
地域外国人材受入れ・定着モデル事業

受託事業者：
パーソルキャリア株式会社
地域外国人材定着事業部



令和２年度「地域外国人材受入れ・定着モデル事業」を開始します

• 厚生労働省は、外国人材が職場や地域で円滑に定着できることを目的とした「地域外国人材受入れ・定着モデル
事業」を開始します。この事業を実施するに当たり、外国人材の受入れ・定着に積極的な都道府県を公募しました。

• その上で、選定した５地域（以下「モデル地域」という。）と都道府県労働局が連携して施策を進めます。

• この事業では、国外の外国人材に対する募集・採用の方法や、定着に向けたノウハウなどについての知見を持つ民間
職業紹介事業者（事業委託）が、「モデル地域」における外国人材の受入れから定着までを一貫して支援します。

• そして、この事業を通じて得られた外国人材の定着実績や効果的な支援内容などを基に、課題や好事例の収集・
蓄積を行い、その事業成果を報告書にまとめ、他の地方公共団体などに周知します。

※この事業は、国内外における新型コロナウイルス感染症の影響などを考慮しながら進めていきます。

事業名 地域外国人材受入れ・定着モデル事業

事業実施年度 令和２年度～令和４年度 ※事業応募締切：令和4年2月4日（金）

事業内容 別紙１（次頁）をご覧ください。

モデル地域 北海道、群馬県、福井県、岐阜県、鹿児島県 ※５地域は、公募を行い、有識者などからなる事業評価委員会が選定

委託事業者 パーソルキャリア株式会社 (https://www.persol-career.co.jp/)

事業者について
パーソルキャリア株式会社は、転職支援、求人情報、アウトソーシングなどを手掛ける、総合人材サービス
会社で、東京都に本社を置く東証一部上場パーソルホールディングス株式会社の子会社です。

※出典：厚生労働省HP 報道・広報 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14395.html より抜粋・一部追記

https://www.persol-career.co.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14395.html


事業内容（別紙１）

※出典：厚生労働省HP 報道・広報 https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000686933.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000686933.pdf


特定技能制度について （新たな外国人材の受入れ制度 2019年4月1日からスタート！）

在留資格「特定技能」が創設されました
今回の制度は、今回の制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

特定技能1号※とは

•相当程度の知識、又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

○ 在留期間：1通算で上限 5 年まで（ 1年、6 か月又は 4 か月ごとの更新）

○ 技能水準：試験等で確認（技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除）

○ 日本語能力水準：生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
○ 家族の帯同：基本的に認められない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象となります

特定産業分野「介護」における受入れ見込み数・従事する業務について

○ 受入れ見込数（５年間の最大値）：６０，０００人
○ 従事する業務：身体介護等（利用者の心身の状況に応じた入浴，食事，排せつの介助等）のほか、

これに付随する支援業務（レクリエーションの実施，機能訓練の補助等）
（注）訪問系サービスは対象外となります

○ 補足事項：
※在留資格「特定技能」には、特定技能 1 号と特定技能 2 号の 2 種類があります。介護分野においては、熟練した技能を有する外国人
材は、介護福祉士資格を有する者として、在留資格「介護」での在留が可能であるため、特定技能２号での受入れは行いません。



介護業界を取り巻く環境
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介護人材の需要推計

• 介護職員の処遇改善

• 多様な人材の確保・育成

• 生産性の向上

• メディアによる積極的情報発信

• 外国人材の受入れ（新たな介護の担い手）

福祉人材確保に向けた取組み

• 介護人材の需要が大きくなるため、厚労省は外国人材の受入れを推進します

■出典：厚労省HP「福祉・介護人材確保対策」を参考に作成

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000549665.pdf

単位：万人 単位：万人

単位：万人

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000549665.pdf


海外から外国人材を受け入れる際の介護在留資格の比較

※「在留介護」は国内に2年以上の留学を前提としているためここでは割愛

技能実習 特定技能 EPA

語学力
入国時要件：JLPTN４
望ましい水準：JLPTN3
2年目要件：JLPTN3程度

JLPTN4
又は
JFT合格+介護専門用語

インドネシア：JLPTN４程度以上
フィリピン：JLPTN５程度以上
ベトナム：JLPTN３程度以上

来日時の
技能試験

なし
CBT技能試験（介護の基本、こころと
からだのしくみ、コミュニケーション
技術、生活支援技術）

学歴要件（国より違うが大卒、看護学
校、介護資格）

受け入れ人数
常勤介護職員の総数が301人以上の事
業所はその20分の１、それ以下は人
数に応じて変動

事業所単位で日本人等の
常勤の介護職員の総数を超えない

基本は1施設2名以上、5名以下

受入対象法人要件 事業所として設立3年以上
特になし（受入の際に順守すべき規定
はあり）

介護福祉士養成施設における実習施設
と同等の体制が整備されていること等

転職
原則不可（やむを得ない事情があれ
ば転籍可）

可能 (フィリピン人の場合は転職先が
フィリピン政府へ登録済みであること
が必要)

