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2016年（平成28年）度
社会福祉法人 晋栄福祉会

事業経営方針

Enhance diversity
（充実する、伸びる、成長する）

Create diversity
（創造する）

Focus on diversity
（強調する、重点を置く）

～Focus on diversity～

多様性をはぐくむ組織づくり

多様性のある利用者・家族
サービス提供（保育・介護・障がい・他）

「多様性のある支援サービスを目指す」
「多様性を育む」

多様性のある職員採用
支援（国籍・人格・家族・他）



グローバル戦略推進委員会の発足とミッション
介護人材、園児等外国人増加に伴う案件や課題の対応を行う部門として、

2015年（平成27年）4月に法人委員会として「グローバル推進戦略委員会」が

発足！！その使命は・・・

・今後ますます深刻になるであろう介護職員不足の問題に対し、日本人職員の

採用を強化充実させつつも、グローバルな視点を持ち、外国人の介護職員を

柔軟に受け入れ、2025年（平成37年）に団塊の世代方々が後期高齢者に

なられても、介護サービスを安定して提供できる体制を構築する。

・外国籍の職員、利用者（保育園児・保護者）に対して文化や価値観の理解を

深め、コミュニケーションを密にはかりながら、お互いに信頼関係を構築し

「異文化共生」を目指す。

※2016年度 第35回 全国社会福祉法人経営者大会配布資料
「経営実践事例」の「職員・園児の多国籍化によるグローバル化に対応した経営戦略」より抜粋



グローバル化対策実践事例

①外国人介護職員受け入れの実践事例

帰国したインドネシア人ＥＰＡ介護福祉士の受け入れ事例

②外国語表記ツールの充実 伝えたいことを外国語で

・フィリピン人留学生の受け入れ

・英語、タガログ語、韓国語他、外国語が話せる職員の発掘と活用

（現地面接時通訳、日本語教育、保護者配布重要事項説明書翻訳、

該当者の悩み事相談窓口など）



法人リクルートビデオ

（英語版）他、インドネシア語・ベトナム語あり



ＥＰＡ求人票
（インドネシア語版）

フィリピン人留学生用
雇用契約書（英語版）



保育園の標識

（４か国語版）



外国人ケアスタッフの就労状況 2017（平成29年）年4月現在

配属施設 国名 人数 タイトル

ナーシングホーム智鳥

インドネシア

3
介護福祉士

宝塚ちどり

5

2 介護福祉士候補者

フィリピン 2

中山ちどり インドネシア 3 介護福祉士

4 介護福祉士候補者

介護福祉士11名 介護福祉士候補者8名

• 介護福祉士は11名中8名は、ほかの施設にて就労後帰国されこちらへ再就職
• 国別では17名がインドネシア、2名がフィリピン
• 介護福祉士候補者の、入国年度 平成2１年２名 平成22年2名 25年2名 26年2名 28年6名



2016年度（平成28年）第29回介護福祉士国家試験 合格者

リンダ アシマ インダ プジャ ニンルム

趣味：音楽鑑賞 ・旅行

出身国：インドネシア

メダン

入国年：2013年（平成25年）

好きな食べ物：辛い物全般

趣味：寿司を食べること・

出身国：インドネシア

西ジャワ

好きな食べ物：サテ（焼き鳥）

ショッピング

入国年：2013年（平成25年）



2017年（平成29年）入国予定 介護福祉士候補者

• 大阪エリア：ナーシング智鳥（インドネシア2名、ベトナム3名）

• 兵庫エリア：宝塚ちどり（インドネシア2名、フィリピン2名）中山ちどり（インドネシア4名、フィリピン3名）

• 奈良エリア：高山ちどり（インドネシア4名）萩の台ちどり（インドネシア4名）

国名 配属予定月 人数 配属施設

インドネシア 2017年12月 16名
ナーシング智鳥
宝塚ちどり、中山ちどり、
高山ちどり、萩の台ちどり

フィリピン 2017年12月 5名 宝塚ちどり、中山ちどり

ベトナム 2017年8月 3名 ナーシング智鳥

総 勢 24名 5施設



受入後の周囲の反応

職員に対して

○難しい日本語を勉強しながら大変なお仕事を頑張っている姿を見て、

自分も頑張らなければという励みになる

○異文化に触れることで、日本が如何に恵まれた国なのか理解できる

○初歩的な事から教える中で、職員自身が再勉強となる事がある

〇多忙な介護現場で、間接介護から開始するが大変助けになっている

ご利用者様に対して

○明るい性格の人材が多いので自然と、利用者様も笑顔になる

○『遠い所から来てくれて』と感謝の意を伝えられることがある

○ゆったり関わることが出来るので、話す機会が増える



受入後の周囲の反応

職員に対して

○日本語表記の間違いなどで、業務が増える事がある

○サービスの質を維持することに常に心配がある

○学習時間や集合研修などで業務を抜けてしまう

ご利用者様に対して

○日本語（大阪弁）が通じず利用者様の思いが通じないことがある



学習支援

生活支援

就労支援

 ことばの研究社(通信学習）

 国際厚生事業団（JICWELS)

