　　　職

〒

申込日　　平成　　　年　　　月　　　日 FAX.03-6228-5996

□　3月3日(日)  【午前の部】介護留学・介護インターンシップと外国人介護人材フォーラム

□　3月3日(日)  【午後の部】特定技能施行と外国人材雇用シンポジウム

□　3月2日(土)  【午後の部】外国人介護人材受け入れ事業者大会

※3月3日(日)　お弁当希望の方はチェックを付けてください。　【お弁当代：1個1,620円(税込)】　□お弁当希望　(　　　個)

□ CD受講希望

□　2月27日(水)   【午後の部】外国人介護人材の制度・予算・受入れ準備丸わかりセミナー □ CD受講希望

□ CD受講希望

□ CD受講希望

ホームページよりお申込頂けます。http://www.hms-seminar.com/【お申し込み方法】
●参加料は、上記指定口座にお早めに（原則 開催1週間前までに）お振込み下さい。●必要事項をご記入の上、上記申し込み書をFAXにてお送り下さい。※ご入金確認後、「受講券」及び「会場案内図」をお送り致します。
【セミナー参加のキャンセルにつきまして】　セミナーお申込み後のキャンセル受付につきましては、セミナー開催日の８日前迄とさせていただきます。
セミナー開催日の７日前以降のキャンセルやセミナーの当日欠席につきましては、ＣＤ受講（カラー印刷資料付）への切り替えとなります。キャンセルされる場合は、くれぐれも開催日の8日前迄に手続きをお願い致します。

HMS政策研究集会　事業者大会・フォーラム・シンポジウム　申込書

外国人介護人材関連セミナー　申込書

□　2月27日(水)   【午後の部】特定技能創設に伴う外国人材雇用と登録支援機関の役割セミナー □ CD受講希望

外国人介護人材ベトナム視察のご案内外国人介護人材ベトナム視察のご案内

3月11日(月)

3月12日(火)

3月13日(水)

3月14日(木)

3月15日(金)

成　田
ハノイ

ハノイ

ハノイ

ハノイ

ハノイ

ハノイ

ハノイ

機　内

ハノイ
成　田

バ　ス

バ　ス

バ　ス

バ　ス

VN310

日　　程 行　　　　　程 宿泊都　市 時　間 交通機関

１
日
目

２
日
目

３
日
目

４
日
目

５
日
目
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中　部→【VN346】 00:15発  06:30着 
関　西→【VN330】 00:45発  06:40着 

バスにて サンホー ハノイ レストランへ移動。

■  ツアー結団式
      （視察オリエンテーション、参加者自己紹介）
■  講演「ベトナムの歴史・政治・経済・社会保障について」　
　　　～医師・看護師養成の教育制度と
               日本への介護人材輩出の可能性～
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16:00

16:30

17:30

18:30
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19:30
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■  自由行動（観光） ＊ハノイ市内観光 ①ホーチミン廟 ②一柱寺 ③文廟
■  ベトナム視察ツアーの総括・ツアー修了報告会
　「ベトナム視察ツアーで得られたこと」
　～今後の外国人介護人材採用に向けて～　
■  ツアー終了交流会～旅をともにした仲間と大いに語ろう～
   ノイバイ国際空港へ移動
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9:00

11:30
13:30

 
14:30
18:00

19:30
21:30

深夜便にてご帰国の途へ  日本へ到着

8:30
9:00

12:00
13:40

14:40

17:30
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特定技能創設に伴い大きく変わる
外国人介護人材受け入れ制度の比較分析と
多様な制度活用の新たな人事戦略を探る

特定技能創設に伴い大きく変わる
外国人介護人材受け入れ制度の比較分析と
多様な制度活用の新たな人事戦略を探る

拡大した外国人材受け入れ制度（ＥＰＡ・留学生・技能実習生・特定技能）の選択と活用策とは・・・
特定技能導入に伴い介護分野の従来の留学生や技能実習生への影響と特定技能活用の可能性を探る！！

～特定技能創設に伴い14業種の労働市場を海外に開放！！創設された特定技能がアジア圏の人材獲得競争にもたらすもの～
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●参加料は、上記指定口座にお早めに（原則 開催1週間前までに）お振込み下さい。●必要事項をご記入の上、上記申し込み書をFAXにてお送り下さい。※ご入金確認後、「受講券」及び「会場案内図」をお送り致します。
【セミナー参加のキャンセルにつきまして】　セミナーお申込み後のキャンセル受付につきましては、セミナー開催日の８日前迄とさせていただきます。
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HMS政策研究集会　事業者大会・フォーラム・シンポジウム　申込書

外国人介護人材関連セミナー　申込書

□　2月27日(水)   【午後の部】特定技能創設に伴う外国人材雇用と登録支援機関の役割セミナー □ CD受講希望

　深刻な人手不足を打開するために政府が重要法案として、昨年１２月８日に成立した入管法（特定技能創設）は、基本方針・運用方針・総合的対
応策が１2月25日に閣議決定され、法務省を中心に14業種の省庁が4月1日の施行に向け、政省令の交付のための準備が進められています。政府は、
施行後5年間に14業種で合わせて上限34.5万人の外国人労働者を受け入れる計画ですが、中でも危機的な状況にある介護分野においては最も多
い５～6万人の受け入れとなりました。そこで、当会では、「外国人介護人材特別企画」として、次の3企画を同時開催する運びになりました。3月2日午後
には、海外に拠点を置き外国人介護人材の受け入れを積極的に行っている先進法人の取り組み実践事例を学ぶ「外国人介護人材受け入れ事業者
大会」、翌日の3月3日午前には、永続的な勤務が可能になる在留資格「介護」をめざし、留学生の受け入れや海外の大学との単位交換と職場のマッチ
ングのためのインターンシップの取り組みを学ぶ「介護留学・介護インターンシップと外国人介護人材フォーラム」、そして同日、3月3日午後には、4月1日施
行される特定技能制度の政省令の詳細解説と運用における特定技能所属機関や登録支援機関の在り方に関する議論を深める「特定技能創設と
外国人材雇用シンポジウム」を同時期に開催いたします。どうぞ、この機会に皆様方多数のご参加をお待ち申し上げます。

いよいよ改正入管法4月1日施行！！　
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