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日本における介護人材養成プログラム開発の研究
―職業教育の国際通用性に焦点をあてて―

吉 本 圭 一　　江 藤 智佐子　　菊 地 克 彦

１．研究の課題

本稿は，高齢化の進展により人材ニーズの量的拡大・質的変容を経験する介護領域に注目し，そ
の人材養成プログラムの充実・向上にかかる日本の職業教育課題を，国際的動向との比較で検討す
ることを目的とする。
介護人材養成プログラムにおいては，職業と教育プログラムの可視化と各レベルのプログラム間
の浸透性向上などが求められており，それは EPA事業などに関わる国際通用性の課題にもつなが
る。職業教育が第三段階教育にまで拡がる今日，ユネスコは，2015年に「質とレリバンス」ならび
に「政策とガバナンス」という２つの観点による新たな職業教育のあり方を勧告している。こうし
た観点から注目されるものとして国家学位・資格枠組みアプローチ（National Qualifications 

Framework：以下 NQFと略す）があり，本稿においても，介護領域における職業教育の充実・向上
に関する開発研究事業を通して，オーストラリアとドイツの NQFと職業教育の動向について調査
研究し，日本の職業教育の充実・向上のための諸課題を検討する。

２．研究の背景

１）日本の高齢化と介護サービスの需給見通し
日本の高齢化水準，そのスピードは国際的にも突出している。2015年の国勢調査によると総人口
１億3,000万人に対し，65歳以上の高齢者人口が3,400万人，その高齢者比率は26.7％（75歳以上人口
に絞れば12.9％）である。2015年に65歳に達した者の誕生当時（1950年）の当該比率は4.9％であっ
たことから比べると，年齢構成的には完全に別社会が到来している。そして，今後総人口が減少す
る中で一層の高齢化が進み，2025年には30.3％，2035年に33.4％，2060年には39.9％に達すると推計
されている。
急速な高齢化は介護需要の増大をもたらすことになる。2000年からこの問題に対応すべく高齢者
の介護を社会全体で支え合う仕組みとして介護保険制度が導入され，2015年では10.4兆円の総事業
規模となっている。
介護サービスを担う人材は，2000年の介護保険制度創設時には55万人であった。その後，介護福
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祉士 （1）の国家資格が創設され，国家試験による資格取得と専門学校・短期大学等の指定養成施設に
よる教育訓練に基づく資格取得の２つの供給ルートによって，2013年度までに116万人増加し，171
万人の介護人材がサービス供給している。
今後の急速な高齢化にともなう介護人材の需要について，厚生労働省（2015）の発表では，2012
年から2025年までの間にさらに毎年７万人程度の需要増加，そして2025年度には合計253.0万人の介
護人材需要と予測している。これは現在の人材供給ルートの拡充による供給見込み215.2万人を上回
り，37.7万人の需給ギャップが想定されている。この予測は，関係者が「2025年問題」として懸念
するもので，人材養成体系の拡充も喫緊の課題となっている。
図１は厚生労働省（2015），経済産業省（2016）などの推計をもとに，さらに2060年までの介護
ニーズと介護人材の供給予測を付加したものである。2025年時点での約40万人レベルの需給ギャッ
プの傾向は2035年まで拡大し，2060年まで解消されないという厳しい見通しもある。

２）介護における中核的専門人材養成の課題
介護人材にかかる需給の「2025年問題」は，量的に深刻な課題であるだけでなく，質的な観点で
も，体系的な対応が求められている。日本の介護人材に求められる知識・技能は一律ではなく，施
設介護，在宅介護などの形態に応じて，また高齢化水準と進行スピードや家族居住スタイルの違い

図１　2060年度までの日本の高齢化と介護ニーズ，介護人材の供給予測

出所）  厚生労働省（2015）「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計（確定値について」，経済産業省（2016）
「将来の介護需要に即した 介護サービス提供に関する研究会」をもとに作成。

　注）  2035年以降の介護職員数および介護人材ニース数は筆者らの推定値である（2035年の要介護者数に対す
る介護人材ニーズ数の比率（約0.36）をもとに推定値を算出）。

（万人）
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などによって，地域ごとにニーズは異なっている。そこで，介護人材の多様な知識・技能等のレベ
ルを識別し，それをニーズに応じて適切に配置するという，制度の体系性と，地域ごとの個別文脈
対応性が要求されてくる。
介護人材養成において，そのレベルとボリュームの明確な目標設定と各段階でのプログラムの拡
充が必要となっている。人材のレベルに関する目標設定においては，厚生労働省の職業能力評価基
準や内閣府のキャリア段位制度などの政策が取り組まれているが，これらは人材養成・育成のあり
方，特に学校教育段階における方向性については，ほとんど検討されていない。人材需給ギャップ
を埋めるためには，今日の18歳人口の減少傾向を踏まえてみると，社会人のこの職業領域への参入
が不可欠であり，それは新規参入層だけではなく，再参入層も考慮することが重要な課題である。
介護に関わる資格や経験を持ちながら就業していない，いわゆる「潜在介護士」について，介護業
務の高度化と現代化に対応する再参入プログラムが検討されるべきところである。
介護人材養成のための職業教育訓練プログラムの充実・向上については，これに対応する文教政
策における取り組みが注目される。文部科学省生涯学習政策局（2012）「成長分野等における中核的
専門人材養成の戦略的推進について―基本方針―」では，「我が国の経済社会を支える分厚い中核
層」に着目し，介護領域を含めて，2012（平成24）年度から「中核的専門人材」養成の推進事業が
展開されている。ここでの「中核的専門人材」とは，「実践的・専門的な知識・技術・技能を身に付
け，職業に必要な卓越したまたは熟練した実務能力に基づく業務を遂行し，または，グループや中
小規模の組織の中で中核的な役割・機能を果たす厚みのある中間層」として提示されている。
介護領域の場合，すでに国家資格領域として教育プログラムの一定の標準化があるものの，それ
を新たな社会ニーズに応じて革新する必要があるという点で，まさしく，この「成長分野等」 （2）と
して取り組むべき代表的な領域となっている。他方で，日本の介護は，介護保険制度によって守ら
れている反面，他の保健・社会福祉領域の人材と交流しながらの市場が発達せず，独自の展開を遂
げていった。それが，介護の仕事内容が外部から分かりづらい不透明な職場という，社会的理解の
問題につながっている。仕事内容とキャリアパスの可視化は，介護の職業現場だけでなく，介護に
かかる人材養成の場でも目標設定において不可欠な課題でもある。
そして，これは，介護にとどまらず，インプットやプロセスとしての学習時間中心に編成される
学校教育一般モデルに依拠してきた日本の職業教育の質保証の課題を，コンピテンシーと学修成果
中心の国際通用性のある職業教育固有の質保証へと転換していくために，重要な課題領域となる。

