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第１章 事業計画  

第１節 事業の概要  
 

    事業の趣旨・⽬的  

従来、外国人労働者は「永住者」「技能実習」「留学」といったそれぞれに発給された

ビザに基づき就職をしており、失業してしまった在留外国人労働者は就労に制限のない在

留資格を除き同職種での転職が求められていた。 

 しかし新型コロナウイルス感染拡大による我が国の経済状況の悪化により、受け入れ先

が見つからないケースが増えている。これに対応し、出入国在留管理庁（入管庁）でも本

年4月より救済策として、従来は許されていない他職種への再就職を認めることとしたが、

現実的には外国人労働者が全く未経験の分野で再就職するのは難しい。公的な統計で外国

人労働者の失業件数などが公表されているものはなく、正確な規模感は捉えられないが、

報道ベースでは、生活に困窮した外国人労働者や留学生からの相談が、在留外国人を支援

するNPO法人や地⽅自治体などの相談窓口に数多く寄せられているという現状がうかがえ

る。さらに日本での就労を諦めて帰国しようにも、海外との往来は制限されており、費用

負担の問題から苦境は深まっている。 

 また、「緊急小口資金等の特例貸付」や「生活保護制度」も対象となる在留外国人は永

住者、定住者、日本人の配偶者等、特別永住者、難民認定を受けた者などに限定されてお

り、在留期間に制限のある外国人労働者は対象外となっている。 

 

以上のような背景から外国人労働者が日本国内で就転職しやすい環境を整えることは喫緊

の課題であり、本事業では特に発給されたビザと違う職種に再就職する際に必要となる

「特定技能測定試験」の対策や職業教育を中心として講座を構築し、これを支援していく。 

  

    在留外国人を取り巻く現状、課題とその解決策についての考察  

日本で就労している外国人労働者の数は、2019年10月末時点で165万8804人となっており、

前年同期比13.6％も増加し、届出が義務化された2007年以来、過去最高を更新した。在留

資格別に見ると、定住者（主に日系人）、永住者、日本人の配偶者等の「身分に基づく在

留資格」が約53.2万人（32.1％）で最も多く、次いで、開発途上国からの「技能実習制度

（以下、技能実習）」が38.4万人（23.1％）、留学生のアルバイト等の「資格外活動」が

37.3万人（22.5％）、「専門職・技術的分野の在留資格」が32.9万人（19.8％）の順とな

っている。なお、国籍別の外国人労働者数（2019年10月末現在）では、中国が418,327人

（外国人労働者全体の25.2％）で最も多く、次いで、ベトナムが401,326 人（同24.2％）、

フィリピンが179,685人（同10.8％）、ブラジルが135,455人（同8.2％）の順となってい

る。特に、最近はベトナムやネパールからの外国人労働者が大幅に増加している状況であ
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る。 

 日本における外国人労働者の特徴は、長期間にわたる就労を⽬的としている専門職より、

資格外活動や技能実習のような短期間の在留資格で働く割合が全体の45.6％で高い割合を

占めている点であるが、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりこういった層の外国人

労働者が苦境に立たされている。 

 これに対応し、出入国在留管理庁（入管庁）でも本年4月より救済策として、従来は許

されていない他職種への再就職を認めることとしたが、現実的には外国人労働者が全く未

経験の分野で再就職するのは難しいと考えられる。公的な統計で外国人労働者の失業件数

などが公表されているものはなく、正確な規模感は捉えられないが、報道ベースでは、生

活に困窮した外国人労働者や留学生からの相談が、在留外国人を支援するNPO法人や地⽅

自治体などの相談窓口に数多く寄せられているという現状がうかがえる。さらに日本での

就労を諦めて帰国しようにも、海外との往来は制限されており、費用負担の問題から苦境

は深まっている。 

 また、「緊急小口資金等の特例貸付」や「生活保護制度」も対象となる在留外国人は永

住者、定住者、日本人の配偶者等、特別永住者、難民認定を受けた者などに限定されてお

り、在留期間に制限のある外国人労働者は対象外となっている。 

 

以上のような背景から外国人労働者が日本国内で就転職しやすい環境を整えることは喫緊

の課題であり、本事業では特に発給されたビザと違う職種に再就職する際に必要となる

「特定技能測定試験」の対策や職業教育を中心として講座を構築し、これを支援していく。

なお本取組においては業界の需要、求人の多さを勘案し、特定技能「外食」「介護」を想

定し制作をすすめる。 

 また、日本語学習やそれぞれの専門科⽬に加え、ビジネスマナーや日本における習慣と

いった、働くうえで必要となる技能の学び直しも行っていく。 
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第３節 具体的な取組 
 

    計画の全体像  

●2020年度の取組 

1.事業推進体制の整備と活動推進 

実施委員会の組織化と開催 

調査部会の組織化と開催 

 

2.実態調査の実施 

実態調査(1)の企画・設計・実施・分析 

実態調査(2)の企画・設計・実施・分析 

 

3.教育プログラムの開発 

カリキュラム2020年度版の策定 

シラバス2020年度版の策定 

 

4.事業成果のとりまとめ 

事業成果報告書の作成 

事業成果の公開 

 

●2021年度の取組 

1.事業推進体制の整備と活動推進 

実施委員会の開催 

開発・実証部会の組織化と開催 

 

2.教育プログラムの開発 

カリキュラム2021年度版の策定 

・専門科⽬カリキュラムの策定 

・専門科⽬シラバスの策定 

・教材プロトタイプ開発 

（講義用教材・ＰＢＬ教材） 

・ｅラーニング教材開発 

 

3.実証講座の計画立案 

2021年度実証講座実施計画の策定 

 

4.実証講座の実施 
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実証講座の準備・運営 

実証講座実施結果の検証 

 

5.事業成果のとりまとめ 

事業成果報告書の作成 

事業成果の公開 

 

 

●2022年度の取組 

1.事業推進体制の整備と活動推進 

実施委員会の開催 

開発部会の開催 

実証部会の開催 

 

2.教育プログラムの開発 

カリキュラム確定版の策定（2021年度版の改訂） 

・シラバス確定版の策定 

・指導ガイドライン確定版の作成 

・教材開発（2021年度版の改訂） 

（講義用教材・ＰＢＬ教材） 

・ｅラーニング教材開発 

 

3.実証講座の実施 

実証講座の準備・運営 

実証講座実施結果の検証 

 

4.事業成果のとりまとめ 

事業成果報告書の作成 

事業成果の公開 

事業成果報告会の開催
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    今年度の具体的活動  

(1) 事業推進体制の整備  

    事業推進の体制として、実施委員会及び部会を以下の通り組織化し、開催した。 

委員会名 実施委員会 調査部会 開発実証部会 

役割 

本事業の意思決定機関とし

て、事業の重要事項の検討

と決定を行うと共に、事業活

動全体のマネジメントを担当

する。 

実施委員会の指揮の

下、調査に係る作業を

担当する。 

実施委員会の指揮の下、

教育プログラムの企画・

実施・検証等に係る実作

業を担当する。 

今年度の

活動 

(1) 事業計画・活動の決定 

(2) 開発教材の企画・分析 

(3) カリキュラムの基本設計 

(4) 次年度計画の立案 

(1)外国人労働者の現

状調査 

(2)外国人労働者雇用

状況実態調査 

(1) 共通科目に係るカリキュ

ラム作成 

(2) 共通科目に係るシラバス

作成 

開催回数 ２回 １回 １回 

 

