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Summary
In accordance with population aging in Japan, its dependency ratio has been growing since
1995. It is meaning for economic growth to be a demographic onus changed from
demographic bonus. On the one hand, the old-age population is increasing, on the other hand,
the child-age population and the work-age population is decreasing.
The more old-age population is increasing, the more those who need long-term care will
be increasing. And, the more the young population is decreasing, the more labor force will
be decreasing. Then, long-term care service providers cannot recruit care workers in
domestic labor market. Therefore, many challenges are made in order to recruit care
workers.
One possibility is immigration policy. But, the Japanese government is still negative to invite
foreign workers. Especially, as Japanese long-term care system is a very unique system, even
if foreign workers wish to work, they will not be able to migrate in Japan. Under the bilateral
economic partnership agreement, Japan has tried to invite candidates of nurses and certified
care workers. It is not an immigration policy, and it is a very expensive program. The national
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government will try to get some care workers as technical interns from abroad. However,
there are still many problems to be resolved. We must develop a brain circulation system
between Japan and the care workers’ countries of origin.
In order to manage the international challenge of getting good quality and reasonable
quantity of long-term care workforce, we need to establish a good harmonization program for
the long-term care training. At first, long-term care work should be redesigned more
precisely based on competency. Accordance with long-term care competency, the needed
knowledge and skills should be differentiated and stratified from beginners to experts. For
sharing beginner level workers, international common training should be provided. In order to
spread the literacy of long-term care, we need to develop the Train of Trainer Program. I
recommend for Fukuoka-city to establish the international long-term care training center
now.
Key words: Population Onus, Long-term care worker, Foreign worker, Training center
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Ⅰ. はじめに
日本の少子高齢化は、総人口の減少局面に突入している。人口転換理論では、多産多死型
から少産少死型へ移行して静止型人口構造へと収斂すると考えていたが、日本の実態はさら
に少産多死型という新しい事態を産み出している。多産多死型から少産少死型に移行する過
程では、従属人口指数（15歳から64歳人口100人が支える14歳以下人口と65歳以上人口の合
数計を示す指数）が減少するので、経済発展には都合の良い人口構造になる。これを人口
ボーナスDemographic Bonus, Demographic Dividendという。日本では戦後一時的にベビー
ブームが起こり「団塊の世代」（1947-1949生まれの世代）といわれる大規模なコーホート
が生まれたが、この世代の労働力により、1960年代から70年代の東洋の軌跡といわれる高度
経済成長を達成できた。（参考文献12参照）
しかし、その急激な人口構造の変化は同時に将来の人口高齢化を引き起こすことにもな
る。日本は高度経済成長を達成した1970年には、平均余命が伸びたことなどから総人口に占
める65歳以上人口の割合が7%を超える高齢化社会の段階に達した。そしてついに1995年に
は、少子化よりも高齢化による従属人口増加傾向が強まり、人口構造が経済発展には都合の
悪い人口オーナス（重荷）の段階に突入してしまった。そして抜本的な政策転換がなされな
い限り、この傾向はさらに深刻なものになっていくと懸念されている。
そのような状況の中、増え続ける65歳以上人口の中で、要介護高齢者といわれる人々の数
もまた増加し続けると推測されている。特に「団塊の世代」が2025年に75歳以上になると、
一気に要介護高齢者の数が増加する傾向になる。ところが一方で、15~64歳人口は減少す
る。それでもなお2025年には「団塊ジュニア世代」（1972-1974生まれの「団塊の世代」の
子の世代）がまだ生産年齢人口であるから、高齢者の介護に従事する担い手確保について一
定の見通しはできる。問題はその後、「団塊ジュニア世代」も高齢者の仲間入りをする2030
年代以降にある。もうこの時代には若い生産年齢人口の数は減少の一途をたどっているだろ
うと予測されている。（参考文献28参照）
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図１ 日韓における人口ボーナスからオーナスへの転換（数値は従属人口指数）

資料）UN.2012. World Population Prospects.