３）第三段階教育における職業教育―ユネスコ新勧告へのアプローチ
上述の日本の職業教育の国際通用性の課題は，必ずしも日本だけの問題ではなく，むしろ職業教
育が中等教育から中等後教育，第三段階教育まで拡がり，社会のグローバル化にともなって職業教
育で養成する人材の国際的な移動も拡がっている今日，世界的な課題でもある。ユネスコは，2015
年11月の第38回総会において，2001年の「技術教育及び職業教育に関する改正勧告」 （3）を見直し，14
年ぶりに新たに「職業教育（正式には『技術職業教育訓練 Technical and Vocational Education and 
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Training』）についての勧告」を採択している （4）。この勧告において，職業教育の範囲は「広範な職
業分野，生産，サービス，生活に関わる教育，訓練，技術開発」と定義された。またその目的は，
「個人をエンパワーメントし，雇用とディーセント・ワーク（人間らしい働き方），生涯学習を推進
すること」とされている。経緯等の前文を除いて，「Ⅰ．適用範囲，Ⅱ．展望及び目的，Ⅲ．政策及
びガバナンス，Ⅳ．質とレリバンス，Ⅴ．モニタリングと評価，Ⅵ．研究と知識の管理，Ⅶ．国際
協力」の計７章で60条の条文からなっている。特に，勧告の具体的内容は，第Ⅲ章の「政策及びガ
バナンス」の19の章，第Ⅳ章の「質とレリバンス」の25の章に展開されている。このユネスコの勧
告すべてを満たすような国はもちろん存在しないのだが，それぞれに卓越したモデルとなる国々や
政策アプローチがある。これらを，本稿での介護人材養成プログラムにおける「質の高い職業教育
とは何か」，「質の高い職業教育はどのように保証されるのか」の検討においても基本的な観点とし
て取り上げていくこととする。
「質の高い職業教育は何か」「それはどう保証されるか」という問い，つまりQuality TVET（Technical 

and Vocational Education and Training：以下 TVETと略す）について，吉本（2009）は，「職業の」「職
業による」「職業のため」の教育という３つの条件を満たすことが必要かつ十分な条件ではないかと
提起している。これは，デューイの『民主主義と教育』や『経験と教育』などの中で，伝統的な学
術的教育のモデルに沿うではなく，固有の職業教育のアプローチがあるという思想がもとになって
いる。つまり，＜教育の目的＞＜教育の方法＞＜教育の統制＞という三次元において，産業や職業
の社会的ステークホルダーがより深く関与する教育プログラムが，質の高い職業教育ということに
なり，またその質の保証となる。これをユネスコの新勧告と対応づけてみると，以下のように課題
を再設定することができよう。
すなわち，職業教育勧告の第Ⅳ章「質とレリバンス」は，さらに「学習の過程」，「TVETスタッ

フ」，「学位・資格枠組みと学習経路」，「質とその保証」，「労働市場および仕事の世界との関連性」，
「情報およびガイダンス」の各節にわかれている。「学習の過程」や「TVETスタッフ」は，職業領
域の知識技能やそれを包含する広範囲の学習と理解のための座学だけでなくインターンシップなど
の多様な形態を提起するとともに，職業分野に精通する教育スタッフが多様な学習形態や雇用・就
業形態で参画できることを保証することが適用されており，＜教育の方法＞が明確に提案されてい
る。
そして「学位・資格枠組みと学習経路」では，第Ⅳ章第39条で直接に国家学位・資格枠組み（NQF）
に言及し，NQFないしそれに相当するシステムの導入を勧告している。第Ⅱ章「目的」における
「持続的な経済成長」「社会的平等」「環境と両立する持続可能性」など，より広義の＜教育の目的＞
とともに，具体的な職業＜教育の目標＞を設定するための重要な＜枠組み＞をなすものである。職
業教育が「労働市場および仕事の世界との関連性」を維持するためにも，職業の現場でのコンピテ
ンシーと教育プログラムの場での学修成果を対応づけるアプローチが注目されるのである。この点
で，本稿でとりあげるオーストラリアの学位・資格枠組み（Australian Qualifications Framework）が
注目され，それは介護分野においても同様である。
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また，第Ⅲ章「政策とガバナンス」では，「政策の策定」「ガバナンスと規制の枠組み」「社会的対
話，民間部門，その他のステークホルダーの関与」「財源・財政」「平等およびアクセス」が勧告さ
れている。吉本（2016b）では日本の第三段階教育で展開する多分野の職業教育のケーススタディを
踏まえて，職業教育の充実向上が高度化に向かうこと，そして医療等の国家資格系分野の人材養成
においては，教育プログラムの高度化が多様な社会的ステークホルダーの関与を高めていくものの，
下級レベルのプログラムとの適切な学習接続・アクセスに関して問題を生じやすいことなどを明ら
かにしている。こうした点で，多段階でのレベル設定と，それらの複数レベルや関連する分野の職
業教育プログラムとの接続関係をどのように開発していくのか，ドイツの協調主義（コーポラティ
ズム）のアプローチが注目されるのである。

３．研究の方法

本稿では日本における今後の介護人材養成モデルを探究するために，諸外国の介護領域における
職業教育とそのキャリアパスの開発に着目し，先端事例を取り上げ検討することにした。特に，前
述の通り，職業教育にかかる2015年ユネスコ勧告において，「質とレリバンス」「政策とガバナンス」
という勧告の２つの柱にそって，それぞれオーストラリアとドイツを比較対象として抽出して検討
を行うこととした。
研究の手順として，まず，日本の介護分野のレベルをはかる「共通のものさし」の開発として注
目される内閣府（2015年度からは介護分野は厚生労働省所管）のキャリア段位をとりあげ検討を行
う。続いて，そうしたレベル設定をどのように職業教育訓練に展開し，「何が職業教育の質であるの
か」，「質とレリバンス」に関する課題を検討していく。
日本のキャリア段位の欠落を補うために，今日のコンピテンシー主導の教育訓練モデルとして国
際標準となりつつある NQFアプローチをとりあげ，オーストラリアの制度を検討する。ここでは，
職業で求められるコンピテンシーのレベル設定について固有の学術的アプローチを展開し，職業教
育訓練プログラムをコンピテンシー定義のセットであるトレーニング・パッケージ（Training Package）
によって編成し，それが国としての統合されたオーストラリア学位・資格枠組み（Australian 