 国家試験直前支援

 合同学習会

 住居環境整備

 体調管理

 結婚、出産に関しての相談

 信仰している宗教や食事の配慮

 初任者研修

 理解度、職場環境の確認

 配属先ユニットとの連携

介護福祉士には

受入時の支援内容



住宅設備（法人契約のUR住宅）

施設より徒歩10分程度

※今後、兵庫県住宅供給公社とも契約予定



EPA介護福祉士候補者〔受入れ手引き〕配属から６か月まで
～業務進捗プログラム～

配属月 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月

業
務
内
容

職場環境に慣れる

コミュニケーション
見守り

リネン・配膳・環境整備
などの生活援助

日誌・申し送り
ノート等の確認

初任者研修で
学んだ視点で

業務

コール対応

会議の参加

初任者研修で
学んだ視点で

業務

コール対応

変形シフト開始

継続

直接介助
スタートの案内

介助の見学

日誌の作成

食事介助
口腔ケア
更衣介助

２人介助の補助

移乗介助
体位交換

学
習

オリエンテーション 自主学習・JICWELS（通信テスト）
ことばの研究社
オンライン授業

到達度テスト
到達度テスト
合同学習会



7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 1年後

業
務
内
容

排泄介助
（パット交換

二人介助補助）

服薬（副）

排泄介助
（二人介助抱える側・一

人介助）

居室対応
補佐

入浴介助
（軽介助リフト浴）

入浴介助
（リフト浴全員）

入浴介助
（特浴）

早出～遅出までの
業務全般

服薬（主）

全ての業務に対応でき
るようになれば
居室担当をもつ

学
習

ことばの研究社
JICWELS

通信テスト
継 続

ことばの研究社
JICWELS

合同学習会

ことばの研究社
到達テスト

JICWELS通信テスト

EPA介護福祉士候補者〔受入れマニュアル〕7か月から1年後
～業務進捗プログラム～



候補生 週間学習スケジュール
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【1週間のスケジュール】

勤務

月 遅出

火 早出 勉強（施設）

水 早出 仕事（実務）

木 公休

金 早出

土 遅出

日 公休

○１週間の平均学習時間　＝　施設（　　2）時間

2418 19 20 21 22 23176 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

・勤務時間内で勉強時間を設けている

・外部の講座受講なども勤務時間に含む（費用は施設負担）



研修指導体制について
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【研修指導体制について】

日本語 受験対策 介護技術

担当
・日本語講師（施設職員）

・施設職員
・通信教育

・日本語講師（施設職員）
・通信教育

・外国人担当職員
・介護職員

支援内容

・週1回
　2時間

・業務申し送りへの参加
・部署会議への参加

・国際厚生事業団のテキ
ストに沿って指導
・スカイプ授業による通信
教育

・初任者研修の受講
・担当職員によるOJTにて介護
技術を指導



受入に向けてのアドバイス

現地説明会での面接のみでは個人評価を出すことは難しい

通訳を介しながらでもこちらから積極的に彼らに歩み寄る

彼らを理解することでやるべきことが見えてくる

国会試験合格まで施設スタッフ一丸となって家族のように見守り共に歩む

合格をともに喜び日本人介護福祉士と肩を並べ介護技術のさらなる向上を目指す

日本での自立生活と家族が増える喜びを共に感じる



ご清聴賜り誠にありがとうございました



国家試験合格までの
みちのり
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インドネシア人 介護福祉士の発表
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22年度 入国 第3期生

インドネシア出身

25年度 国家試験は不合格

滞在延長

26年度 不合格

帰国

27年度 試験のため来日し
無事合格



国家試験に向けての勉強方法

・25年度初回の試験

・26年、2回目の試験
1年間、国家試験に向けた学習
→直前の模擬試験では合格レベル

緊張で実力が出せず

・インドネシア帰国
→リラックスした環境で学習

http://2.bp.blogspot.com/-LeyNUHzF4WM/VdLr-_L1kWI/AAAAAAAAw1U/qT4HpUwjOtc/s800/study_daigakusei_woman.png
http://2.bp.blogspot.com/-LeyNUHzF4WM/VdLr-_L1kWI/AAAAAAAAw1U/qT4HpUwjOtc/s800/study_daigakusei_woman.png


・4月からは夜勤シフトにも入っている 

・施設の近くで一人暮らし 

・後輩たちの良き相談相手になりたい 

・記録の入力をもっとスムーズに行いたい 

・趣味は日本のドラマを見ること 
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