
 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人  長崎県社会福祉協議会 

 

１．趣旨 

教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性に鑑み、教

員の資質向上及び学校教育の一層の充実を図る観点から、当面、小学校及び中学校の教

諭の普通免許状取得希望者に、長崎県内の社会福祉施設等や介護老人保健施設（以下、

「社会福祉施設等」という）で「介護等体験」を行わせることを目的とする。 

 

２．関係法令等 

①「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する

法律」（平成 9 年 6 月 18 日 法律第 90 号） 

②「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する

法律施行規則」（平成 9 年 11 月 26 日 文部省令第 40 号） 

③「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する

法律等の施行について」（平成 9 年 11 月 26 日文部省事務次官通達） 

④「文部省告示第 187 号」（平成 9 年 11 月 26 日） 

⑤「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関す   

る法律の施行について（依頼）」（平成 9 年 12 月 3 日 文部省教育助成局教職員課長通知） 

⑥「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する

法律等の施行について」（平成 9 年 12 月 18 日 厚生省社会・援護局長通知） 

 

３．施行及び適用 

平成 10 年 4 月 1 日から施行、平成 10 年度の大学入学者等から適用 

 

４．制度の対象者 

小学校及び中学校の教諭の普通免許状を取得しようとする者 

 

５．「介護等体験」の内容等 

(1)「介護等体験」の内容 

法 2 条第 1 項において「障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交

流等の体験（介護等の体験）」と規定されており、介護、介助のほか、障害者、高齢者

及び児童の話し相手、散歩の付き添い等の体験、掃除や洗濯のように障害者、高齢者

及び児童と直接接することはないが社会福祉施設等の職員に必要とされる業務の補助

等も含む幅広いものとする。 

 

令和 4 年度 

小・中学校の教諭の普通免許状取得希望者 

に対する「介護等体験」受入調整事業実施要綱 



 

(2)「介護等体験」の実施施設（P10 参照） 

①社会福祉施設 

  保育所を除く法令に根拠を有するほぼ全ての社会福祉施設 

②その他の施設（介護老人保健施設、指定国立療養所、原子爆弾被爆者養護ホーム等） 

(3)「介護等体験」の時期及び期間 

学生が 18 歳に達した後の相当期間（7 日間以上、うち社会福祉施設等での体験は 5

日間を目途とする） 

 

６．実施主体 

長崎県社会福祉協議会（以下「長崎県社協」という） 

 

７．長崎県社協の主な業務 

(1) 各社会福祉施設等への情報提供 

各社会福祉施設等に対し、本制度に関する情報等の提供を行う。 

(2)「介護等体験実施連絡協議会」への出席 

長崎県教育委員会の呼びかけにより開催される「介護等体験実施連絡協議会」へ出

席する。 

(3) 受入調整・通知事務 

①県内の各社会福祉施設等に「介護等体験学生受入計画書（様式２－１（WEB フォー

ム）、以下「受入計画書」という）」及び「介護等体験学生受入計画表（様式２－２、

以下「受入計画表」という）」の提出を依頼する。 

②大学・短期大学（以下「大学等」という）に「介護等体験申込書（様式１－１、１

－２、以下「申込書」という）」の取りまとめ及び提出を依頼する。 

③社会福祉施設等から提出された「受入計画書」及び「受入計画表」に基づき作成し

た「長崎県介護等体験学生受入施設一覧」と、大学等から提出された「申込書」を

基に調整を行う。 

なお、当該調整は「申込書」に記入された学生の希望施設等を考慮して行う。 

④調整結果として、社会福祉施設等及び大学等に「介護等体験受入決定通知書（様式

３）」を送付する。（社会福祉施設等へは、アンケートを同送する） 

(4) 大学等への年間体験状況の報告 

介護等体験終了後、社会福祉施設等から提出された「介護等体験終了報告書（様式

４）」を基に「介護等体験終了報告書（様式５）」を作成し、大学等宛てに送付する。 

(5)「介護等体験基本台帳」の作成、保管 

大学等及び社会福祉施設等から提出のあった関係書類等は、電子データ化し「介護

等体験基本台帳」として一定期間保管する。 

 



 