 (2) 実態調査の実施  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)カリキュラム・シラバス開発 

共通科⽬の科⽬構成、時間数を検討した。さらに、実施形態（集合研修・ｅラーニング）

の具体化を進め、カリキュラム令和２年度版（科⽬構成・科⽬概要）と科⽬ごとのシラバ

ス令和２年度版（授業進行計画）を策定した。 

  

概要 協力企業・団体の協力のもと、監理団体（300件）、登録支援機関（300件）に対して、外国

人労働者の現状についてアンケート調査を行った。 

目的 外国人労働者の実態を分析し、それらを教育プログラムの内容に反映させる。これによ

り、教育プログラムを実施の当事者の意識や意向に沿ったものへと仕上げていく。 

調査手法／時期 インターネット及び郵送によるアンケート調査（2021年2月） 

概要 協力企業・団体の協力のもと、一般企業600件を対象として、外国人労働者雇用の現状

を調査した。 

目的 外国人労働者の雇用状況を調査し、それらを教育プログラムの内容や実施形態などに

反映させる。これにより、真に企業で求められているスキルを身につけた外国人労働者

育成のための教育プログラムへと仕上げていく。 

調査手法／時期 インターネット及び郵送によるアンケート調査（2021年2月） 
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 (4) 会議  

① 実施委員会（年度内 2 回） 

②開発実証部会（年度内１回） 

③調査部会（年度内1回）  

  

本事業活動を推進するにあたり、「実施委員会」の会議を開催した。実施委員会は、事業

計画・事業活動⽅針の策定、部会への作業指示、活動内容の承認・評価、活動成果の評価を

⽬的として開催した。 

また、本事業活動における教育プログラムの企画・実施・検証を行うため、「開発・実

証部会」の会議を、調査項⽬・⽅針の策定を行うため、「調査部会」をそれぞれ開催した。 
 

第 2 章にて今年度の活動の成果を報告する。  
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第２章 今年度の活動成果 

    今年度は、カリキュラム・シラバスの策定に生かすため「外国人労働者支援機関に対する

現状アンケート」及び「外国人雇用状況に関する現状アンケート」を行い。それをもとに今

年度版のカリキュラム、シラバスの作成を行った。 

以下、各成果を詳説する。  

   

第１節 調査 
 

    調査内容  

 (1) 実態調査①  

概要 協力企業・団体の協力のもと、監理団体や登録支援機関その他、外国人労働者支援機

関に対して、外国人労働者の現状についてアンケート調査を行う。 

⽬的 外国人労働者の実態を分析し、それらを教育プログラムの内容に反映させる。これに

より、教育プログラムを実施の当事者の意識や意向に沿ったものへと仕上げていく。 

調査手法／時期 インターネット及び郵送によるアンケート調査（2021年2月） 

 

(2) 実態調査②  

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 調査対象者 

 (1) アンケート送付数と回答数 

調査対象 アンケート送付先 回答数 

①外国人支援機関合計 600 98 

管理団体 300 54 

登録支援機関 300 44 

②企業 300 18 

 

  

概要 協力企業・団体の協力のもと、一般企業を対象として、外国人労働者雇用の現状を調

査する。 

⽬的 外国人労働者の雇用状況を調査し、それらを教育プログラムの内容や実施形態などに

反映させる。これにより、真に企業で求められているスキルを身につけた外国人労働

者育成のための教育プログラムへと仕上げていく。 

調査手法／時期 インターネット及び郵送によるアンケート調査（2021年2月） 
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３ アンケート用紙 

以下に実際に送付したアンケート用紙を示す。 

 

(1) 管理組合 

 

令和３年２月吉日 

合同会社ＬＰエデュケーション 

 

-----------------------------------------------------------------------------  

文部科学省令和２年度「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」 

「新型コロナウイルス感染症拡大の影響により失業した在留外国人労働者救済のための 

職業教育支援事業」事業 

外国人労働者支援機関に関する現状 アンケートご協力のお願い 

 

本調査では、監理団体や登録支援機関その他、公民問わない外国人労働者支援機関を対象に、外国人労

働者がおかれている現状と課題を浮き彫りにし、失業した在留外国人労働者救済のための職業教育にどの

ような学びが必要か抽出したいと考えております。 

-----------------------------------------------------------------------------  

 

 該当箇所の枠内に☑を記入してください  

 

Q1. 団体として活動している期間を教えてください。 

   □２年未満  □３年以上５年未満  □５年以上7年未満  □7年以上10年未満 

□10年以上 

 

Q2. 団体の従業員数を教えてください。 

   □10人未満  □10人以上20人未満  □20人以上30人未満 

□40人以上50人未満   □50人以上 

 

Q3. ここ２～３年の、企業からの外国人材受入ニーズの状況（問合せや受入希望が増えているかなど）

はいかがでしょうか。  

   □増加している  □やや増加している  □横ばい  □やや減少している 

□減少している 

 

Q4. ここ数年の、日本での就労を希望する外国人材の状況はいかがでしょうか。  

□増加している  □やや増加している  □横ばい  □やや減少している 

□減少している 

 

Q5. 外国人材に関する、事前面接等の手法として主に採用しているものについてお教えください。  

   □現地で直接対面しての面接  □インターネット上での面接  □電話での面接 

□自団体の関連団体による面接 □その他 

Q6. 受入企業の提示する外国人材への報酬についてお教えください。 

   □日本人労働者と同程度  □日本人労働者よりも高額  □日本人労働者よりも低い 

□日本人労働者よりもかなり低い  □その他 

 

Q7. 貴団体において支援した企業が外国人材を受入れる主な理由をわかる範囲でお教えください。  

   □日本人だけでは人材確保が困難  □外国人材ならではの能力が必要であった 

□会社の国際化や多様化のため、海外進出・展開のため  □人件費コストの削減 

□その他（具体的に：                        ） 

 

Q8. 人材マッチングの際に、受入企業とのトラブルにはどのようなものがありましたか。   

□人材（技術・言語等）への過度な要望  □外国人材の労働条件や受入条件の不一致 

□受入企業が希望する人数を確保できなかった  □その他 

□費用負担でのトラブル（具体的に：                  ） 
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Q9. 貴団体において支援した企業が外国人材を受入れる際、就労環境について、困っていること、課題

についてわかる範囲でお教えください。 

□コミュニケーションがとりづらい  □日本人従業員とのトラブル   

□自己都合での退職（帰国）が多い  □思ったよりコストがかかる  □その他 

 