可能（転職先も要件を満たす必要があ
る）

一人夜勤 不可
可
（※6カ月程度で業務順応してからを推奨）

可

在留可能年数
開始時は１号（１年間）
実技試験等を経て２号（２年間）、
３号（２年間）へ移行し、最大５年

最大5年 4年（+1年の延長規定あり）

職員算定 実習６ヶ月後から算定 業務開始日より算定 実習６ヶ月後から算定

• 例外規定などありますので、詳細は各所轄省庁の規定をご参照ください。



本事業のポイント

新在留資格「特定技能」を活用し、外国人材の受入れができます

✓ 外国人材の受入経験に関らず、特定技能での外国人材を受け入れる機会が得られます
✓ また、本事業を活用することで、採用にかかる費用を一部抑えることができます

※本事業の対象事業者になるには、事前の申請・審査を経ていただく必要性がございます。

入社時点に発生する費用：30万円 (1名採用あたり)

※受入れ準備費用は別途負担有（次頁にてご説明）

地方自治体や労働局と連携した受入れ・定着支援を受けることができます2

✓ モデル地域の地方自治体や都道府県労働局と連携し、外国人材の受入れに向けた取組を
実施します。

✓ 詳細については、別途事務局となるパーソルキャリア㈱よりご案内いたします。
✓ 指定の登録支援機関では、６カ月間は費用負担はありません。

※登録支援機関が提供する支援の中で、実費がかかるものについては費用負担が発生する可能性がございます。

また、別の登録支援機関との契約も可能ですが、費用については各機関との契約に基づきます。

1



本事業について

全国5エリアで
採用決定200名以上

・全国5道県で200名以上の採用決定実績
（北海道・群馬件・岐阜県・福井県・鹿児島県）

・採用決定企業60社以上
（主に介護・飲食料品製造業） ※2021年10月末時点

外国人材採用未経験企業の
サポート実績多数

• 採用決定いただいたお客様のうち

半数以上が外国人材採用未経験
※ 面接方法のアドバイスや異文化理解研修なども行いますので、

はじめての外国人材受け入れでも安心です。

本事業を通じた採用決定が増えています（外国人材採用未経験企業も多数）1

スピーディーに面接でき、早期に人材確保の見込みを立てることが可能2

✓ お申込から最短1か月で面接が可能 ※2021年10月末時点

【本事業の募集について】事業応募締切：令和4年2月4日(金) ご希望の場合はお早目にご相談下さい。
参加申請書提出→審査→結果通知のプロセスが発生します。

✓ 一方で、内定承諾から入国までは4～6か月程度ありますので、その間にしっかりご準備いただ
けます。（登録手続き、雇用管理のノウハウ、住まいの手配などについてご案内し、スムーズ
に準備いただけるようサポートします。）



定着支援（企業向け）

来日の後の外国人材の定着に関わる以下の課題に着目し、入国前後に定着支援を受入企業に
提供します。

定着のための課題
支援策

入国前 入国後

１．言語・コミュニケーション
コミュニケーションに特化した語学訓練 継続語学訓練の機会提供

異文化理解促進トレーニング
※次ページ内容有り

母国語の通訳アプリの提供

２．待遇

外国人材に費用負担をさせないプロセス

定期面談による状況確認外国人材の採用強化につながる募集要項
作成のコンサルテーション

３．リアリティショック
（事前情報と現実の乖離）

地域・企業別オリエンテーション
住宅・生活環境の改善サポート

詳細な人材情報の提供

４．孤独感
受入体制（オンボーディング施策）の整
備支援※次ページ内容有り

母国語の相談窓口の提供



本事業の定着支援（企業向け）の内容※一部抜粋 各地域の地域定着推進員がフォローします。

外国人材の面接が
初めてで不安…

違う文化の方との
コミュニケーションをどうと

ればよいか
分からない…

外国人材の受入れ
体制って何から
どうやって対応して
いけばよいのか…

面接の際の質問の仕方、注意点・留意点についてレクチャーします。
質問例のリストをお渡しするので参考に、質問を考えることができます。

※ ガイダンス内容：面接をするときの留意点、
よくある「ミスコミュニケーション」と「文化・環境の違い」への理解 等

面接前ガイダンス（面接会前）

外国人材を受けれるにあたっての心構えや、よく起こることを
ケーススタディ方式でなぜそのような問題が起こったのか理由と解決策を

皆で考えながら受講いただけます。現場の方への共有に便利な動画有り！
※ 研修内容：異文化理解とは、ケーススタディ（コミュニケーション） 等

異文化理解研修（内定受諾後）

個社別に受入れ準備シートをもとに、実情に合わせて外国人材の受入れに
向けた対応事項の洗い出しや、担当者の設定、実施方法について
定期的にミーティングを組んで、相談しながら進めていきます。