８．社会福祉施設等の主な業務 

(1)「受入計画書」及び「受入計画表」の作成 

長崎県社協からの依頼を受け「受入計画書（様式２－１）」（WEB フォーム入力）及

び「受入計画表（様式２－２）」を作成し、長崎県社協に送付する。 

(2)「介護等体験」の内容 

「介護等体験」は、学生の希望や社会福祉施設等の事情に応じ、以下に例示するよ

うな無理のない内容とする。なお、社会福祉施設等の敷地外で社会福祉施設等が主催

する行事等も「介護等体験」の範囲に含む。 

①障害者、高齢者及び児童に対する介護、介助 

②障害者、高齢者及び児童の話し相手 

③障害者、高齢者及び児童の散歩の付き添いなどの交流等の体験 

④レクリエーションや運動会等の行事の手助け 

⑤掃除や洗濯といった、障害者、高齢者及び児童と直接接することはないが、受け

入れる社会福祉施設等の職員に必要とされる業務の補助等 

(3)「介護等体験」の実施 

希望する学生に対し「介護等体験」を実施する。「介護等体験」の 1 日あたりの時間

は、6 時間から 8 時間程度（施設での 1 日の生活プログラムに準ずる）とする。ただし、

コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、必要最低限の時間で実施することも考えられ

る。 

なお、オリエンテーション時には、社会福祉施設等の利用者への個人情報保護や感

染症対策について、十分な指導を行う。 

介護等体験の実施期間中は毎日、学生が記入した「体験シート」の内容を確認の上、

所定の欄に捺印する。 

(4)「証明書」の発行 

「介護等体験」を受け入れた社会福祉施設等の長は、「介護等体験」を終了したこと

を証明するため、「証明書（様式は各大学等で作成）」に必要事項を記入の上、社会福

祉施設等の長の名を記入・捺印し、学生本人に交付する。 

(5)「介護等体験終了報告書」の作成 

「介護等体験」の終了後、社会福祉施設等の長は「介護等体験終了報告書（様式４）」

を作成し、最終体験者の終了日から１週間以内に長崎県社協へ郵送する。 

「介護等体験終了報告書」の郵送の際、回答した「アンケート（受入決定通知に同

封）」を添付する。 

(6) 個人情報の取り扱い 

「介護等体験」の受け入れに伴い学生から提出のあった関係書類のうち、個人情報

の記載があるものは、本事業に係る目的にのみ使用し、個人情報保護の観点から取り

扱いに十分留意し、適切に管理する。なお、受け入れに際し、学生個人の履歴書（様

式不定）が必要な場合は、学生に直接提出を求めることとする。  

 



 

９．大学等の主な業務 

(1) 学生からの「申込書」の受付 

学内の学生から「介護等体験」の希望を聴取し、希望する学生から「申込書（様式

１－２）」の提出を求める。「介護等体験」は原則として月曜日から金曜日までの連続

した５日間とする。ただし、祝日等で社会福祉施設等が受け入れできない場合、連続

しないことがある。 

(2)「申込書」の取りまとめ・送付 

学生から提出のあった「申込書」を取りまとめ、長崎県社協に送付する。申し込み

は、大学等で一括して行う。（様式１－１及び銀行の振込金受取証（写し）を添付） 

学生が直接申し込んだ場合は、大学等に連絡し、大学等より再度提出する。 

※取りまとめ・送付の方法については、長崎県社協から別途案内する。 

(3) 社会福祉施設等への受け入れ依頼 

原則として受け入れ日程の 1 ヶ月前までに、社会福祉施設等あてに｢学生受け入れ依

頼｣及び｢健康診断書（様式不定）｣を送付する。また、受け入れ先によっては、履歴書

の提出を求める場合があることをあらかじめ学生に周知する。 

(4) 学生に対するオリエンテーション等での指導 

長崎県社協からの調整結果の報告を受け、当該学生にオリエンテーション等を通じ、

「介護等体験」実施のための指導及び援助を行う。特に調整結果が「申込書」に記載

した希望と異なる場合もあるため、学生がその旨を理解するように説明を行う。 

また、「体験シート※」の説明も併せて行う。 

なお、「介護等体験」が終了したことを証明してもらうための「証明書」は、各大学

等で様式を作成し、「介護等体験」の際に学生に持参させる。 

(5) 保険への加入 

「介護等体験」に伴い想定される事故等に対応した保険は、学生を派遣する大学等

で対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

※「体験シート」について 

 学生が体験内容等を記録するために用いるもの。 

 様式は各大学等で作成する。（体験シート様式例は巻末を参照） 

 

 

 

 

 

 

 



 

10．学生の責務 

(1) 事前学習 

社会福祉制度や社会福祉施設等の事前学習を積極的に行うこと。 

また、本会が参考資料として提示する「『介護等体験』に参加する学生の皆さんへ」

の記載事項を遵守すること。 

(2) 受け入れ先社会福祉施設等への事前連絡 

受け入れ先の社会福祉施設等が決定したら、必ず受け入れ先に電話連絡または訪問

し、事前に打合せを行うこと。 

 (3) 守秘義務 

「介護等体験」にて知り得た社会福祉施設等利用者に関する情報は口外しないこ

と。 

 

 

11．「介護等体験」の費用 

(1) 学生一人につき１日あたり 2,000 円とし、申し込み時に大学等から長崎県社協の指定

する下記銀行口座に一括して払い込む。なお、振込みに係る手数料は、大学等で負担

する。 

 （「介護等体験」期間中の交通費、昼食代は含まない） 

 
 
 

 

 

 

 

 