Q10. 貴団体において支援した企業が外国人材を受入れる際、生活支援について、困っていること、課題

についてわかる範囲でお教えください。 

   □コミュニケーションがとりづらい  □住まいの確保が負担 

□喧嘩、ゴミ出し、騒音など生活トラブルへの対応が負担  □非常時の対応が負担 

□その他 

 

Q11. 受入企業に対し、貴団体が行っている支援についてお教えください。（複数選択可）  

□外国人材受入のための研修の実施  □外国人材受入のためのマニュアルの作成・提供 

□受入企業が行う、日本語研修の実施支援  □受入企業が行う、地域交流会の実施支援 

□その他 

 

 

Q12. 受入企業に対する指導や電話や訪問による支援の頻度は、どの程度でしょうか。  

   □月１回  □２カ月に１回  □３ヶ月に１回  □４ヶ月に１回  □その他 

 

Q13. 外国人材に対し行っている講習等支援についてお教えください。（複数選択可）  

□従事業務に関する技能講習  □日本語に関する講習  □ビジネスマナー講習 

□文化・生活ルールに関する講習  □その他 

 

Q14. 受入企業・外国人材間での、受入期間中の主なトラブルや苦慮していることについてお教えくださ

い。 

   □外国人材との意思疎通が困難  □外国人材が行う業務が事前の説明と異なる 

□外国人材の技能が想定よりも低い  □特になし  □その他 

 

Q15. 外国人材から受ける相談について、主な相談内容をお教えください。 

□業務内容に関すること  □職場の人間関係に関すること  □労働時間に関すること 

□賃金・手当に関すること  □特になし  □その他 

 

Q16. 外国人材から実際に相談がある頻度についてはいかがですか。  

   □週に１～２回以上  □月に１～２回  □半年に１～２回  □相談はほとんどない □その他 

 

Q17. 外国人材からの相談は、主にどのような方法を使って連絡がありますか。  

□メール  □SNS  □電話  □定期的な面談の際  □その他 

 

Q18. 外国人材からの相談を受ける際、対応可能な外国語についてご回答ください。（複数選択可）  

   □英語  □中国語  □ベトナム語  □タガログ語  □その他 

 

Q19. 外国人材の帰国後のフォローについては、どういった対応をされていますか。  

□帰国後の就職あっせん・支援を実施している  □帰国後の状況のみ把握している 

□帰国後の状況は把握していない  □その他 

 

Q20. 受入企業への支援において困っていることがあれば、お教えください。（複数選択可）   

□企業側が望む能力に適合する人材が乏しい 

□支援を行っても、計画どおり修了しない外国人材が多い 

□企業側が外国人材の文化的背景等を理解する姿勢に乏しい 

□実習計画認定や在留資格申請の行政手続の業務量が過大 

□その他 

Q21. 現地機関と契約締結や提携等をしている送出国をお教えください。（複数選択可）  

□中国（香港等含む）  □韓国  □台湾  □ベトナム  □インドネシア 

□カンボジア  □フィリピン  □ミャンマー  □その他 

 

Q22. 現地機関と契約締結や提携等をしている各国の送り出しの状況はいかがでしょうか。  

（複数の国の送り出し機関と契約や提携等している場合は、最も受入数が多い国）  
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   □送り出しに積極的で、規制も緩やか  □送り出しに消極的だが、規制が緩やか 

□送り出しに積極的だが、規制が厳しい □送り出しに消極的で、規制も厳しい  □その他 

 

Q23. 技能実習計画認定件数について技能実習生の年齢層を教えてください。 

20歳未満（    %）  20～29歳（    %）  30～39歳（    %） 

40歳～49歳（    %）  50歳以上（    %） 

 

Q24. 実習先変更支援個別支援受理件数について教えてください。 

□０件  □１～４件  □５～９件  □10～14件  □15～19件  □20件以上 

 

Q25. 貴団体におけるおおよその月額監理費を教えてください。 

   □10,000円未満  □10,000～20,000円  □20,001～30,000円 

□30,001～40,000円  □40,001～50,000円  □50,000円超 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

いただきました情報につきましては調査目的以外には使用しません。 
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  (2) 登録支援機関 

 

令和３年２月吉日 

合同会社ＬＰエデュケーション 

-----------------------------------------------------------------------------  

文部科学省令和２年度「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」 

「新型コロナウイルス感染症拡大の影響により失業した在留外国人労働者救済のための 

職業教育支援事業」事業 

外国人労働者支援機関に関する現状 アンケートご協力のお願い 

 

本調査では、監理団体や登録支援機関その他、公民問わない外国人労働者支援機関を対象に、外国人労

働者がおかれている現状と課題を浮き彫りにし、失業した在留外国人労働者救済のための職業教育にどの

ような学びが必要かを抽出したいと考えております。 

-----------------------------------------------------------------------------  

 該当箇所の枠内に☑を記入してください  

 

Q1. 団体として活動している期間を教えてください。 

   □２年未満  □３年以上５年未満  □５年以上7年未満  □7年以上10年未満 

□10年以上 

 

Q2. 団体の従業員数を教えてください。 

   □10人未満  □10人以上20人未満  □20人以上30人未満   

□40人以上50人未満   □50人以上 

 

Q3. ここ２～３年の、企業からの外国人材受入ニーズの状況（問合せや受入希望が増えているかなど）

はいかがでしょうか。 

   □増加している  □横ばい  □減少している 

 

Q4. ここ数年の、日本での就労を希望する外国人材の状況はいかがでしょうか。  

□増加している  □横ばい  □減少している 

 

Q5. 外国人材に関する、事前面接等の手法として主に採用しているものについてお教えください。  

   □現地で直接対面しての面接  □インターネット上での面接  □電話での面接 

□自団体の関連団体による面接 □その他 

 

Q6. 受入企業の提示する外国人材への報酬についてお教えください。 

   □日本人労働者と同程度  □日本人労働者よりも高額  □日本人労働者よりも低い 

□日本人労働者よりもかなり低い  □その他 

Q7. 貴団体において支援した企業が外国人材を受入れる主な理由をわかる範囲でお教えください。  

   □日本人だけでは人材確保が困難  □外国人材ならではの能力が必要であった 

□会社の国際化や多様化のため、海外進出・展開のため  □人件費コストの削減 

□その他（具体的に：                          ） 

 

Q8. 人材マッチングの際に、受入企業とのトラブルにはどのようなものがありましたか。  

□人材（技術・言語等）への過度な要望  □外国人材の労働条件や受入条件の不一致 

□受入企業が希望する人数を確保できなかった □その他 

□費用負担でのトラブル（具体的に：                    ） 

 

Q9. 貴団体において支援した企業が外国人材を受入れる際、就労環境について、困っていること、課題

についてわかる範囲でお教えください。 

□コミュニケーションがとりづらい  □日本人従業員とのトラブル   

□自己都合での退職（帰国）が多い  □思ったよりコストがかかる  □その他 

 