Qualifications Framework：以下 AQFと略す）に準拠するというアプローチをとっている。
そして，「職業教育の質を何が保証するのか」，ユネスコ職業教育勧告のもう一つの柱である「政
策とガバナンス」において，多様なステークホルダーが参画する協調主義（コーポラティズム）の
代表として定評のあるドイツ・モデルを取り上げることにする。
調査方法としては，まず文献研究，資料収集を行い，そこから得られて知見をもとに対象機関の
担当者への訪問調査を行った。また，レベル調整の検討においては，キャリア段位，AQFなどに焦
点をあて，日・豪・独の職業教育専門関係者ならびに，介護教育のカリキュラム関係者との研究会
による検討を行った。
特に訪問調査および検討期間として，2014年12月～2016年２月に日本のキャリア段位の調査及び
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検討会，2014年10月～12月にオーストラリア訪問調査ならびにオーストラリア関係者招聘の研究会，
またドイツ関係者との面談及びドイツ訪問調査は2015年８月～10月に実施した。
これらの先端事例の調査研究の知見を踏まえて，九州大学第三段階教育研究センターと学校法人
敬心学園が共同で取り組んでいる文部科学省委託事業でのグローバル人材養成のプロジェクト （5）に
おいて，国際通用性を視野に入れた介護人材養成のためのモジュールプログラムの開発について考
察を行い，レベルチューニングをもとにした日本の介護人材養成プログラムのフレームワークを提
示していく。

４．日本における介護人材のポートフォリオの現状と挑戦的モデル

１）介護人材ポートフォリオの現状と挑戦
日本における介護人材のレベルとボリュームの現状および課題，方向性についてまず検討したい。
図２に示すように，現在の介護人材不足は厚生労働省が「まんじゅう型」と表現しているように，
人材の裾野の広がりも無く，高度化やキャリアパスも見えないという問題を抱えている。「まんじゅ
う型」とは，日本の介護職場が職務・役割の階層化や職能化による組織の構造化がなされていない
ことに伴う未分化な現状を示している。
この介護人材不足を解消し，厚生労働省が「目指すべき姿」として人材構成モデルを示している
のが「富士山型」と呼ばれるモデルである。介護システムの機能分化と体系的な人材供給，いわゆ
る「まんじゅう型」から「富士山型」への構造転換が期待されている。

図２　2025年に向けた日本の介護人材・介護業界の構造転換（イメージ）

出所：2014 厚生労働省 第１回社会保障審議会福祉部会 福祉人材確保専門委員会資料に加筆
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２）キャリア段位アプローチにおけるレベル開発
我が国での介護人材の機能分化の現段階での共通理解の基礎となるものとして内閣府のキャリア
段位制度がある。これは，英国 NVQを参照しながら，厚生労働省が開発を進めてきた職業能力評
価基準などの既存制度との調整をすすめながら創設された職業能力認定制度である。キャリア段位
は，2012年度から内閣府において実施された「実践キャリア・アップ戦略」において，さまざまの
成長分野等において検討され，最終的に「介護プロフェッショナル」，「カーボンマネジャー」，「食
の６次産業化プロデューサー」の３分野でモデルの提示がなされている。その中で，介護分野は2013
年度より，中核レベルでのレベル設定とそのアセスメントの制度が制定され，具体的な運用も開始
している。
ここでは職務遂行能力は新人のレベルから熟達指導者のレベルまでの７段階が想定され，それぞ
れのレベル認定は現場の職務分析に基づき設定されるスキル基準によるものとされている。ただし，
最も導入が進んでいる介護分野においても，現在はレベル２からレベル４までの設定にとどまって
おり，総認定者数は2016年８月時点で1,820名である。
「介護プロフェッショナル」キャリア段位は，シルバーサービス振興会が実質的な運営にあたって
いる。「介護プロフェッショナル」は，現場で個々に運用されていた職業能力評価を「共通のものさ
し」で評価できる職業能力評価制度であり，「わかる（知識）」と「できる（実践的スキル）」の両面
から評価するレベル説明指標（ディスクリプタ）を策定している。職業能力評価制度であることか
ら，現場の OJTでの「できる（実践的スキル）」のレベルが評価対象となっており，それを評価す

図３　キャリア段位制度「介護プロフェッショナル」のレベル

注１）  レベル４以上がプロレベルである。また「介護プロフェッショナル」は，当面，レベル５～７の認定は実施しない。
注２）  あるレベルの「わかる（知識）」の要件を満たしている場合，より下位レベルの「わかる（知識）」の要件も満たされ

ていることとする。
出所）  「介護プロフェッショナル　キャリア段位評価者［アセッサー］講習テキスト」（平成27年度版）」3，11，112頁をも

とに作成
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るアセッサー（評価者）の育成も行われている。「介護プロフェッショナル」キャリア段位の「わか
る（知識）」と「できる（実践的スキル）」のレベルを示したのが図３である。
介護分野における「キャリア段位」は現場での OJTを可視化することには寄与しているが，介護
職の現場を対象とした職業能力評価制度であるため，教育機関とレベルについての対話は行われて
いなかった。専門職業人材を養成するためには，教育セクターと産業セクターの密接な結びつきが
必須条件であり，産業現場で求められる知識，スキル，コンピテンシーに徹底的に依拠した教育で
なければ有効ではない。従前の日本の職業教育においては，ここが不十分であったことを前提に，
介護現場での職務遂行からキャリアパスまでを視野に入れた検討が求められている。

５．職業教育の「質とレリバンス」―オーストラリアの AQFアプローチ

日本における介護人材不足問題の原因の一つには，介護職を経てその先のキャリアパスが描けな
いという問題が指摘されてきた。諸外国の介護職も，日本と同様にキャリアパスが可視化できない
職業となっているのか。NQFの先端事例として産業界と連携し，既に訓練能力パッケージとしての
トレーニングパッケージ（Training package; 以下 TPと略す）という教育プログラムを策定したオー
ストラリアの AQFを参照にしながら，職業教育における「質とレリバンス」について，日本の介護
職のキャリアパスの現状と比較しながら考察したい。