ここに高齢者介護をだれが担うのか。伝統的な家族や国内的な専門職だけで支えうるの
か。社会保障と税の体系は十分に機能するのかといった根本的な疑問が生まれる。そこで、
この小論では、国際的な介護人材養成の可能性を検討する。

Ⅱ. 労働力不足時代の介護人材確保問題
少子高齢化が人口減少局面にまで達すると、民間消費市場の縮小、公共的基盤管理の縮退
とともに労働力の絶対的不足という事態が問題になる。
日本政府は、2006年の基礎的な数値をもとにして、2017年及び2030年に向けて、どれだけの
労働力不足が生じるかを推測し、2017年には2006年より約440万人減少、2030年には約600万人
減少するとしている。そこでその対策として①仕事と家庭の両立支援による女性への就業支
援策、②高齢者への就業支援、③若者への就業支援策、④その他の支援策という４つの柱を
立てている。もしその支援策が成功すれば、2017年には30-59歳の労働力が160万人（うち女
性120万人）、60歳以上と15-29歳ではそれぞれ90万人の労働力増が見込まれるが、それでも
なお100万人を確保するために、その他の各種対策が必要になる。2030年には30-59歳の労働
力270万人（うち女性220万人）が増加し、60歳以上が240万人に増加し、15-29歳はかわらず90
万人増となり、なおその他の各種対策で、330万人の労働力人口を確保しなければならないと
推計している。（参考文献7参照）
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図２ 労働人口減少に対する対策

資料）http://www.mhlw.go.jp/seisaku/09.html

その他の対策として注目しなければならないのが、外国人労働力の受入れ策である。日本
では、外国人労働力の受け入れに対しては、基本的に認めない制限策を講じている。専門的
技術的に高い分野などについては在留資格の門戸を開放する一方で、非熟練労働の分野で
は、厳しく受け入れを制限し、例外的に①二国間経済連携協定（EPA）にもとづくような特
定活動、②技能実習生、③留学生などの資格外活動、④日系人や日本人の配偶者や在日の身
分に基づく在留資格に限定している。2014年の在留資格別外国人労働者数は、厚生労働省職
業安定局の「外国人労働者雇用の届出状況」によれば、①の専門性・技術性が高い分野の在
留資格が14万7296人、②の特定活動が9475人、③の技能実習生が14万5426人、④の留学生
等の資格外活動が14万6701人、⑤の身分に基づく在留資格で働いている人が33万8690人と
なっている。今の所、圧倒的に身分に基づく在留資格に基づいて働いている人が多いのであ
る。（参考文献10参照）
2000年に国連は「補充移民」というシミュレーション結果を発表している。それによると
日本の1995年の生産年齢人口を2050年まで維持するとして、減少する生産年齢人口を移民に
よって補充する場合は、毎年61万人の移民を受け入れなければならず、2050年には総数3350
万人の移民を受入れ、その移民とその子孫の人口は4600万人にのぼり、日本の人口の30%を
占めるまでになると試算した。この割合は、独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査に
よるシンガポールの2000年における外国人労働者が総労働力人口に占める割合29.4%とほぼ
匹敵する数値となる。同じ調査では、日本の2009年で外国人労働者が総労働力人口に占める
割合がわずか0.9%に過ぎない状況から考えると、それは途方もない数字である。（参考文献
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29及び2参照）
シンガポールのような移民社会では、病院で働く看護師や老人福祉施設で働く介護職員の
ほとんどが外国人労働者（その多くはフィリピン人）である。アメリカでも同様の傾向があ
り、フィリピンや中南米から看護や介護の仕事で移民する人が多い。日本が一挙に看護や介
護の分野で、シンガポールのような状態になることは直ちには考えられないが、将来を考え
ると、外国人労働者を受け入れざるを得ない状況になることは避けがたい。おそらく、ヨー
ロッパ並みの外国人労働力受入れ水準まで高めざるをえなくなると考えられる。

表１ 外国人労働力人口割合
人 (％)

2000
日本

2005

2010

2012

516(0.8)

723(1.1)

650(1.0)

682(1.0)

ドイツ

3,546(8.8)

3,823(9.3)

-

-

フランス

1,578(6.0)

1,392(5.2)

-

-

イギリス

1,107(4.0)