Q10. 貴団体において支援した企業が外国人材を受入れる際、生活支援について、困っていること、課題

についてわかる範囲でお教えください。 

   □コミュニケーションがとりづらい  □住まいの確保が負担 

□喧嘩、ゴミ出し、騒音など生活トラブルへの対応が負担  □非常時の対応が負担 
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□その他 

 

Q11. 受入企業に対し、貴団体が行っている支援についてお教えください。（複数選択可）  

□外国人材受入のための研修の実施  □外国人材受入のためのマニュアルの作成・提供 

□受入企業が行う、日本語研修の実施支援  □受入企業が行う、地域交流会の実施支援 

□その他 

 

Q12. 受入企業に対する指導や支援の頻度は、どの程度でしょうか。  

   □月１回  □２カ月に１回  □３ヶ月に１回  □４ヶ月に１回  □その他 

 

Q13. 外国人材に対し行っている講習等支援についてお教えください。（複数選択可）  

□従事業務に関する技能講習  □日本語に関する講習  □ビジネスマナー講習 

□文化・生活ルールに関する講習  □その他 

 

Q14. 受入企業・外国人材間での、受入期間中の主なトラブルや苦慮していることについてお教えくださ

い。 

   □外国人材との意思疎通が困難  □外国人材が行う業務が事前の説明と異なる 

□外国人材の技能が想定よりも低い  □特になし  □その他 

Q15. 外国人材から受ける相談について、主な相談内容をお教えください。 

□業務内容に関すること  □労働時間に関すること  □賃金・手当に関すること 

□特になし  □その他 

 

Q16. 外国人材から実際に相談がある頻度についてはいかがですか。  

   □週に１～２回以上  □月に１～２回  □半年に１～２回  □その他 

 

Q17. 外国人材からの相談は、主にどのような方法を使って連絡がありますか。  

□メール  □SNS  □電話  □定期的な面談の際  □その他 

 

Q18. 外国人材からの相談を受ける際、対応可能な外国語についてご回答ください。（複数選択可）  

   □英語  □中国語  □ベトナム語  □タガログ語  □その他 

 

Q19. 外国人材の帰国後のフォローについては、どういった対応をされていますか。  

□帰国後の就職あっせん・支援を実施している  □帰国後の状況のみ把握している 

□帰国後の状況は把握していない  □その他 

 

Q20. 受入企業への支援において困っていることがあれば、お教えください。（複数選択可）   

□企業側が望む能力に適合する人材が乏しい 

□支援を行っても、計画どおり修了しない外国人材が多い 

□企業側が外国人材の文化的背景等を理解する姿勢に乏しい 

□実習計画認定や在留資格申請の行政手続の業務量が過大 

□その他 

 

Q21. 現地機関と契約締結や提携等をしている送出国をお教えください。（複数選択可）  

□中国（香港等含む）  □韓国  □台湾  □ベトナム  □その他 

 

Q22. 現地機関と契約締結や提携等をしている各国の送り出しの状況はいかがでしょうか。   

（複数の国の送り出し機関と契約や提携等している場合は、最も受入数が多い国）  

   □送り出しに積極的で、規制も緩やか  □送り出しに消極的だが、規制が緩やか 

□送り出しに積極的だが、規制が厳しい □送り出しに消極的で、規制も厳しい 

□その他 

 

Q23. 委託費について、月々のものではなく、初期費用として最初にもらう報酬について  

教えてください。 

□初期費用として最初にもらう報酬はなし  □30,000円未満 

□30,000円以上50,000円未満  □50,000円以上100,000円未満 

□100,000円以上 

Q24. 月々の１人あたりの委託費について教えてください。 

   □5,000円未満  □5,000円以上10,000円未満  □10,000円以上30,000円未満 □
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30,000円以上40,000円未満  □40,000円以上 

 

Q25. 委託を受けた経緯を教えてください。 

   □技能実習の時から付き合いのある監理団体にお願いした 

□県の広報などから探した  □知人の紹介  □インターネットで探した  □その他 

 

Q26. 支援先の企業の人材確保の方法（企業と外国人との関係）を教えてください。 

□元々、技能実習生であった  □監理団体に相談  □送出国の機関を介して探した 

□民間企業のマッチングサービスを活用した  □その他 

 

Q27. 支援した外国人労働者の主な年齢層を教えてください。 

   □20歳未満  □20～29歳  □30～39歳  □40歳～49歳  □50歳以上 

 

Q28. 支援した外国人労働者の主な分野を教えてください。 

□農業関係・漁業関係  □建設関係  □外食・食品製造関係  □介護  □宿泊 

□その他 

 

Q29. 支援した外国人労働者の主な国籍を教えてください。 

   □ベトナム  □中国  □フィリピン  □インドネシア  □ネパール 

□バングラデシュ  □その他 

 

Q30. 支援した外国人労働者の主な勤務地を教えてください。 

□東京  □名古屋  □大阪  □福岡  □その他 

 

Q31. 外国人労働者支援実績を教えてください。 

□０件  □１～9件  □10～19件  □20～49件  □50～99件 

□100件以上 

 

 

Q32. 支援委託手数料（一人当たり／月額）を教えてください。 

□～4,999円  □5,000円～9,999円  □10,000円～14,999円  

□15,000円～19,999円  □20,000円～24,999円  □25,000円～29,999円 

□30,000円～ 

 

ご協力ありがとうございました。 

いただきました情報につきましては調査目的以外には使用しません。 
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(3) 企業 

 

令和３年２月吉日 

合同会社ＬＰエデュケーション 

 

-----------------------------------------------------------------------------  

文部科学省令和２年度「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」 

「新型コロナウイルス感染症拡大の影響により失業した在留外国人労働者救済のための 

職業教育支援事業」事業 

外国人労働者雇用状況に関するアンケート調査ご協力のお願い 

 

本調査では、無作為に選出された企業様を対象に、外国人労働者の雇用状況や雇用環境を調査し、失業し

た在留外国人労働者救済のための職業教育にどのような学びが必要かを抽出したいと考えております。 

-----------------------------------------------------------------------------  

 該当箇所の枠内に☑を記入してください  

 

Q1. 事業所規模（従業員数）を教えてください。 

   □5人未満  □5～29人  □30～99人  □100～499人  □500人以上 

 

Q2. 貴社の業種を教えてください。 

   □製造業  □建設業  □サービス業  □医療・福祉・介護  □その他 

 

Q3. 海外への進出状況（現地法人を設置）を教えてください。 

   □既に進出済み  □進出検討中  □進出予定なし 

 

Q4. (進出済み、検討中と回答した方）海外進出済みあるいは検討中の国・地域（複数選択可）を 

教えてください。 

□アジア  □中国  □北南米  □欧州  □その他 

 

Q5. 国内事務所の主な所在地を教えてください。（複数選択可） 

   □関東  □大阪  □名古屋  □福岡  □その他 

 