１）コンピテンシーの連続する多段階
AQFの特徴としては，学位・資格枠組みを提示するだけでなく，その教育プログラムである TP

は職業教育（VET）セクターのユーザーのために開発され，研修パッケージ，資格，認定コース，
能力の単位，スキルセットや登録講習団体に関する情報を提供している。また，各トレーニングに
ついてはすべて職業訓練機関（RTOs）の関係者に無料で提供されている。
日本の介護福祉士に相当する CertificateⅢレベルの高齢者ケアは，どのような内容や単位で構成
されているのか。CHC30212 （6）（旧 CHC3012） CertificateⅢ in Aged Care（高齢者ケア）のトレーニ
ングパッケージの内容は，「この資格は，明確に定義された組織のガイドラインおよびサービスプラ
ンの範囲で，直接もしくは定期的な監督の下での，主に居住型施設での業務に対応している」と説
明されており，対象となる労働者は「パーソナルケアおよび／または高齢者介護環境にある人々に
対するその他の生活動作を維持するための活動を実施する」である。この高齢者ケアの認定を受け
た後に就く職種としては，表１に示すような18の仕事が提示されている。
ここで注目したいのは，施設や在宅だけでなく，地域など多職種へのキャリア展開が可能となっ
ていることである。また，日本のキャリアパスには見られない特徴として，「看護アシスタント」と
いう医療領域へのキャリアパスが示されている点である。Certificate III in Aged Care CHC30212（旧：
Aged Care CHC3012）の教育プログラムを監修している RTOは全豪看護・助産師協会である点も日
本と異なるところである。
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この高齢者ケアの CertificateⅢレベルを認定されるためには，「必須単位10単位＋選択単位４単位
＝計14単位」を取得しなければならないことが規定されている。
選択単位の幅は広く，「文化的認識と敬意に基づく実践のために推奨されるグループ A選択単位」，

「その他以下に示される関連選択科目」，「地域サービスおよび／または衛生訓練パッケージにおいて
職場要件への対応を目的とし，この資格以上のレベルでパッケージされた対コンピテンシー単位」，
「該当する場合，職場要件へ対応するため，その他関連する訓練パッケージにおいてこの資格以上の
レベルでパッケージされた対コンピテンシー単位」の４領域の中から４単位を選択することができ
る。
必修10単位は10の科目で構成されているが，最初に学ぶ「高齢者の自立維持支援（CHCAC317A: 

Support older people to maintain their independence （8））」の概要（2012年５月27日作成版）を更に見る
と，「当該労働者が高齢者の生活動作における自立性を維持するための支援を行う上で必要とされる
知識や技能を表す」と摘要概要が示されており，単位の適用性としては「この単位は高齢者ケア部
門の労働者，あるいは高齢者と働く労働者に適用される」となっている。
単位認定のためには，項目で示された「知識」，「技能」そして「コンピテンシー」を習得するこ
とが求められている。「高齢者ケア」に必要な技能や知識の評価にはエビデンス・ガイドという評価
基準が同時に設定されている。このエビデンス・ガイドは，評価についての助言となるものだけで
なく，TPにおける「パフォーマンス基準」や「必要な技能および知識」そして「範囲説明」や「評
価のガイドライン」などが記載されており，内容によって TPでの訓練内容の評価や基準が保証さ
れているのである。高齢者自立維持支援のエビデンス・ガイドを示したのが表２である。

表１　高齢者ケア（CertificateⅢ）終了後のキャリア

・施設サポートワーカー ・現場担当（フィールドオフィサー）
・看護アシスタント（施設） ・在宅ケアアシスタント
・ケアアシスタント ・在宅レスパイトワーカー
・ケアサービス従業員 ・看護アシスタント（在宅）
・ケアワーカー　　 ・パーソナルケアアシスタント
・地域ケアワーカー ・個人介護者（パーソナルケアギバー）
・地域ハウスワーカー ・パーソナルケアワーカー
・地域サポートワーカー ・サポートワーカー
・介護施設ワーカー（レジデンシャルケアワーカー）
・障害サービス職員（一部管轄区域）

出所）CHC3012 CertificateⅢ in Aged Care （7）をもとに作成
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■対コンピテンシー単位を証明するのに必要な評価およびエビデンスにおける重要な側面：
　・評価されている個人は規定の不可欠な知識や技能の証拠を示さなければならない。
　・この単位は職場または職場に似せた場所で，かつ通常の職場条件の範囲下において，最も適切に評価される。
　・  評価または評価のための情報は一定期間にわたって実施または収集を行い，通常の職場の状況や設定の範囲を網羅するこ

とが望ましい。
　・  安全，スペース，または装置や資源の入手上の理由から評価が職場から離れて行われる場合，その評価環境はできる限り

職場の状況を厳密に表しているべきである。
■アクセスと公平性の配慮：
　・  地域サービスにおけるすべての労働者は，自身の職務分野に関連するアクセス，公平性，人権の諸問題を認識しているべ

きである。
　・  すべての労働者は文化的に多様な環境で自身の能力を培うべきである。
　・  労働者はアボリジニとトレス海峡諸島民のコミュニティに独特な問題を認識し，アボリジニとトレス海峡諸島の人々に影

響を及ぼす文化的，歴史的および現在ある問題を理解しているべきである。
　・  評価を行う者や訓練を行う者は該当するアクセスおよび公平性の問題，特にアボリジニおよび／またはトレス海峡諸島民

の依頼者およびコミュニティに影響を及ぼす要素に関連する問題を考慮しなければならない。
■評価のもとになる状況および具体的な内容：
　・  この単位は独自に評価してよいが，地域サービスにおける他の対コンピテンシー単位を用いた全体的な評価手法をとるこ

とが奨められる。
　・  評価に必要な資源として次のものなどを利用する：
　・  評価を行える適切な職場
　・  該当する組織の方針，プロトコル，手順
　・  職場で通常使用される設備や資源
■考えられる評価方法：
　・職場の観察
　・任務／プロジェクトの記述
　・事例研究およびシナリオ分析
　・質問
　・ロールプレイシミュレーション
■範囲説明：
当該の対コンピテンシー単位全体に関連する。これによりパフォーマンスに影響する可能性のある様々な業務環境や状況が考
慮される。訓練や評価において存在すると考えられる重要な運用条件を，職務上の場面や志望者のニーズ，品目の利用しやす
さ，地元産業および地域的背景により追加する。想定される状況や範囲は以下に示すとおりである。
高齢者 ・高齢者向け居住型介護環境で暮らす個人

・地域に暮らす個人
状況 ・高齢者自身の住まい

・独立した住宅施設
・高齢者向け居住型介護施設

生活動作 ・家の手入れ
・庭の手入れ
・約束，社会的・娯楽的活動での移動や参加
・家の掃除
・家での洗濯
・食事の用意
・買い物
・金銭上の事柄や私的なやり取りへの参加
・ペットの世話

