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⼤切な⼈のために

⽇本で働く夢を叶えたい

ネパールと⽇本の架け橋を⽬指して

私たちは⽴ち上がり、前へ進みます
GROUP



商 号︓株式会社Dogwood Community
事業内容︓
〇有料職業紹介（事業許可番号︓28-ユ-３００９３０）
〇登録⽀援機関（登録番号︓19登-003382）
〇在留資格申請取次許可（登録番号︓神登20-16）
〇特定技能に関わる現地視察・セミナー事業
〇特定技能試験対策アプリの開発
〇特定技能ニュース配信、マッチングサイトの運営
設⽴︓令和元年 ６⽉ ４⽇
代表者︓池⽥ 省平
事業所︓神⼾市中央区伊藤町110-2

伊藤町YANAGIDAビル7F-6
電話番号︓（０７８）２２３－３８２３

会社概要

2



設⽴経緯 Ⅰ
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①ネパール⽀援から⾒えた問題
・弊社⽴ち上げ⼈は、以前より⽇本国内に在留するネパール⼈の⽀援活動を⾏っているNGO団体と協働しネパール⼈の就労・相談
⽀援を⾏っていました。当時の在留制度は留学しかなく、ほとんどのネパール⼈は留学制度で来⽇しており卒業後に⽇本で就労ビザを
取得する⽬的で２年または４年間学業に励むのが主流でした。
しかし、ネパールからの送り出し機関（⽇本語学校も含む）にはブローカーが多く実在し、学⽣たちは来⽇するためにブローカーに多額
の借⾦を背負わされ来⽇する学⽣がほとんどでした。
そして、ネパールの借⾦返済だけではなく、⽇本で学習するための⽇本語学校・専⾨学校等への授業料も⽀払う必要があり週28時
間のアルバイトだけでは返済や⽀払いができず違法な就労を⾏ってしまい在留資格を失いネパールに帰らされたり、失踪や⾃殺など悲
しい現実がそこにはありました。夢を持って⽇本に来るはずが、夢を失いそして⽣きる希望を無くした学⽣たちと接することで制度の⽭盾
を⽇々感じるとともにこれらの問題をクリアにすることはできないかを常に考えていました。
②⽇本の労働者不⾜問題
・⽇本は現在、超少⼦⾼齢化社会に突⼊しています。そこで起きる⼤きな問題として、深刻な「労働者不⾜」があります。2019年の
労働⼒⼈⼝平均は6886万⼈でしたが、10年後の2030年には5683万⼈と約1200万⼈減少すると⾔われています。既に⼈材不
⾜が原因で倒産する「⼈⼿不⾜倒産」も年々増加傾向にあり⻭⽌めがきかない状況にあります。今後、働き⼿よりも⽀えられる⼈の
⽅が多くなり、国内の⽣産性・成⻑率が⽌まり、⽇本経済が停滞する恐れや医療や介護費を中⼼に社会保障に関する給付と負担の
バランスが崩壊することにつながります。これらの避けて通れない現状を鑑みたときに、今後⽇本は外国⼈労働者との共⽣なしでは成り
⽴たなくなる現実が⽬の前に迫ってきています。
「働きたくても⽇本で働けない外国⼈」「労働者を確保して事業を継続したい⽇本⼈」。この双⽅がマッチングするためには、在留資格
制度⾃体の改⾰がどうしても必要な課題でした。



設⽴経緯 Ⅱ
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③特定技制度の創設で⾒えた光
・2019年4⽉1⽇から在留資格「特定技能」が施⾏されました。この制度の⼤きな特徴として２つの⽬的があります。それは、「就労に
特化した在留資格であること」や「ブローカーの排除」です。まさにネパール⽀援や国内の労働者不⾜問題に対して感じていた課題をク
リアにできる新制度であり、共⽣社会に向けた⼤きな⼀歩であると感じました。そこで、⼀早くネパールより特定技能に特化した教育⽀
援や送り出し、そして借⾦を背負うことなく⽇本で就労を⾏うための「道しるべ」になるべく2019年6⽉より当社を設⽴しました。
その後、関係者が中⼼となって特定技能に特化した現地トレーニングセンターを開設し、弊社監修のもと業務提携を⾏い現地での学
習から来⽇後までの全てをサポートする体制（以下、参照）を確⽴し現在に⾄ります。