Q6. 貴社の人手は現在充足していますか。 

   □している  □していない 

 

Q7. 外国人の雇用状況をお教えください。 

   □雇用している  □雇用を検討している  □雇用していない  □雇用していた 

Q8.（雇用していない方） 雇用していない理由について教えてください。（複数回答可）  

□社内の受入体制が整っていない  □任せられる職務がない・少ない  □文化の違い 

□日本人と同等以上の賃金保障が難しい  □募集や雇用の仕方がわからない 

 

Q9.（雇用していない方） 外国人材を雇用するとした場合、どのような人材を希望しますか。 

□管理職、高度な技術を有する専門職  □単純労働者  □事務職   

□技術職  □その他 

 

Q10.（雇用している、雇用していた方） 外国人雇用を開始した時期を教えてください。 

   □2016年以降  □2010年～2015年  □2005年～2009年 

□2000年～2004年  □2003年以前 

 

Q11.（雇用している、雇用していた方） 外国人社員の主な雇用形態を教えてください。 

□技能実習  □正社員  □契約社員  □派遣社員  □アルバイト 

 

Q12.（雇用している、雇用していた方）外国人社員は何名ですか。  

   □５名以下  □６～１０名  □１１～１５名  □１６～２０名  □２１名以上 

 

Q13.（雇用している、雇用していた方） 雇用している外国人の在留資格について、最も多いものをお答えくだ

さい。 
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□技能実習  □身分に基づき在留する者（日系人、永住者、日本人の配偶者等） 

□技術・人文知識・国際業務  □資格外活動  □特定活動 

 

Q14.（雇用している、雇用していた方）雇用している外国人の職務について最も多いものをお答えくだ

さい。 

   □生産工程・労務作業者  □専門的・技術的職業  □販売  □事務職 

□その他 

 

Q15. 留学生採用についてどのようにお考えか教えてください。 

□すでに採用、一層積極化したい  □今後採用を考えたい  □すでに採用、当面現状維持 

□今後とも採用する気はない  □採用した経験があるが離職、今後採用の意思なし 

 

Q16.（雇用している、雇用していた方）採用した外国人の主な年齢層を教えてください。 

   □24歳以下  □25～34歳  □35～44歳  □45歳以上 

 

Q17.（雇用している、雇用していた方）外国人労働者の月給（アルバイトの場合は時給）をお答えくだ

さい。 

【月給】 

□15万円～20万円未満  □20万円～25万円未満  □30万円以上 

【時給】 

□850円～1,000円未満  □1,000円～1,500円未満  □700円～850円未満 

 

Q18.（雇用している、雇用していた方）外国人の賃金について 

   □最低賃金と同程度  □日本人よりも低い（仕事レベルは低い） 

□日本人よりも低い（仕事レベルは同程度以上）  □日本人とほぼ同一水準 

□日本人よりも高い 

 

Q19.（雇用している、雇用していた方）雇用している外国人の国籍についてお答えください。  

（複数選択可） 

□中国 □ベトナム □韓国 □台湾 □インドネシア □フィリピン □タイ 

□インド □ネパール □バングラデシュ □カンボジア □ミャンマー □南米  

□欧州・ロシア □北米 □その他 

 

Q20.（雇用している、雇用していた方）貴社における外国人雇用の目的達成度を教えてください。 

□90％～100％  □70％～89％  □60％～69％  □50％～59％ □49％以下 

 

Q21.（雇用している、雇用していた方）貴社における研修について教えてください。 

□全ての外国人社員に一定の教育研修プログラムを設けている 

□幹部候補生としての育成が必要な場合は行う  □特に行っていない  □その他 

 

Q22.（研修を行っていると答えた方）外国人雇用者にどのような研修を行っていますか。（複数回答可）  

   □業務に関する研修（日本人と同時に行っている） 

□業務に関する研修（日本人と別に行っている）  □日本語研修  □社会生活習慣の教育 

□日本の常識、モラルの研修 

 

Q23.（研修を行っていると答えた方）日本人労働者と比べ、一人当たりの外国人材に対する研修や教育

にどれだけの時間がかかりましたか。 

□日本人よりも時間がかからなかった  □日本人と同様 

□日本人労働者と比べ、やや時間がかかった 

□日本人労働者と比べ、かなり時間がかかった  □その他 

Q24.（雇用している、雇用していた方）これまで外国人社員からクレームや不満を受けたこと、見聞き

したことはありますか。（複数回答可）  

□賃金に関する不満  □日本文化の強要、自国文化への無理解 

□日本人社員との待遇の差  □その他 

 

Q25.（雇用している、雇用していた方）外国人雇用でどのようなトラブルがありましたか 

   □失踪してしまった  □無断遅刻・欠勤が多い  □ビザ手続関連でのトラブル 

□日本人と比べて離職率が高い  □その他 
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Q26.（雇用している、検討中の方）既に雇用している企業は雇用にあたって課題に感じていること、雇用を検

討している・していない企業は障壁となっていることについてお答えください。（複数回答可） 

□日本語能力  □受け入れ体制が整っていない  □文化・価値観・習慣の違い 

□手続き（在留資格･雇用監理等）が煩雑  □社内の受け入れ体制   

□生活面でのフォロー  □在留期間の制限  □特にない 

 

Q27.（雇用している、雇用していた方）外国人材の定着のために、企業独自で取り組んでいることがあ

りますか。 （複数回答可）  

□特にない  □家電製品等の準備  □住居費の助成  □日本語教育 

□住居と職場の送迎  □その他 

 

Q28.（雇用している、雇用していた方）外国人社員の生活支援はどの程度行っていますか（複数回答可）  

□住居の紹介  □社宅の提供  □マナー教育など日本社会に溶け込む支援 

□イベントなど地域の人との交流促進  □特に行っていない 

 

Q29.（雇用している、雇用していた方）日本語教育についてどのようなことに取り組んでいますか（い

ましたか）。 （複数回答可） 

   □特に対応していない  □外国人被雇用者が自ら学習・受講   

□社内（社員）で勉強会を開催  □他の企業・NPO 等に委託  □その他 

 

Q30.（雇用している、雇用していた方）外国人社員の活躍について 

□期待以上の活躍をしてくれている  □ほぼ期待通りの活躍だ 

□期待ほどではないが外国人がいないと困る  □期待外れだ  □その他 

 

Q31.（雇用している、雇用していた方）外国人労働者の活用上の課題  

□すぐに離職する  □せっかく育成した人材が一定期間しか雇えない 

□人材のばらつきが大きい  □コミュニケーションに苦労する 

□日本人社員との関係がうまくいかない  □その他 

Q32.（雇用している、雇用していた方）外国人採用を始めた理由  

□優秀な人材の確保  □日本人の採用難／人員不足   

□海外事業進出、拡大に伴う人材確保 

□語学力が必要な業務を行うため  □日本人社員への影響を含めた社内活性化 

 