報告 ・口頭：
・電話
・対面
・非口頭（書面）：
・進捗報告書
・事例記録
・事故報告

補助器具および
／または装置

・掃除，洗濯，食事の用意に用いられる家庭用電化製品
・ガーデニング機器
・個人用警報機
・移動装置

危険要因 ・暗い，または不適切な照明
・滑りやすい，または平らでない床表面
・物理的障害物（家具や器具など）
・家や家庭用電化製品の手入れ不足
・不十分な暖房・冷房機器
・不適切な履物・衣服

出所）CHCAC317A Support older people to maintain their independenceをもとに作成．

表２　高齢者自立維持支援のエビデンス・ガイド
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２）多職種連携のキャリアパス
文部科学省委託事業を通して，AQFと日本の介護福祉士と研修制度，キャリア段位制度，そして
学位を横断的に比較し，そのレベル間の調整を検討した （9）。
オーストラリアの高齢者ケアのキャリアパスは，日本の介護福祉士に相当するレベルである

CertificateⅢからキャリアをスタートとさせているが，その先には３種類のキャリアパスが存在し
ていることが明らかになった。図４に示すように，第一のキャリアパスは「介護職」からキャリア
をスタートさせ，さらに「准看護師」（Diploma level），「看護師」 （10） （Bachelor level）へと職業能力
を開発していく pathwayである。第二には，日本の生活支援員や生活相談員などに相当する業務内
容（CertificateⅢ）で，仕事の幅を広げていくものである。そして第三には訪問介護や地域包括ケ
アにフィールドを置く，「家族地域ケア」 （11）（CertificateⅣ）に転換する pathwayである。日本の介
護職の場合，介護からキャリアをスタートするとその後，医療職にキャリアチェンジすることが極
めて困難な現状がある。しかしオーストラリアでは介護職からキャリア・アップした先に医療職と
の接続がある。ここに日豪のキャリアパスの大きな違いがある。前述の高齢者ケアの TP同様，介
護領域のセクター別技能審議会（Sector Skills Council）を通した訓練パッケージ策定や，教育訓練
の提供に対して，医療職の団体である全豪看護・助産師協会 （12）が中心的に深く関与・参画している
ことも注目すべき点である。このように，高齢者ケアの教育訓練において，医療分野の団体が関与
することでキャリアパスにおいても介護としてのケアワーカーから看護にキャリア・アップしたり，
地域ケアへと幅を広げたり多職種連携のキャリアを描ける点が日本の介護と異なるキャリアパスと
なっている。

図４　オーストラリアにおける介護職（care worker）の３つの pathway

注）江藤（2015）をもとに一部加筆修正
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オーストラリアの看護教育の基礎的な部分に介護の内容が相当程度含まれているため，介護職か
らキャリアをスタートさせて看護へのキャリア展開が可能となっている。しかし，日本の看護教育
においても豪州と同様に基礎教育に介護の要素が含まれている （13）が，日本では看護と介護はまった
く別の系列の職種であると理解され，介護職から看護へのキャリアパスが閉ざされている。
オーストラリアでは，医療職へとキャリア展開するモデルと地域サービスに特化していくキャリ
アとが存在しているが，日本でも，要支援あるいは，要介護でもレベルが低い場合は，地域包括ケ
アセンターなどの地域現場で介護職と医療職とが連携する動きが広がっている。オーストラリアの
第三のタイプのような地域包括ケアに対応した動向である。地域包括ケアセンターの活動において
は，多職種間連携も始まっており，今日では，医師や自治体もこの連携に積極的な姿勢を示してい
る。
後発の医療関連職として介護福祉士は，いまも専門職化へのアプローチを探索しているが，介護
の度合いが高くなれば医療的要素が大きくなり，隣接する医療関係職種との葛藤も起こりやすくな
る。現に，日本の介護と看護には境界性やギャップという問題が存在している。高齢者ケアの現場
では，介護だけ，医療だけという境界線では対応できない状況があるが，介護と医療に越えられな
い溝があることは，介護関係者にとって既知の事実となっているようである。介護が医療の域に入
ることができないという背景について，白幡（2011）は，日本の国家資格施設創設時に，既存医療
職へ配慮し，介護福祉士が医療職とは全く異なる位置づけとなったことを指摘している。医療を取
り巻く資格法制化の過程において「医師を頂点とする既存医療職との関係」を調整することで，「介
護福祉士は医療職ではないこと」，「教育年限が保母と同程度の２年」にとどめていることを強調す
るとこで，看護職との関係を調整してきたことを述べている （14）。日本の介護職が抱える課題として
医療の領域に踏み出すことができないことが，介護職の高度化を阻害する要因の一つにもつながっ
ていると考えられる。
国内外で介護関連の専門人材の多様なキャリアパスの実態や量的規模の把握を進め比較検討し，
今後の産業・職業・社会に対応しうる教育プログラムを目指して多様な学校・教育訓練セクターを
総合的に検討していくことが，教育・訓練体系の日本的なチューニングをすすめていく上で必要と
なるだろう。多職種間連携の動きの中で専門職化とどのように調整しながら介護職の職域を確立し
ていくのか，日本の介護職のキャリアパス探究・確立の課題である。

６．職業教育の「政策とガバナンス」―ドイツの協調主義（コーポラティズム）

介護ニーズの高度化に伴い，介護保険制度導入以後，頻繁に教育訓練の追加が行われている。継
続教育訓練の必要は増加しているものの，国家資格における更新制度がないため，現職者の能力開
発は施設内での研修等で行われることが多い。また，労働条件からも介護者の離職・潜在化が問題
となっている。このため，同じく継続教育における上級プログラム開発を課題とするドイツの高齢
者介護士（Altenpfleger）養成・能力開発に関する調査を行い，日本への示唆を探求する。
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１）初期職業訓練における施設・業界・職業関係者の関与
高齢者看護師（Geriatric Nursing, Gesetz über die Berufe in der Altenpflege） （15）は，2003年に施行さ