1,504(5.0)

2,393(7.6)

2,557(8.0)

アメリカ

18,029(12.9)

22,422(15.2)

-

-

17(0.1)

75(0.3)

507(2.0)

463(1.8)

686(29.4)

-

1,089(34.7)

1,242(37.0)

韓国
シンガポール

資料）独立行政法人労働政策研究・研修機構、2014、「2014データブック国際労働比較」

2014年の厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部外国人雇用対策課の「外国人雇用状
況の届出状況」によると、社会保険・社会福祉・介護事業の分野で、外国人を雇用している
事業所は3484あり、それは外国人労働者を受け入れている事業所の2.5％を占める。また社会
保険・社会福祉・介護事業で雇用されている外国人労働者数は7074人で、外国人労働者全体
の0.9%を占めるに過ぎない。そのうち派遣・請負労働者は800人（11.3%）いる結果になっ
ている。この規模を見る限り、今の日本では、介護労働における国際化はまだまだ大きい課
題にはなっていないといえよう。（参考文献10参照）
日本の介護をめぐる労働市場の特徴は、それが自由市場ではなく社会保険制度に規制され
た疑似市場であるという点にある。このために労働力不足があっても労働条件の改善による
解決という動きに直接つながらない。またこの労働を担う人材については有資格者によると
いう原則的な枠組みが強いために、実際には非熟練労働者が働いている現実があっても、な
かなかその現実に即した業務再設計が図れないという課題を抱えている。そのために日本の
介護分野への外国人受け入れは、二国間経済連携協定（EPA）による介護福祉士候補者の受
け入れという高い要件を設定した状態にある。
二国間経済連携協定は、多国間経済連携や世界自由貿易推進などと同じく自由市場活動の
円滑化による経済発展を見通している。しかし国家間ではさまざまな貿易外障壁があり、な
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かなか自然人の移動の自由化までは取り上げられないことが多い。しかし2011年インドネシ
アとの間で締結された経済連携協定では、「自然人の移動及び関連する協力」という項目が
盛り込まれ、この協定に基づいて、看護師・介護福祉士候補者の日本での受け入れができる
ようになった。そして2012年にはフィリピンとの間で、さらに2014年にはベトナムとの間で
同様の経済連携協定が締結された。けれども、日本語で国家試験をパスできることという日
本の要求する高い要件を満たして、日本の介護現場で働き続ける人材ということになると、
候補者の中のごく一部しかいない状態である。（参考文献8参照）
表２ 経済連携協定に基づく介護福祉士候補者の受入数と国家試験合格者数（人）
2008
インドネシア
フィリピン
ベトナム

2009

2010

2011

2012

2013

2014

受入数

104

189

77

58

72

108

146

合格者

-

-

-

35

86

46

47

受入数

0

190

72

61

73

87

147

合格者数

-

-

-

1

42

32

31

受入数

-

-

-

-

-

117

117

合格者数

-

-

-

-

-

-

-

資料）厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室発表資料

このような経済連携協定の枠組みで介護福祉士を受け入れることは、総務省も当初からこ
れが労働力不足問題への対策や外国人労働力受入れ対策ではないと説明し続けてきたが、コ
ストのかかる割には介護現場の課題解決にあまりつながらない状態に対する批判にさらさ
れ、あらためて政府として介護の分野での外国人労働者の受け入れ政策に取り組まなければ
ならない状況になってきた。（参考文献24参照）