Q33.（雇用している、雇用していた方）外国人採用の採用手法 

   □人材紹介・求人広告  □リファラル採用  □HPから 

□国内外の大学や専門学校からの直接紹介  □アルバイトからの採用 

□EPA（経済連携協定）やJETプログラムなどの公的な制度を活用 

□監理組合や登録支援機関からの紹介  □その他 

 

Q34.（雇用している、検討中の方）雇用している外国人の平均的な日本語能力について教えてください。 

□日本語能力試験N1相当  □日本語能力試験N2相当  □日本語能力試験N３相当 

□日本語能力試験N４相当  □その他 

 

Q35.（雇用している、雇用していた方）外国人材を雇用するにあたって、就労環境に関する事前準備と

して有効だと思うものをお答えください。 

□外国人受入対応マニュアルの作成  □外国人の指導担当者の配置 

□業務マニュアルの外国語訳の作成  □日本人従業員への研修（外国語、異文化） 

□その他 

 

Q36.（雇用している、雇用していた方）外国人材を雇用するにあたって、生活環境に関する事前準備と

して有効だと思うものをお答えください。 

□住まいの確保  □生活ガイダンス  □行政手続きの支援（住民登録等） 

□日本語教室の紹介、日本語習得の支援  □その他 

 

Q37.（雇用している、雇用していた方）今後雇用する外国人材の雇用期間については、どのような希望

がありますか。法的な制約は考えずに、お答えください。 

   □１年以内  □３年以内  □５年以内  □可能な限り長く（期間を定めない） 
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□その他 

 

Q３8.（雇用している方）コロナ前と後で、雇用する外国人材に求める日本語能力が変化しましたか？  

□求める能力基準が上がった □変化なし □求める能力基準が下がった 

 

Q39.（雇用している方）雇用する外国人材に対して、もっとも求める能力はどれですか？ 

□聞く能力 □話す能力 □読む能力 □書く能力 

Q40.（雇用している、雇用していた方）外国人材が保有している日本語能力試験（JLPT）等のグレード

と、実際に働くときに必要とされる日本語能力とに相関関係があると思いますか？  

□大いにある □ある程度ある  □あまりない  □まったくない 

 

Q41.（雇用している、雇用していた方）外国人材が保有している日本語能力試験（JLPT）等のグレード

と、実際に働いている様子から感じる日本語能力との関係について、次の中で最も当てはまるもの

はどれですか？ 

□受容能力（聞く、読む）も、産出能力（話す、書く）も一致していると感じる。 

□受容能力（聞く、読む）は一致していると感じるが、産出能力（話す、書く）は一致していないと感じ

る。 

□受容能力（聞く、読む）は一致していないと感じるが、産出能力（話す、書く）は一致していると感じ

る。 

□受容能力（聞く、読む）も、産出能力（話す、書く）も一致していないと感じる。 

 

Q42. 就労後の外国人材に対する日本語教育について、どのような状態が望ましいと考えますか？  

□国や地方公共団体がしっかりとしたシステムを確立し、教育を行うべきである。 

□企業によって求める日本語能力や専門分野での能力が違うので、できる限り自社で行いたい。 

□企業では限界があるので、必要に応じて外部の力を得ながら行いたい。 

□日本語は現場で覚えていくものなので、特段必要だと思わない。 

 

Q43. 在留資格の拡大についての考えをお聞かせください。 

□賛成  □反対  □どちらともいえない 

 

Q44.（反対を選んだ方）在留資格の拡大について反対の理由をお聞かせください。  

□治安が悪化すると思われるため  □行政のサポート体制が不十分 

□移民受け入れにつながるため  □既存制度の不備を正すべき 

□国内労働力増加の施策を優先すべき  □その他 

 

Q45.  外国人雇用について問い合わせたいときにどこに問い合わせますか。  

□入国監理局  □行政書士  □人材会社  □その他国の施設  □その他 

 

Q46.  技能実習に関して、行政へのリクエストがあれば教えてください。 

   □日本語教育研修のコスト支援  □外国人受け入れのコスト支援 

□在留資格取得・変更などの手続きの簡素化  □技能実習生の在留期間の緩和 

 

Q47.  特定技能についてどうされているか教えてください。 

□実施している  □実施を検討している  □実施していない 

□特定技能がなにかわからない 

 

Q48.  監理組合についてどうされているか教えてください。 

□加入している  □加入を検討している  □加入していない 

□監理組合がなにかわからない 

 

Q49.  特定技能の登録支援機関についてのお考えを教えてください。 

□利用している  □利用を検討している  □利用を検討していない 

□登録支援機関がなにかわからない 

 

Q50.  採用の際のビザ手続き（更新を含む）に関して教えてください。 

□自社から行政書士に依頼  □自社で申請  □採用支援企業・団体にお任せ 

□採用した外国人にお任せ 
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ご協力ありがとうございました。 

いただきました情報につきましては調査目的以外には使用しません。 
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４ アンケートの内容と回答 

 (1) 管理団体 
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 (2) 登録支援機関 
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 (3) 企業 

 

 



47  

  

 

 

 



48  

  

 

 

 

 



49  

  

 

 

 



50  

  

 

 

 



51  

  

 

 

 



52  

  

 

 

 



53  

  

 

 

 



54  

  

 

 

 
 



55  

  

 

 

 



56  

  

 

 

 



57  

  

 

 

 



58  

  

 

 

 



59  

  

 

 

 



60  

  

 

 

 



61  

  

 

 

 



62  

  

 

 

 



63  

  

 

 

 



64  

  

 

 

 



65  

  

 

 

 



66  

  

 

 

 

 



67  

  

 

 

 



68  

  

 

 

 



69  

  

 

 

 
  



70  

  

 

第２項 調査結果 

非常に参考になるデータが今回集まった。 

   次年度以降については、ここからさらに外国人の就労の実態や教育に参考になるよう

な細かい内容についても調査を実施したい。また、外国人の在籍している専門学校につい

てもアンケートを実施することで、また違った角度からの実態調査を行いたいと考えてい

る。 

   下記アンケート対象ごとにコメントする。 

 

 (1) 管理団体 

 団体に所属する従業員数については、大部分が20人以下ということで、規模の小さいも

のが多かった。 

ここ２～３年の、企業からの外国人材受入ニーズの状況については、「増加している」

「やや増加している」が６割程度で、外国人受け入れのニーズが多いことが確認できた。 

 ここ数年の、日本での就労を希望する外国人材の状況について、日本での就労を希望す

る外国人は「増加している」「やや増加している」が50％程度、「横ばい」が40％弱で、

日本での就労を希望する外国人が多いことを確認できた。 

 支援した企業が外国人材を受入れる主な理由については、「日本人だけでは人材確保が

困難」との理由が94％という状況だった。まだまだ日本において、人材不足の状況が続い

ていることが浮き彫りになる結果となった。 

 人材マッチングの際の受入企業とのトラブルについては、「人材への過度な要望」が

60％という結果だった。ここから、企業が求める外国人材のスキルへの要望が高く、管理

団体としては、その点に課題を感じていることがわかる。 

支援した企業が外国人材を受入れる際、就労環境について、課題に感じていることにつ

いては、「コミュニケーションが取りづらい」が54％という結果で、外国人のコミュニケ

ーション能力に課題を感じていることがわかった。この点から、日本語学習の重要性がや

はり感じられた。また、受入企業・外国人材間での、受入期間中の主なトラブルや苦慮し

ていることについて、「外国人材との意思疎通が困難」との回答が52％と最大だったこと

からも日本語学習の重要性が感じられる。 

 