※ 実施内容：受入れ準備シートの作成、内定者面談のサポート 等

定着計画策定ミーティング（異文化理解研修後）

入国後も６か月間定期面談などフォローしていきます。



定着支援（地域施策）

• 外国人材が少ない地域での採用は、地域住民の不安やそこから来る軋轢により問題が
生じる可能性があるため、相互理解と共存を深められる施策として、下記の3段階に
分けて定着施策を実施します。

• 本事業終了後にも受入・定着支援が継続されるよう、各自治体と共同でこれら計画立
案・実施を進めていきます。



広報

申請

審査

結果通知

求人登録

労働局提出

6月 7月5月

3営業日 ～15日 ～末日

4月

各種セミナー・広報活動の実施 ※定期開催

・11/16より、詳細セミナー・個別面談の実施を希望 （詳細説明を実施し、申請を促す活動を意味します）

〆切 〆切 〆切

完了 完了 完了

発送 発送

3営業日 ～15日 ～末日 3営業日 ～15日 ～末日

面談

求人
登録

随時
実施

具体的な手続きについて①
※

以
降
、
同
様
の
プ
ロ
セ
ス
を
年
度
内
で
繰
り
返
し
実
施

求人
登録

随時
実施

• 事業者の募集については、毎月〆切日が設定されますのでお早めにご応募くださいませ。
• 詳細な申請プロセスについては、決定次第、事務局よりお知らせさせて頂きます。



（参考）受入対象国について

主な宗教
イスラム教

国民の87％がイスラム教、9％がキリスト教
（※1）

教育水準
識字率99.6％と高い水準

（※3）

平均賃金
平均年収

日本円約40万円

文化
日本人に対し友好的。
世界第4位の人口もあり、
多様性を尊重している。

言語
公用語はインドネシア語。

英語能力も日本と同等程度。

海外労働者数
日本への就労伸長率は3位
ベトナム、フィリピンを抜いて
増加が堅調（※2）

◆インドネシア

受入れ人数：3947名
インドネシア：470名 フィリピン：437名 ネパール：287名

◆フィリピン 主な宗教
キリスト教

国民の93％がキリスト教、5％がイスラム教
（※1）

海外労働者数
世界最大の労働力輸出国

約1,000万人(国民の10人に1人)が
海外に居住（※2）

教育水準
識字率98.2％と高い水準

（※3）

平均賃金
365USD/月
=40,150円程度

非製造業 スタッフクラス平均

文化
ラテン気質で、明るく社交的な性格。

ホスピタリティも高く、サービス業従事者も
多い。日本の漫画やアニメの人気も高い。

言語
公用語はタガログ語、英語。

（※1）出典：外務省ホームページ（※2）出典：JETROホームページ（※3）出典：世界銀行 2015年 (※4)出典：国際労働財団（JILAF）ホームページ (※5)2011年国税調査

◆ネパール 主な宗教
ヒンドゥー教

国民の81.3％がヒンドゥー教、9.0％が仏教徒、
4.4％がイスラム教徒（※5）

教育水準
識字率65.9％

（※1）

平均賃金
平均年収 日本円約8万円

（※2）

文化
礼節を重んじ、年長者を敬い、勤勉な国民性

（※1）

言語
公用語はネパール語。英語教育に力をい
れているため、英語が話せる人が多い。

海外労働者数
GDPの約30％が

海外の労働者等からの送金（※4）

介護分野における特定技能外国人の受入れ状況
（令和3年9月末時点）

主にインドネシア、フィリピン、ネパール人材のご紹介を予定しております。ただし時期や状況に応じて他国籍等の人材を
ご紹介いたします。（ご紹介する対象国については事務局にて適宜判断いたしますのでご了承下さい。）



ご紹介可能な人材（一例）

本事業を利用する外国人材のデータベースから、

日本企業からの内定を獲得した外国人材のプロフィールを一部、ご紹介いたします。