Ⅲ. 国際的な介護人材確保への挑戦
内閣府は2011年に社会保障と税の一体改革を推進する作業の中で、医療・介護のサービス
量の推計を行っている。それによると、介護サービスを利用する人が2011年の426万人から
2025年の641万人に1.5倍に増えると推計していた。そしてこの要介護者に寄り添う介護職員
は、2011年の140万人から2025年の232～244万人必要とみていた。（参考資料14参照）
ところが2015年に厚生労働省は、各都道府県の調査結果からの積み上げによって、2025年
には全国で介護職員が253万人必要になると修正した。その中で、確保できそうな労働力は
215万2000人しかなく、約38万人不足すると公表している。ところがこの38万人をどのよう
な施策を講じるのかという点になると、「総合的な確保方策」には参入促進、労働環境・処
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遇改善、資質の向上という既存の国内施策にしか言及しておらず、まだ外国人労働力に言及
することを避けている。（参考文献9参照）
こうした厚生労働省の姿勢とは異なり、内閣府は2014年2月の「選択する未来委員会」で
「目指すべき日本の未来の姿」について論議し、選択の視点を9項目にわたって提示してお
り、その中には外国人という項目が入っている。そして、現状は高度人材の受け入れと技能
実習生中心であるが、高度人材受入れだけに留める人口減少の日本か、技能者・技術者中心
に移民を年間20万人受け入れる人口1億人規模を維持する日本かの選択肢を提示している。そ
れにもかかわらず2014年11月に公表された報告書では、やはり外国人労働者の問題について
の言及はされていない。それだけ日本での外国人労働者への取り組みは、腰が引けていると
いわざるを得ない。（参考文献15,16参照）
しかし、内閣府は介護の分野でも外国人労働者の受け入れは不可避であるとして、2014年6
月の閣議決定で、「日本再興戦略」改定2014に基づき、厚生労働省を事務局に「外国人介護
人材受入の在り方に関する検討会」を発足させた。その報告書では、大きく２つの方針を打
ち出している。ひとつは、これまで認められてこなかった技能実習生制度の中に介護の分野
も含めるという施策である。合わせて技能実習生の期間を5年まで延長するとしている。もう
ひとつは、これまで就労可能な在留資格の中でカテゴリーに入っていなかった「介護」が取
り入れられるという施策である。（参考文献17参照）
前者については、全国老人福祉施設協議会からの要望もあり、これからかなり具体的な動
きが出てくると考えられる。（参考文献30参照）
後者については、留学生がせっかく日本の教育機関で学んで介護福祉士資格を取得したと
しても、法務省の管理する在留資格の中に介護のカテゴリーがなかったために日本に在留し
て就労することができなかった点を改善するものである。とりわけこれは、日本語能力の高
い韓国や中国からの留学生にとっては大きな意味を持っている。この点では、ようやく前向
きの取り組みが始まったといってよい。
ただ、前者の技能実習生の受け入れという点に関しては、経済連携協定で外国人介護福祉
士候補者を受け入れた日本の経験を反省しなければならないだろう。候補者が国家試験を日
本語で受験しなければならず合格率が低い結果になっていること、合格しなければ帰国せざ
るを得ないこと、合格して就職した場合でも「特定活動」の在留資格でしか就労できず、在
留資格は毎年更新しなければならないこと、また帰国したとしても、母国には介護福祉士資
格で働いた経験を評価する仕組みがなく、就労場所もないこと、ましてや母国以外の国で働
こうとしても、国際的に日本で取得した資格はどこも自国内で有効なものと認められていな
いので、同じような分野で働くこともできないといった問題は未解決である。このように国