 (2) 登録支援機関 

     ここ２～３年の、企業からの外国人材受入ニーズの状況について、「増加している」

「やや増加している」が55％程度と高いものだった。「減少している」が16％の回答であ

るものの、コロナ禍においても外国人材受け入れのニーズがあることが確認できた。 

     ここ数年の、日本での就労を希望する外国人材の状況について、「増加している」

「やや増加している」が65％程度と高いものだった。日本での就労を希望する外国人が多
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いことを確認できた。 

 支援した企業が外国人材を受入れる主な理由については、「日本人だけでは人材確保が

困難」との理由が83％という状況だった。まだまだ日本において、人材不足の状況が続い

ていることが浮き彫りになる結果となった。 

人材マッチングの際の受入企業とのトラブルについては、「人材への過度な要望」が

54％という結果だった。ここから、企業が求める外国人材のスキルへの要望が高く、登録

支援機関としては、その 点に課題を感じていることがわかる。 

支援した企業が外国人材を受入れる際、就労環境について、課題に感じていることにつ

いては、「思ったよりもコストがかかる」が55％だった。これは、特定技能という仕組み

がまだ十分に理解されておらず、登録支援機関への委託などのランニングコストがかかる

ことが十分に周知されていないことがうかがわれる。また、「コミュニケーションが取り

づらい」が44％という結果で、外国人のコミュニケーション能力に課題を感じていること

がわかった。この点から、日本語学習の重要性がやはり感じられた。 

受入企業・外国人材間での、受入期間中の主なトラブルや苦慮していることについて、

「外国人材との意思疎通が困難」との回答が35％あったことから日本語学習の重要性が感

じられる 

 受入企業への支援において困っていることについては、「実習計画認定や在留資格申請

の行政手続きの業務量が過大」との回答が55％で最大であった。このことから、登録支援

機関としても行政手続きの負担が重いと感じていることがわかる。また、「企業側が外国

人材の文化的背景等を理解する姿勢に乏しい」との回答が38％で２位だった。このことか

ら、企業側にも外国人材を理解する努力の必要性があることがわかる。さらに、「企業側

が望む能力に適合する人材が乏しい」との回答が26％で３位だった。このことから、外国

人材自体のスキルアップの必要性も見て取れた。 

支援先の企業の人材確保の⽅法については、「元々技能実習生であった」が63％で１位

だった。このことから、技能実習生が特定技能の在留資格を取り業務についていることが

見て取れた。支援した外国人については、20代が84％で大部分だった。支援した外国人の

特定技能における分野については、「介護」が40％で１位、「外食・食品製造関係」が

30％で２位、「農業・漁業」「建設」が22.5％で３位だった。今回の教育プログラムにお

いて、外食や介護をメインにしているが、このことの妥当性・必要性が裏付けられる結果

となった。 

 

 (3) 企業 

こちらは、多くの回答を得たとは言えない結果となってしまっているので、来年度さら

に母数も増やすべく再度アンケートを取る予定である。 

業種については、「製造業」「サービス業」が多いという結果だった。 
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外国人の雇用状況については、「雇用している」が88％という結果だった。雇用してい

る外国人の国籍については、「中国」「ベトナム」「韓国」「台湾」「フィリピン」の順

で多いものとなった。 

外国人雇用者に行っている研修について、「業務に関する研修（日本人と同時に行って

いる）」との回答が80％で１位、「日本語研修」が53％で２位だった。日本語研修は一定

程度行われていることが確認できた。 

日本人労働者と比べ、一人当たりの外国人材に対する研修や教育にどれだけの時間がか

かったかについては、「日本人と同様」が１位だったものの、２位は33％で「日本人労働

者と比べかなり時間がかかった」との回答だった。企業が、外国人労働者の研修に苦慮し

ていることが読み取れる結果となった。 

既に雇用している企業は雇用にあたって課題に感じていること、雇用を検討している・

していない企業は障壁となっていることについて、１位は66％で「日本語能力」だった。

このことから、日本語研修の重要性が見て取れた。また、日本語教育についてどのような

ことに取り組んでいるかについては、「外国人が自ら学習・受講」が52％で１位だった。

このことから、外国人に対する研修体制を整備できていない企業が多いことも見て取れた。

また、外国人労働者の活用上の課題については、「コミュニケーションに苦労する」との

回答が58％で１位だった。この点からも、日本語研修の重要性などが見て取れた。雇用し

ている外国人の平均的な日本語能力については、「日本語能力試験N2相当」が58％で１位

だった。このことと他の回答を合わせると、日本語能力試験N2相当の外国人であるにもか

かわらず、企業からすると、コミュニケーション能力などが不十分、と感じており、日 

本語などの教育の必要性が感じられるデータであった。外国人材が保有している日本語

能力試験（JLPT）等のグレードと、実際に働くときに必要とされる日本語能力との間に相

関関係があると感じるかについては、「ある程度感じる」「大いに感じる」が82％という

結果だった。さらに、外国人材が保有している日本語能力試験（JLPT）等のグレードと、

実際に働いている様子から感じる日本語能力との関係について、「受容能力（聞く、読む）

は一致していると感じるが、産出能力（話す、書く）は一致しないと感じる」が47％で１

位、「受容能力（聞く、読む）も、産出能力（話す、書く）も一致していないと感じる」

が35％で２位だった。就労後の外国人材に対する日本語教育について、どのような状態が

望ましいと考えるかについて、「企業では限界があるので、必要に応じて外部の力を得な

がら行いたい」が50％で１位だった。 

外国人社員の活躍については、「ほぼ期待通りの活躍だ」との肯定的な回答が58％で１

位だった。 
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第２節 カリキュラム・シラバス編成の検討・開発 
 

    検討⽅針  

    調査結果をもとに、今年度事業計画を一部変更し、より実態に沿う形でのシラバス・カ

リキュラムの策定に取り組んだ。 

 