特定技能試験に特化した学習 受け⼊れ機関様との⾯接 来⽇前学習の実施 登録⽀援機関としてサポート

就労開始



ネパールについて
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位置 国旗 ⾸都︓カトマンズ

⼈⼝︓2,930万⼈
主要産業︓農林業
⾔語︓ネパール語

宗教
・ヒンドゥー教徒（81.3％）
・仏教徒（9.0％）
・イスラム教徒（4.4％）

ヒマラヤ⼭脈

・ネパールは、北はチベット⾃治区と接するヒマラヤ⼭脈、南はインドへとつ
ながるタライ平野に挟まれた内陸国で、ヒマラヤトレッキングの⽞関⼝とし
て知られています。公⽤語はネパール語、⾸都はカトマンズ、主な宗教は
ヒンドゥー教、次に仏教です。
・ネパールは「敬意と礼を重んじる」国で、ネパールのあいさつは、「ナマス
テ」。相⼿と⽬を合わせながら、胸のあたりで 両⼿を合わせて挨拶します。
⽬上の⼈には「ナマスカール」といって、さらに敬意を⽰す場合もあります。
年上の⼈や、両親、祖⽗⺟、先⽣に対する敬意をとても⼤切にし、いくら
仲が良かったとしても、⽬上の⼈にタメ⼝を使うのは⾔語道断です。
・⽇本⼈の感覚や⽂化とよく似ており介護という仕事に対しても「⽬上の
⼈への敬意」を持って真⾯⽬に取り組んでくれます。



現地協⼒トレーニングセンター Ⅰ
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弊社と業務提携している現地のトレーニングセンターの紹介です。

代 表 者︓Kalpana Niraula

住 所︓Kathmandu-31, Naya Baneshor, Kathmandu, Nepal

電話番号︓+977-9810056722

Hanamizuki Training Pvt. Ltd.

・特定技能試験に特化したトレーニングセンターとして、2019年8⽉に設⽴
しました。Hanamizuki Training Pvt. Ltdの強みは「⽇本での経験が豊
富なスタッフ陣」です。スタッフのほとんどが⽇本への留学経験があり中には
永住権を取得しているスタッフもいます。⽇本を知り尽くしたスタッフが主に⽇
本語学習や⽇本を知る学習を中⼼に⾏いながら実体験をもとに、⽇本での
⽣活に困らないように⽂化や歴史そしてルールなど細かい部分まで⽇々指
導しています。※オンラインコースでも実施。
また、スタッフの多くは特定技能の対象業種（飲⾷、宿泊、介護等）を⽇
本に在留中にアルバイトや正社員で経験しているため様々な業種の指導が
可能です。
⽇本⼈のスタッフも講師として在籍しているため、⽣の⽇本語でのコミュニ
ケーションの練習も⽇々繰り返し⾏えるため⽣徒からも好評です。

現場責任者 PRAKASH（パルカス）

私は、17年前に留学で来⽇し⽇本の専
⾨学校を経てコンビニのアルバイトやホテル
での仕事などを経験してきました。現在も
⽇本に住所があり、ネパールと⽇本を⾏き
来しながら多くのネパール⼈を特定技能で
⽇本で就労できるよう⽇々⽀援しています。



現地協⼒トレーニングセンター Ⅱ
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弊社と業務提携している現地のトレーニングセンターの紹介です。

代 表 者︓Santosh Neupane

住 所︓Balaju-16, Kathmandu, Nepal

電話番号︓+977-9843390059

Reiwa Nepal Institute Pvt Ltd

・特定技能試験に特化したトレーニングセンターとして、2019年5⽉に設⽴
しました。Reiwa Nepal Institute Pvt Ltdの強みは「ネパールで⼀番の
実績」です。責任者⾃らがネパールで初めてオンラインを活⽤した授業を導
⼊し、またSNS等でネパール国内で特定技能制度についていち早く情報発
信を⾏いネパール中に特定技能ブームの⽕付け役となりカリスマ的な存在と
して注⽬されました。また、責任者⾃らが独学で⽇本式の介護の勉強を⾏
い実際に⽇本の介護施設で体験するなど知識や技術を磨き学⽣たちに指
導を⾏ってきました。
昨年度、ネパールで実施された特定技能「介護」試験合格者の半分以上
がReiwa Nepal Institute Pvt Ltdの学⽣でありネパール国内では現在
最も実績があるトレーニングセンターとして注⽬されています。また、介護以
外の業種に関するクラスも指導が可能で今後随時開講していく予定です。