際的な相互連携という点から見ると、課題を多く抱えたままで、外国人労働者を技能実習生
という枠組みで、量的にも比較にならないほど多く受け入れることになれば、より大きな社
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会問題になる恐れがある。
特に日本の技能実習生制度については、国際的な批判があることを踏まえておかなければ
ならない。2009年国際連合人権理事会の専門家による訪日調査では制度を廃止し、雇用制度
に変更すべきと報告している。その報告書の中で、「研修生や技能実習生制度内での虐待が
あること。これらは本来、一部アジア諸国への技能や技術の移転という善意の目的を備えた
奨励すべき制度であるにもかかわらず、人身取引に相当するような条件での搾取的な低賃金
労働に対する需要を刺激しているケースも多く見られる。」と緊急に改善すべきであるとし
ている。（参考文献6参照）
アムネスティ・インターナショナル日本支部も、同様の主張をしており、「技能実習制度
を労働力補充の「入口」として、労働者の普遍的権利あるいは基本的人権さえをも制限した
使い勝手のいい労働者を受け入れるシステムとして固定化するもの」と手厳しい批判をして
いる。（参考文献1参照）
これらの批判は、在留資格のあいまいさにある。研修なのか、雇用労働なのかが被用者、
雇用者の双方の利害状況で、技能実習生という制度を勝手に運用していることから生じると
いえる。そこで、2009年当時は技能実習生の在留資格は、特定活動資格というあいまいなカ
テゴリーに位置づけられていた点については、2010年から技能実習生というカテゴリーを独
立させて、ひとつの在留資格とする改善が図られた。また、技能研修生に労働関係法令を適
用するよう改善している。そして、2015年には「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案」が国会に上程されている。そこでは、技能実習生の実施者、及
び実施を監理する者、並びに技能実習計画の許可等の制度を設けるとしている。さらにこれ
らの事務を行う外国人技能実習機構を設けるとしている。そして技能実習生の中に介護を含
めるとした。（参考文献17参照）
おそらく今後は、こうした技能実習生が送り出し国に帰国した後のフォローアップ対策が
課題として浮かび上がってくるだろう。法案の第6条には「技能実習生は、技能実習に専念す
ることにより、技能等の習得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。」と
規定しているからである。しかしそれには、送り出し国側での取り組みが進まなければなら
ない。
経済連携協定や留学生や技能実習生の受入れとは別に、定住外国人の介護分野での労働に
ついては、詳しい実態が把握されていない。今の所は、「外国人労働者雇用の届出状況」に
よってその実態を推測するほかない。2014年の外国人雇用総数787,627人のうち、身分に基
づく在留資格（永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、日系人）は338,690人と43%
を占めている。この定住外国人の雇用には規制がない。このうち他に分類されないサービス
業（介護が含まれる）で雇用されているのは70,894人となっている。おそらく、この定住外
国人については、まったく日本人労働者と同じ扱いになっているので、政府は都道府県独自
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の支援施策に任せている。しかしたとえば、入国して間もない日本語能力も未熟である定住
外国人などが介護労働に従事する際には、他のカテゴリーの外国人労働者と同じような支援
策が必要になるだろう。（参考文献10参照）