    カリキュラム・シラバス（2020年度版） 

    開発したカリキュラムとシラバスについて、以下に示す。 

＜2020年度カリキュラム案＞ 

科目名 概要 時間数 

（共通） 

日本語能力 

日本語能力検定試験N2レベルの日本語能力を身につけるため

の学習を行う 

■教育手法：ｅラーニング 

30時間 

（共通） 

職業教育１  

日本における、ビジネスマナーやビジネススキルの基礎を学ぶ 

■教育手法：ｅラーニング 
15時間 

（共通） 

職業教育２  

ビジネスにおける法制度の基礎や会計制度の基礎を学ぶ。 

■教育手法：ｅラーニング 15時間 

（外食） 

衛生管理 

（介護） 

介護の基本 

一般衛生管理に関する知識、

HACCPに関する知識、食中毒

に関する知識 

■教育手法：ｅラーニング 

人間の尊厳と自立 、介護職の

役割、介護における安全の確保

とリスクマネジメント 

 ■教育手法：eラーニング 

10時間 

（外食） 

公衆衛生 

（介護） 

こころとから

だのしくみ 

調理に関する知識、食材に関

する知識、調理機器に関する

知識 

■教育手法：ｅラーニング 

こころとからだのしくみの、介護

を必要とする人の理解（老化・障

害・ 認知症） 

■教育手法：eラーニング 

10時間 

（外食） 

接客技術 

（介護） 

コミュニケー

ション技術 

接客サービスに関する知識、

食の多様化に関する知識、ク

レーム対応に関する知識 

■教育手法：ｅラーニング 

コミュニケーションの基本 、利用

者とのコミュニケーション、チー

ムのコミュニケーション 

■教育手法：eラーニング 

10時間 

 

（介護） 

生活支援 

技術 

 

 
移動・食事・排泄・みじたく・入

浴・清潔保持家事の介護技術 

■教育手法：集合研修、eラーニング 

10時間 

（専門）実践ＰＢＬ 

教育プログラムの総仕上げとして、専門科目の内容をプロジェク

ト型演習（PBL）で学習する。これにより実技試験の対策とする。 

■教育手法 集合研修（講義・PBL演習） 10時間 
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＜2020年度学習シラバス案＞ 

コース名 ビジネススキルアッププログラム（介護） 

対象 在留外国人 

コース概要 
日本語能力の再確認とレベルアップ、基本的な職業教育（共通科⽬）、及び特定技能試験

に向けた専門知識を学習する科⽬群（専門科⽬）で構成。 

学習時間 110時間 

到達⽬標 N2レベルの日本語能力の習得及び特定技能評価試験（介護）合格 

学習計画 

＜職業教育＞ 

■日本語能力養成（30時間） 

日本語能力検定試験N2レベルの日本語能力を身につけるための学習を行う 

■職業教育１（15時間） 

日本における、ビジネスマナーやビジネススキルの基礎を学ぶ 

■職業教育２（15時間） 

ビジネスにおける法制度の基礎や会計制度の基礎を学ぶ。 

＜特定技能対策＞ 

■介護の基本 

人間の尊厳と自立 、介護職の役割 

介護における安全の確保とリスクマネジメント 

■こころとからだのしくみ  

こころとからだのしくみ 

介護を必要とする人の理解（老化・障害・ 認知症） 

■コミュニケーション技術 

コミュニケーションの基本 、利用者とのコミュニケーション 

チームのコミュニケーション 

■生活支援技術 

移動・食事・排泄・みじたく・入浴・清潔保持家事の介護技術 

■実践PBL 

教育プログラムの総仕上げとして、専門科⽬の内容をプロジェクト型演習（PBL）で学習 

テキスト 
介護の特定技能評価試験学習用テキスト（日本介護福祉士会） 

オリジナルテキスト 

評価⽅法 学習項⽬毎に評価 

備考   
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コース名 ビジネススキルアッププログラム（外食） 

対象 在留外国人 

コース概要 
日本語能力の再確認とレベルアップ、基本的な職業教育（共通科⽬）、及び特定技能試験

に向けた専門知識を学習する科⽬群（専門科⽬）で構成。 

学習時間 100時間 

到達⽬標 N2レベルの日本語能力の習得及び特定技能評価試験（外食）合格 

学習計画 

＜職業教育＞ 

■日本語能力養成（30時間） 

日本語能力検定試験N2レベルの日本語能力を身につけるための学習を行う 

■職業教育１（15時間） 

日本における、ビジネスマナーやビジネススキルの基礎を学ぶ 

■職業教育２（15時間） 

ビジネスにおける法制度の基礎や会計制度の基礎を学ぶ。 

＜特定技能対策＞ 

■衛生管理 

一般衛生管理に関する知識、HACCPに関する知識、食中毒に関する知識 

■公衆衛生 

調理に関する知識、食材に関する知識、調理機器に関する知識 

■接客技術 

接客サービスに関する知識、食の多様化に関する知識、クレーム対応に関する知識 

■実践PBL 

教育プログラムの総仕上げとして、専門科⽬の内容をプロジェクト型演習（PBL）で学習 

テキスト 
外食業技能測定試験学習用テキスト（一般社団法人日本フードサービス協会） 

オリジナルテキスト 

評価⽅法 学習項⽬毎に評価 

備考   
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第３節 実施委員会、開発・実証部会、調査部会 

               第１項  実施委員会（年度内 4 回） 

本事業活動を推進するにあたり、「実施委員会」の会議を開催した。実施委員会は、

事業全体の事業計画・⽅針の検討・策定、および各事業活動の活動⽅針・内容の検討や

活動成果の評価、成果の普及・展開⽅法に関する検討等を行うことを⽬的として設

置された。この会議での検討事項は次の通りである。  

  

・事業計画・事業活動⽅針の策定  

    事業計画書に基づき本事業全体の実施⽅針や活動項⽬、実施スケジュールについて検

討・策定する。  

    実施日と参加者は下記の通り。 

回数 実施日 参加者 

１回 2021/2/18 松本、市川、神、市村、綴木、飯塚、朴、唐沢 

２回 2021/3/4 松本、市川、神、市村、綴木、飯塚、朴、唐沢 

 

第２項  開発・実証部会、調査部会（年度内 1 回） 

本事業活動における開発の⽅針決定や実証を行うため、「開発・実証部会」の会議を調

査における⽅針決定や結果についての考察を行うため、「調査部会」を開催した。開発・実

証部会は、本事業活動における開発の⽅針決定や実証を行うため設置された。この部会で

の検討事項は次の通りである。 

 

＜開発実証部会＞ 

・本事業活動における開発の⽅針決定 

・本事業活動における開発の⽅針決定を行う。   

＜調査部会＞ 

・本事業活動における調査の⽅針決定 

・本事業活動における調査の⽅針決定を行う。 

 

実施日と参加者は下記の通り。 

   ＜開発・実証部会＞ 

回数 実施日 参加者 

１回 2021/3/4 松本、市川、神、市村、綴木、飯塚、朴、唐沢 

 

＜調査部会＞ 

回数 実施日 参加者 

１回 2021/2/18 松本、市川、神、市村、綴木、飯塚、朴、唐沢 
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 本報告書は、文部科学省の教育政策推進事業委託費による委託事業とし

て、合同会社LPエデュケーションが実施した令和２年度「専修学校リカレ

ント教育総合推進プロジェクト」の成果をとりまとめたものです。 

 

 