れた法令により，医療職と位置づけられ，医師の指示等に基づき注射や投薬を行うなど，日本の介
護福祉士よりも広い医療行為が認められている。これに対して，日本の介護福祉士の場合，限定的
に医療的ケア（経管栄養，たんの吸引）が認められるように制度改正がなされたものの，職域とし
て医療職ではなく福祉職と位置づけられていることで，その職域への業務には，医師および看護師
の指導等の関与が前提とされ，固有の職務領域の確立への挑戦が続いている。
職業専門学校（Berufsfachschule）ではフルタイムで３年間の養成，学校内での2,100時間の理論学
習に加えて，施設現場で2,500時間の実習がある。日本の介護福祉士養成教育の場合，２年間1,850時
間のうち現場実習は450時間しか認められておらず，現場実習に大きな違いが生じている。また，ド
イツの実習指導事業者は，協働パートナーとして位置づけられ，職業訓練生，職業専門学校との三
者間で職業教育訓練契約を結ぶ。職業教育訓練の最終的な責任は学校にあるが，職場では，現場有
資格の訓練指導者と学校教員との協働のルールに沿って職業統合的な学習が行われている。また，
雇用の観点では，ドイツの訓練生は労働者としての位置づけをもち，日本での実習生への無報酬で
の位置づけと比べてより実践的な訓練となっていると見ることができる。

２）近接職業領域との葛藤と調整
ドイツでは2005-2008年に看護師（Krankenpfleger），保育士（Kinderpfleger），高齢者看護師

（Geriatric Nursing, Gesetz über die Berufe in der Altenpflege）の共通教育訓練モデルの研究開発が行
われ，2012年にはそれら３つの職業教育訓練を統一化すべきとの見解が示された。これは看護師と
高齢者看護師の共通職能に注目しているが，介護現場における協働の実態を踏まえた理解でもある。
さらにこれらの職種をひとつの職にまとめる法案も検討されているという。
他方，日本では，看護，保育，介護の間に相互に強固な職域としての境界があり，看護と介護は，
医療職と福祉職の位置づけの違いが大きく，教育や職種の統一化はほとんど困難とみられている。
ただし，保育と介護については，同じ福祉職であることから，現在，資格の統一化が検討される段
階にあり，また社会福祉財源の制約等を踏まえて，筒井（2014）など，多職種連携および地域のセ
ルフ・ケアの課題として提起している。現場から地方地域や市町村，県ごとに職業能力を積み上げ
明確に規定し標準化していく草の根からの標準化プロセスが職業教育のガバナンスモデルとして課
題となっている。

３）キャリア形成を支える継続職業教育訓練
ドイツにおいても，継続教育ガバナンスは課題となっている。実務教員養成，老人医学，老年精
神医学 （16），緩和ケア，そしてどれぐらい介護を必要しているかの鑑定（Pflegebegutachtung），施設
マネジメント等を始めとして，多様な継続教育プログラムが用意されているが，その教育プログラ
ムとしての標準化はまだ議論され始めたという段階である。継続教育として，知識・スキルの垂直
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方向への「高度化」と，水平方向への「専門化（専門領域の創造）」の双方が探求されている。
日本では，教育プログラムの高度化として，介護福祉士の上級レベルである「管理介護福祉士」，
職能団体からの専門化としての「認定介護福祉士」の資格制定が議論されている。しかし，現場の
ミドルレベルの継続教育に対するニーズはむしろ2012年以前の介護福祉士資格取得者が不足してい
る50時間分に相当する医療的な要素を含む補充的なリカレント型のモジュール学習のプログラム開
発が求められている。

７．国際通用性を視野に入れた日本モデルの再考

以上のように，オーストラリアにおける介護から医療職へのキャリアパスやドイツの協調主義
（コーポラティズム）におけるステークホルダーとの対話による教育プログラムの開発を参照にし，
試行的なキャリアパスモデルとそれに伴うモジュール型プログラムの開発を検討したい。
厚生労働省が提示する目指すべき人材構成モデルの「富士山型」は専門性の明確化と高度化よる
人材の定着促進と多様な人材の参入促進によるすそ野拡充という国が目指す方向性である。この方
向性に基づき九州大学と敬心学園のプロジェクトでは，国内外の先進事例の調査結果から得られた
知見をもとに介護教育の体系を整理し，設計したフレームワーク案を示したのが図５である。
エントリーレベル（これから介護職に就こうとする人）からアドバンスレベル（実務経験７～８
年以上の専門性の高い介護の達人）までの教育プログラムを策定中であり，エントリーレベルのプ
ログラムは2016年度の完成を目指している。
各段階における職業能力の違いを明確にするために，ひとつには豪州の AQFにおける訓練パッ

図５　介護人材のキャリアパスと教育プログラムの国際的対応

注）  厚生労働省（2015）「2025年に向けた介護人材にかかる需要推計（確定値）について」６頁、小林・菊地（2016）６
頁、菊地（2017）報告資料をもとに作成

注）  AQF（オーストラリア学位・資格枠組み　Australian Qualifications Framework） 
DQF（ドイツ学位・資格枠組み　Deutscher Qualifikationsrahmen fuer lebenslanges Lernen）
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ケージを参照して基礎から高度化への道筋を明らかにしている。また，産学連携による継続教育の
標準的モデル開発に取りくむドイツを参照しながら，社会人の潜在介護士の活用と，介護や高齢者
に関連した多様な専門領域の構築を行う「専門分化」のコンセプトに基づいた継続教育プログラム
を開発している。

８．結論とインプリケーション

１）主な知見
職業教育における「質とレリバンス」，「政策とガバナンス」に着目し，人材育成目標となる「教
育の目的」を中心に介護分野の教育プログラムについてオーストラリア，ドイツのモデルと比較し
た日本の介護分野の職業教育として，以下の知見が得られた。
日本のレベル開発は，キャリア段位における「介護プロフェッショナル」の開発が行われている
が，OJTレベルの評価にとどまっているため，７段階のレベルのうちレベル４までの開発にとどまっ
ていた。また，政府主導でレベル開発が行われてはいるが，産業界の参加普及があまり進んでおら
ず，教育機関との連携も行われていないため，学位・資格枠組みとしてのチューニングが今後の課
題となっていた。
グローバル・トレンドを牽引する形の日本の高齢化は，介護保険や人材養成などにおいて先進的
な取り組みとなっているが，反面，職業教育訓練の国際標準への志向性が弱く，適切な質的保証の
枠組みが不足している点が明らかになった。また，後発の医療関連職として日本の介護福祉士は，
専門職化へのアプローチを探索しているが，介護の度合いが高くなれば医療的要素が大きくなり，
隣接する医療関係職種との葛藤も起こりやすい。こうした介護職の地位を確立するためにも，NQF

の先進諸国における取り組み，特に知識，技能，コンピテンシーのレベル説明指標は，学習プログ
ラムにおける学修成果の策定，現在大学等に求められているディプロマポリシーの明確化などの改
革に対して，大きな示唆を与えている。
また，オーストラリアのキャリアパス，ドイツの継続教育は医療的要素が要請され，多職種連携
が求められている日本の介護職の職域確立のための，今後のキャリアパス探求や専門職化，高度化
に向けての先駆的モデルとなっていると結論できよう。