Ⅳ. 今後の構想
日本の国際介護労働の課題を整理すると次のようにまとめられる。
まず、日本の介護労働が「ガラパゴス」化状況に陥っていることへの省察が必要だという
点である。「ガラパゴス」化というのは、独自の環境の中で特殊進化した生物が生息するガ
ラパゴス諸島になぞらえて、国内市場にしか通用しない基準を発展させた開発のために、国
際的な市場に対応できなくなっている状況を指示している。まさに、日本の介護という概念
は、韓国の「長期療養保護」や英語の「Long-term Care」の概念と同じようであって、まっ
たく同じとは言えないように、国際的に通用しない「ガラパゴス」状況に陥っているのであ
る。たとえば、日本の介護福祉士は、社会福祉士Social Workerと同じ福祉職に位置づけられ
ている。特に、介護は対人サービスであるということでは看護師ときわめて近接する職であ
るが、看護師のように医療職としては扱われていない。しかし、諸外国では、日本でいうよ
うな介護の業務は、看護助手の領域に属するとして、看護師の補助業務として位置づけられ
ている所が多い。韓国では、長期療養保険制度を導入した時に療養保護士という資格を構築
したが、そのモデルにしたのは、日本の民間資格であったホームヘルパー二級（現在は、こ
の制度は廃止され、介護職員初任者研修に衣替えしている。）を基礎として、これを国家資
格として認定している。そのために学歴との関係や教育訓練時間との関係で、日本の介護福
祉士と療養保護士を対等なものとして相互認証することができないでいる。
このような日本の介護のガラパゴス状況は、日本のＥＰＡ（二国間経済連携協定）の問題
とも密接な関係にあり、介護福祉士資格取得には難しい条件が課せられており、それをクリ
アしなければ、日本人の労働者と同じようには働けない。さらに今のままでは、資格取得者
は、帰国後本国での労働へのキャリア・パスが途絶え、他国における就労機会にも生かされ
ないという袋小路の状況に陥るほかない。この状況はこれから増えると予想される介護の技
能実習生受入れについても共通する問題になる。
さらに在留資格カテゴリーの問題があり、外国人労働者の在留資格は一本化されてはいな
い。ようやく、介護福祉士資格を取得した留学生の在留資格に「介護」を付け加える方針が
打ち出されたが、在留資格取得者の介護労働への従事をめぐる問題に総合的な支援を図ると
いう発想はなく、それぞれのカテゴリーごとに分けて管理するという行政の姿勢は変わって
いない。
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さらに、実際は日本人と同じ労働条件で雇用されている国際結婚あるいは日系人等、定住
外国人といわれる人々の介護労働の実態は全く実態が把握されず、地方の努力に委ねたま
ま、その支援策を放置したままである。
新たに取り組もうとする技能実習生受け入れは、これまでの枠組みで外国人労働を受け入れ
る政策の最後の取り組みといってよいだろう。おそらく、この取り組みの限界を超えて、本格
的に労働不足を補う政策を展開しようとする場合には、既存の枠組み自体を再構築し直す必要
が出てくると考えられる。その時には、介護分野もまた全く新しい様相を呈するだろう。
予想されるその様相とは、EUを中心とするヨーロッパの動きを参考にすると、「国際的な
介護資格の調和化」に取り組むことである。日本は、長期にわたる教育と国家試験による介
護福祉士国家資格認定という方式で介護労働の質の確保を図ってきた。しかし今後は、業務
能力のランクに即した知識と技能を生涯学習型のモジュール訓練の積み上げ方式に切り替え
ていくことになるだろう。すでに介護の技能については、介護の段位制度という取り組みが
始まっている。これは2012年から内閣府において取り組み始めた制度である。介護サービス
分野における新しい職業能力を評価する仕組みであり、事業所・施設ごとに行われてきた職
業能力評価に共通の評価基準を導入し、これに基づいて人材育成のキャリアパス確立を目指
す制度である。当初、内閣府が「実践キャリア・アップ戦略キャリア段位制度実施事業」と
して始めたものであるが、これは2014年度をもって廃止され、2015年度からは厚生労働省が
同事業を行う事業者に対して補助することになった。この制度の下で、介護の実務能力を査
定する評価者としてアセッサーという資格を持つ人材が養成されている。（参考文献5参照）
図３ プロフェッショナル介護段位制度