(2) 上記費用のうち社会福祉施設等の体験費用に 1,000 円、長崎県社協の調整費として

1,000 円を充てる。 

長崎県社協から社会福祉施設等への振込みは、提出された「介護等体験終了報告書（様

式４）」に記載の指定銀行口座に一括して払い込む。（12 月末送金予定） 

   

 

12．「介護等体験」の日程変更 

(1) 介護等体験受入決定通知後の学生の都合による変更は、原則として認めない。ただし、

学生の特別な事情による変更の場合は、大学等は社会福祉施設等と十分に協議をした

上で「介護等体験辞退・変更届（様式６－１）」を提出する。併せて長崎県社協に「介

護等体験辞退・変更届（様式６－２）」を提出する。 

 

(2) 社会福祉施設等は、行事等の事情により受け入れが困難になり日程を変更するときは、

大学等と協議の上「介護等体験期間変更届（様式７）」を大学等と長崎県社協に提出

する。 

 

 

 

振込先：十八親和銀行本店営業部  普通預金 口座番号 0033985 

 

名 義：社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会 

 

 



 

13．「介護等体験」の辞退 

(1) 大学等は、学生の特別な事情により、学生が「介護等体験」に参加できなくなったと

きは、社会福祉施設等と十分に協議をした上で辞退の諾否を決定する。 

 (2) 大学等は、辞退の許諾後、社会福祉施設等から学生が「介護等体験」に参加したと認 

  められる日数を確認する。その後、速やかに当該社会福祉施設等あてに「介護等体験 

  辞退・変更届（様式６－１）」及び長崎県社協あてに「介護等体験辞退・変更届（様式 

  ６－２）」を提出する。 

(3) 長崎県社協は、学生の都合等による辞退の場合、大学等より既に振り込まれた「介護

等体験」に要する費用は、特段の理由がある場合を除いて返金しない。ただし、介護

等体験受入決定通知前の辞退であれば、長崎県社協の調整手数料を差し引いた額を大

学等に返金する。 

(4) 長崎県社協は、学生が「介護等体験」の辞退をした後、再度「介護等体験」を希望す

る場合は、代わりとなる社会福祉施設等を調整するとともに新たに「介護等体験」に

要する費用を大学等より徴収する。 

(5) 社会福祉施設等は、部分的に「介護等体験」を認める場合、その部分につき「証明書」

及び「介護等体験終了報告書（様式４）」を作成し、発行する。 

(6) 大学等は、上記にて発行された「証明書」を保管し、次回「介護等体験」を申し込む

ときに申込書に前回辞退した旨を記載する。なお、「証明書」は再発行できないため、

保管に注意する。 

 

 

14．「介護等体験」の取り消し 

(1) 大学等は、社会福祉施設等から受け入れ学生に下記に該当する行為があったために、

学生の受け入れの取り消しを行いたい旨の連絡があった場合は、状況の詳細を確認し、

取り消しが適当と認められる際は、取り消しを了承する旨を社会福祉施設等に連絡す

る。 

社会福祉施設等は、大学等の連絡を受けて取り消したときは「介護等体験取消通知

書（様式８）」を大学等及び長崎県社協に提出する。 

 

・ 社会福祉施設等の定めた「介護等体験」に係る指導事項に従わず、著しく「介護

等体験」の趣旨から外れた行為を行ったとき。 

・ 「介護等体験」にて知り得た社会福祉施設等利用者に関する情報を他に漏らした

とき。 

・ その他、上記事項に類する行為があったとき。 

(2) 大学等は、社会福祉施設等から「介護等体験取消通知書」を受け取ったときは、長崎

県社協にその旨を連絡する。 

(3) 長崎県社協は「介護等体験」が取り消されたときは、社会福祉施設等に取り消された

日数も含め、本来、当該取り消しがなければ社会福祉施設等が受け入れることとなっ

ていた全日数分の｢介護等体験｣に要する費用を支払う。 

 

 

 



 

(4) 長崎県社協は、取り消しを受けた学生が再度「介護等体験」を希望するとき、学生が

下記の条件を満たした場合のみ同年度の体験期間内において日程等の再調整を行う。 

・ 取り消しが同年度初めてであること。 

・ 取り消しの要因となった行為を十分に反省し、今後同様の行為を繰り返さない旨

の「誓約書（様式不定）」を長崎県社協に提出すること。 

・ 再調整した社会福祉施設等に係る「介護等体験」の費用を追加で支払うこと。 

 

 

15．個人情報の取り扱い等 

(1) 「介護等体験」において取り扱う個人情報は、本事業に係る目的にのみ使用し、長崎

県社協の「個人情報保護規程」に基づき適切に管理する。 

(2) 「申込書」及び「介護等体験基本台帳」等の「介護等体験」に係る関係書類は、長崎

県社協の文書取扱規程に基づき、文書の保存期間が経過するまで保管し、保存期間経

過後は適切に廃棄処理する。 

 

 

 

 

 

 