２）インプリケーション
本稿での検討を通して，日本の職業教育研究がどのレベルの職業教育をどのような用語で検討し
ていくのか，またその教育方法論はどのようなものがモデルになるのか，諸外国との比較で目的・
方法・統制に関する示唆を多く得られる。最後に，介護人材養成に絞って，日本の介護人材の国際
通用性を視野にいれた教育プログラム開発に向けた課題，示唆について提起しておく。
一つ目の課題は，学修成果（learning outcomes）にかかる分類（タキソノミー）の開発である。教
育プログラムの到達目標としての学修成果を検討するためには，内閣府キャリア段位における成果
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目標は貴重な参照となるが，「わかる（知識）」と「できる（技能）」の２次元での成果目標によるレ
ベル説明にとどまっている。諸外国 NQFは，「知識」「技能」「コンピテンシー」など３次元での展
開を示している。つまり，学修成果をどのような次元で表現するのか，教育プログラムのグローバ
ルな可視性・通用性を追究していくと，NQFのレベル説明子（level descriptor）の検討が必要とな
る。ほとんどの NQFでは，「知識」と「技能」だけではなく，「コンピテンシー」，「応用」，「態度」，
「社会的技能」，「自律性」など，学位・資格（qualification）と職業に求められる「職業現場の文脈で
職業を的確に遂行するために求められるもの」が何らかの形で表記されている。介護分野において
も，各国のプログラムとのレベルの対応性を横断的に検討していくことが必要である。
二つ目の課題は，リカレント学習の促進と過去の経験にもとづく学修成果の認定（Recognition of 

Prior Learning, RPL）である。介護職に関わるリカレント学習が求められている事例としては，唯
一医療行為が認められている喀痰吸引等の業務に対する学習の必要性が挙げられる。2012（平成24）
年度から，｢社会福祉士及び介護福祉士法｣ の一部改正，そして2015（平成27）年の介護保険法等一
部改正法により，介護福祉士は「診療の補助として喀痰吸引等」ができるようになった。それに伴
い改正以前の資格取得者や現職者には，追加教育訓練等や経過措置等が必要となってくる。2012（平
成24）年以前も，たんの吸引や経管栄養は「医療行為」と整理されながら，一定の条件の下に「実
質的違法性阻却論」により容認されてきた（厚生労働省2012参照）。これが，関係する学習内容の一
部を事前の就業経験等による学修成果の認定（RPL：Recognition of Prior Learningなどとして議論
される）に相当するものである。追加教育訓練のモジュールにかかる RPLだけでなく，さまざまの
国家資格の養成プログラムにおいて，個人個人の学習・職業経歴を認知し，編入学や RPLによる既
履修単位の認定等が，日本の「指定養成施設」の教育プログラムではほとんど認められていないの
が実情である。モジュール型プログラム構造の可能性について分野ごとに比較検討し，RPLのモデ
ルを探究することが，多様な教育訓練とキャリアとの往還の可能性を拡大していく糸口となりうる
だろう。
三つ目の課題は，多職種間の連携と専門職化へのアプローチである。職業教育の国際通用性を考
えるうえで介護福祉士は，後発の医療関連職としての専門職化へのアプローチを探索していること
も留意すべき点である。看護師等の他の医療関連職における専門職化へのアプローチにおいても，
「医師の指示，指導監督の下に，医行為の一部を条件付きで委譲されている」業務内容の範囲拡大
と，それにかかわる養成段階の高度化とが重要な課題として制度改革等が並行して進行している。
さらに，コメディカルを担うその他の医療関連職は，医師のみならず看護師との業務範囲の調整と，
それぞれの固有の職域確立が課題となっている。また，業務範囲と連動せず，逆に，養成課程の高
度化によってその後に業務範囲や職域拡大を図るという専門職化へのアプローチも現実に想定され
る。ただし，日本の看護師養成など，結果的に教育年限の異なる複数の教育段階による教育課程を
併置させている点は国際的な資格の通用性・浸透性という点での課題を生じさせる結果にもつながっ
ている。介護人材の専門的職域の拡大や確立にむけては，今後も医療や看護との関係性，その他の
職域との関係性を踏まえた吟味が必要である。
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これら３つの課題は，いずれも介護分野にとどまらず第三段階教育における職業教育の「質とレ
リバンス」の構築に向けた共通の課題でもある。

註

（ 1）   介護福祉士は，社会福祉士及び介護福祉士法（1987年５月26日制定，2007年12月５日改正）
により定められた介護・福祉分野の国家資格である。（日本介護福祉士会　http://www.jaccw.

or.jp/home/index.php　2017年１月28日取得）
（ 2）   文科省の基本方針においても，「中核的専門人材」が求められる分野，今後雇用創出が期待さ

れる成長分野として，環境・エネルギー，医療・福祉・健康，IT，食・農林水産，クリエイティ
ブ，観光等などが挙げられている。とりわけ「キャリア段位」が構築されている「介護」「環
境・エネルギー」「６次産業化人材」については，「教育機関が提供する仕組みとの連携を通じ
た職業に必要な知識・技術・技能等教育プログラムとの対応関係の明確化」に努めることが掲
げられている。

    ここで示された３つの成長分野の中でも，国家資格などの資格・研修制度が整備されている
のは介護分野だけであり，レベルにおいても介護福祉士相当レベルが「中核的専門人材」に直
接に対応する。このように人材不足が指摘される介護分野は成長分野としてだけでなく，他の
分野に比べ学位・資格等が既に検討されており，EPAなどによりグローバル化という観点にお
いても，人材養成において諸外国と比較しやすい分野であると考えられる。

（ 3）   文部科学省・日本ユネスコ国内委員会の HPには，「ユネスコ総会で採択された勧告一覧」の
中に，2001年の「技術教育及び職業教育に関する改正勧告 Revised Recommendation Concerning 

Technical and Vocational Education」が「技術・職業教育に関する改正勧告（仮訳）」として掲載
されている。なお，「及び」が２つの教育を指すのか，両者一体の一つの教育を指すのか訳語に
は解釈の余地があるが，1962年の最初の勧告以後，一貫して一体のものとして考えられ，勧告
本文からも同様である（http://www.mext.go.jp/unesco/009/004/032.pdf　2017年１月18日取得）

（ 4）   この改訂勧告は，2015年11月13日第38回ユネスコ総会において “Recommendation concerning 

technical and vocational education and training （TVET）” として採択されている。 （http://portal.

unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49355&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 2017年
１月28日取得）。ここでは，従前の勧告に加えて「訓練 training」の用語が追加されている。従
来の職業教育（TVE）を，より広義に職業教育（TVET）として扱うというように，概念範囲
を拡大している。もともとの職業教育（vocational education）と称する場合には，主に「熟練労
働者（skilled worker）」にかかる教育を念頭に用語が発達してきた。ユネスコの1960年代の勧告
においては，技術的（technical）の用語を加えており，これは国際的な職業分類における「テ
クニシャン（technician）」など相対的に高度の専門性と責任を有する職業までも想定されてい
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る。そして，今次の改訂勧告においては，職業教育（TVET）は「中等教育，中等後教育，第
三段階教育（＝高等教育）」までを視野に入れて，また「訓練 training」という日本などでは公
共職業能力開発や企業等で担われている活動までも視野に入ってくる用語となっている。特に，
今次の改訂範囲には高等教育段階における職業教育がカバーされており，専門的職業（profes-

sion）まで TVETに包含されているのか，そこが峻別されるのか，今後の学術的な，また政策科
学的な検討の焦点となるであろう。それは，こうした概念セットを英語によって表現，規定す
ることの可能性や制約性という検討も含んでいくことになるはずである。

（ 5）   文部科学省の2012（平成24）年度にスタートした「成長分野等における中核的人材養成等の
戦略的推進」に関する委託事業は，中核的専門人材育成のために産官学が連携して人材養成等
のモデルを開発すること，そして専門学校・短大・大学等がそうした連携を通して教育プログ
ラムを充実向上させることが目的とされている。そこで九州大学では，2013（平成25）年度か
らグローバルな専門人材養成モデルの開発と人材養成プログラムのグローバルな通用性向上と
の相互に連動する２つのテーマを設定した。そして，特に，前者の実践的開発に関しては各分
野の教育機関と連携しながら取り組み，現在は，先導的学術研究センターとしての九州大学第
三段階教育センターが「グローバル・コンソーシアム」として企画・運営を行っている。これ
は，一方で，各成長分野等（介護，観光，ビジネス，食・調理など）の領域固有の人材ニーズ
に応じた産学連携による先導的なプログラム開発を各専門教育機関で行うと共に，他方で，そ
うした各分野で求められる職業能力と教育プログラムの学修成果を分野横断的な説明指標をも
とに定義していくという学術研究アプローチを九州大学の研究チームが担い，総合的に，国家・
学位資格枠組みの導入可能性を探究している。介護分野では，九州大学グローバル・コンソー
シアムの傘下で，2014（平成26）年度から敬心学園がこの国際通用性を持つプログラム開発を
専門的に担当している。各年度の研究成果は，次の URLを参照（九州大学第三段階教育研究セ
ンタ ー　 http://rteq.kyushu-u.ac.jp/research_results.html， 学校法人敬心学園　 http://www.

keishin-group.jp/keishin_fr/kyouiku/syakai.html）。
（ 6）   本稿では，2012年８月14日に委託事業で検討した TP概要を使用している。この「高齢者ケ

ア」については，検討時点の CHC08 第３版では，「CHC30208」であったが，その後，第４版
では「CHC30212」と該当ナンバーが変更され，この TPはさらに2015年に「個人ケア」の TP

へ移行している。
（ 7）   CHC3012 CertificateⅢ in Aged Care

   （https://training.gov.au/Training/Details/CHC3012　2014年12月25日取得）
（ 8）   CHCAC317A Support older people to maintain their independence（https://training.gov.au/

Training/Details/ CHCAC317A　2014年12月25日取得）
（ 9）   2015年１月19日～21日に，試行的な教育プログラムを実施し，これを踏まえて，日本で開発

するエントリーレベルについて豪州の TPとのレベル調整の課題を検討した。その際，著者ら
は，豪州の aged care有識者，日本側介護業界関係のキャリア段位担当者，専門学校の介護教育
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担当者をインタビューイーとして，日豪の介護職の比較検討のための個別インタビューならび
にフォーカス・グループインタビューを実施した。

（10）   Nurse in Australia　
   （http://www.nurseinaustralia.com/categories-of-nurses-in-australia/　2017年１月28日取得）
（11）   Certificate IV in Home and Community Careの内容は，TAFEのウェブサイト等で公開されて

いる（https://central.wa.edu.au/Courses/Pages/J012.aspx　2017年１月28日取得）。
（12）   全豪看護・助産師協会（http://anmf.org.au/　2017年１月28日取得）
（13）   看護教育のカリキュラムやテキストにおいて介護の教育内容は「老年看護学」や「在宅看護

論」で習得できるようになっている。
（14）   白幡（2011）は，社会福祉系の専門職が国家資格として創設されることが検討されるたびに，

既存の医療職との関係調整が課題となってきたことを指摘している。これは，「医療福祉士」資
格の検討がなされた際にも福祉系職種でありながら「医療」という用語が使われていたことで，
省庁間の葛藤，多職種との調整が困難な名称として扱われていたことを明らかにしている。

（15）   ドイツの高齢者看護師は，WHOにその仕事内容の説明が明記されている。（https://www.

mindbank.info/item/4537　2017年１月28日取得）
（16）   老人精神医学（Gerontopsychiatrie）（http://www.ausbildung.de/berufe/altenpfleger/karriere/　

2017年１月28日取得）
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A Study on the Training Programme Development of Care Workers in Japan

— Focusing on international applicability of Technical and Vocational Education and Training —

Keiichi YOSHIMOTO　Chisako ETO　Katsuhiko KIKUCHI

What is Quality TVET? Through examining the education of the vocation, by the vocation, and for the 

vocation. 

What is the Quality Endorsement (or QA) system that supports Quality TVET? Through National 

Qualifications Frameworks (NQFs) based on competencies and Learning outcomes.

This paper presents the model training programme of care workers that is of international applicability 

based on the results of a pilot project aimed at developing an education and training programme to ensure 

the necessary size, quality and specialisation of Japan’s aged care workforce in light of the ageing popula-

tion and diverse aged care needs. We have investigated various approaches such as “outcome-focussed” 

model in Australia and “dual model” in Germany and discuss the issues regarding their career paths and 

collaboration with medical staffs during the process of visualization of their vocational levels. Certified care 

workers as relatively new healthcare-related occupation in Japan are searching approaches as a specialist 

occupation. On the other hand, they could create conflict with bordering healthcare occupations. Therefore, 

there is demand for a standardised programme in dialogues with the diverse stakeholders and a tertiary 

education-level programme to build on practical vocational skills.