資料）一般社団法人シルバーサービス振興会、介護プロフェッショナルキャリア段位制度
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段位は、エントリーレベルからプロフェッショナルレベルまで7段階として設定され、業務
能力に照らして「知識（分かる）」と「実践スキル（できる）」の両面から評価しようとす
るものである。段位１はエントリーレベルで、職業準備教育を受けた段階である。この段階
から段位２に上がるためには介護職員初任者研修を受けるかすでにホームヘルパー２級以上
の視角を取得していることが必要である。段位２を持っている介護労働者は一定の指示のも
とある程度の仕事ができる。段位３は、指示等がなくても一人前の仕事ができるものとさ
れ、介護福祉士養成課程、実務者研修あるいは介護職員基礎研修修了が求められる。段位４
は、介護福祉士国家試験合格者で、一人前の仕事ができ、チームのリーダーとなり、アセッ
サーにもなれるとしている。段位５以上については、行動な専門性やオリジナリティなどを
発揮できる業務能力を想定しているが、その具体化にはまだいたってない。すでにアセッ
サーとしては7,817人が養成されている。（参考文献11参照）
要は、この段位制が、「欧州介護認証European Care Certificate」や8段階を設定している
「欧州資格枠組みEuropean Qualification Framework」など国際的な労働者移動の円滑化を図
る枠組みと歩みをともにできるかが問題である。アジア太平洋地域では、オーストラリアで
も独自のこうした国際的な資格認定を取り入れた枠組みを考えており、香港ではヨーロッパ
の枠組みに照らした国際的な保健福祉活動の資格教育を始めた大学もある。この点では日本
は大幅に出遅れているといわざるを得ない。日本の介護段位制度も、今のところ、国際性は
全く考慮されていない。しかし、実際上はおそらく、介護の技能実習生を受け入れる事業者
は、アセッサーに指導的な任務を担わすのではないかと考えられる。（参考文献3及び13参
照）
各国にはそれぞれの文化や社会制度があり、介護という業務はきわめて人間的なサービス
であるために、独自の内容を考慮せざるを得ず、一挙に世界的な介護労働市場が成立すると
いう事態は考えにくい。そこで、国際的な介護労働の円滑な相互確保を図るためには、EUの
教育統合に向けて考え出された「調和化」という方式が最も適しているといえよう。調和化
は、域内市場で共通の基準を作成するプロセスのひとつであるが、同じルールが複数の加盟
国で適用されるように、法律、規制、基準、慣行の一貫性を図るという方針である。介護に
関わる各国独自の体制は維持したまま、できるだけ相互の往来が可能なように調整が図れる
しくみをつくるという方針である。「欧州介護認証European Care Certificate」や「欧州資
格枠組みEuropean Qualification Framework」はそうした方針から開発されたものである。
いずれにせよ、日本の「ガラパゴス」的資格や技能実習がこのままでは、送り出し国から
の「頭脳流出」、「労働力流出」になることが懸念されるので、頭脳と労働の「還流」が可
能な体制整備が重要な課題になることは間違いないだろう。送り出し国側で「還流」を受入
るためには、「介護」が未来において必要となる職務であることを鑑み、当面はその応用範
囲を広く捉えた上で、職域開発をする必要がある。その際、もっとも広く応用範囲を設定す
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ると「地域保健福祉」という分野でのオープン・イノベーションが必要であると考えられ
る。
日本の介護が「ガラパゴス」状況に陥ったひとつの要因はあまりにも過剰な専門職トレー
ニング教育に力を入れすぎたという点にある。確かに介護労働の質を確保するひとつの方法
は専門職化であるが、それだけで課題を解決することはできない。むしろ過剰な専門職依存
は、介護労働の量的確保の阻害条件になりかねない点も再検討しなければならない。教育投
資として考えるなら、あまりにも長期にわたる訓練教育は、合格率の低い資格取得や就業し
た職場での低い労働報酬との対比で割が合わないからである。実社会につながらない学歴教
育という課題の解消に向けて、ようやく日本では働きながら学ぶデュアル・システムを学校
教育に取り入れる動きが出てきたところである。国際的な介護労働力の移動の円滑化を図る
上でも、現場の実態に即した職務を再設計して、その業務を担う人材に求められる要件を勘
案した人事配置を進めるためにも、介護につながる職業教育は教育年限が定められた学校教
育ではなく、いつでも受けられる生涯学習システムへの転換が必要となる。そして、新卒者
のみならず既卒者の学び直しを図る上でも、キャリア・パスを改善するためにも、また外国
人労働者を受け入れるためにも、この生涯学習システムにふさわしい介護の訓練教育のモ
ジュール化を図ることが必要になってくる。生涯学習システムや介護の段位制ともこのモ
ジュール型の訓練教育は密接に関係する。それは短時間の教育訓練と修得したモジュールの
認証とその積み上げによるキャリア・パス形成という枠組みを示すものである。（参考文献5
参照）
図４ 介護業務能力資格の調和化

資料）小川全夫 作成
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具体的にこのような構想を実現するためには、国際的に協働して国際的な介護のトレーニ
ングセンターを設置することが必要である。各国の事情で異なっている資格制度等を損なわ
ないように、基礎的、共通的なモジュール型の実務訓練プログラムを開発普及し、介護労働
の調和化を図ることや、介護の指導者を指導するプログラムを開発して共通的な実務訓練プ
ログラムの教育を担える人材を養成することが今後ますます必要になるだろう。このため
に、福岡市には、アジア太平洋アクティブ・エイジング会議参加者から国際介護トレーニン
グセンターを設置してはどうかという勧告を受けている。こういうトレーニングセンターが
構築されれば、各国における介護システム構築、介護労働者養成、国際的介護労働市場形成
などのプラットフォーム的な機能を果たすことができるだろう。（参考文献25，26，27参
照）
今後、国際的な協力関係の下で介護のトレーニングセンターを実現することが世界基準の
KAIGOを構築する上で必要な基盤整備となるだろう。
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