現場責任者 SANTOSH（サントス）

私は、５年前に留学で来⽇し現在は⽇
本の⼤学に通っています。特定技能が創
設されたことにより、ネパールの若者に⽇本
で働けるチャンスができると思いネパールで
学校を設⽴しました。ネパール⼈は、必ず
皆さんのお⼒になると確信しています。



弊社GROUPの無償化制度（ネパール）
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弊社は、特定技能制度を通じてネパールで抱える問題を少しでも改善するために以下の取り組みを実施しています。

授業料実質無料制度

・貧困を理由に学習が受けられないネパールの⼈たちのた
めに授業料は合格するまで格安料⾦のみ徴収し（⽀払
えない場合は、当初から無料）、試験に合格後⽇本の介
護施設等に内定が決まった際には授業料を全額本⼈へ
返還する実質無料制度を導⼊しており借⾦等を⼀切背
負うことなく安全安⼼に来⽇できるようにしています。

オンラインコース

・ネパールの地⽅に住んでおりトレーニングセンターまで距
離・⾦銭的に通学が難しい学⽣には、オンラインコースを⽤
意しており、wifi環境さえあればどこからでも学習をリアルタ
イムまたは録画で受けられるコースも⽤意しています。
ネパールでは、最近インターネット環境のインフラ整備が進
んでいるのと新型コロナウィルスでのロックダウンの影響もあり
オンラインコースの需要が⾼まってきています。

ネパール⼈⼥性の社会進出⽀援

・ネパールの⼥性は古くから健康・教育・収⼊・意思決定・
政策の⽴案などの地位が低く、家⽗⻑制により⼥性の⽣
活が制限されてきたこともあり社会進出が遅れていました。
弊社はこの特定技能制度を通じてネパール⼈⼥性の社会
進出を⽀援するために、試験を受けるために必要な受験
料の負担や⽇々の授業料等を完全無料制度等でサポー
トしています。



弊社GROUPの無償化制度（⽇本）
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現地トレーニングセンターへの受け⼊れ機関様から紹介料等は⼀切いただきません。※⽀援料のみ発⽣します。

・ネパールからの特定技能は、現地送り出し機関を通す必要がなく原則、直接雇⽤が可能と

なっています。（※ネパール以外の⼤半の国は、特定技能制度においても送り出し機関を通

す必要があります）そのため、技能実習のように送り出し機関への紹介料や毎⽉の管理費等

は発⽣しません。しかし、直接雇⽤になるといっても結局は現地の送り出し機関や⽇本語学校

から紹介してもらうことになり教育費等の請求がそれぞれの設定⾦額にて発⽣することになりま

す。ネパールはブローカーが多く、これまでの制度（留学・技能実習）においても送り出し機関

だけではなく現地⽇本語学校も多額の費⽤を学⽣たちに請求しかつ、⽇本の受け⼊れ側から

も紹介料を徴収しているケースも多くありました。

「外国からの⼈材を雇⽤したいがコストがかかるので厳しい」

そういった声をよく聞きます。コスト⾯が雇⽤の壁になってしまっている現状を打破するべく、弊社

GROUPは現地協⼒トレーニングセンターから⽇本の受け⼊れ機関様には紹介料等は⼀切い

ただかず、より多くのネパール⼈をご採⽤いただき「共⽣」のお願いをしています。

※弊社グループがなぜ、紹介料等が無料にできるのか

【各国における⼿続についてより（法務省HP）】



弊社の登録⽀援機関について
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弊社は、登録⽀援機関として下記につきましてサポートさせていただきます。

（⽀援内容）
１．【⼊国前事前ガイダンスの実施】
２．【出⼊国する際の送迎】
３．【適切な住居の確保に係る⽀援】
４．【⽣活オリエンテーションの実施】

①本邦での⽣活⼀般に関する事項
②国または地⽅公共団体の機関に対する届け出その他の⼿続き
③相談⼜は苦情窓⼝の連絡先、またはこれらの国または地⽅公共団体の機関の連絡先
④外国⼈が⼗分に理解することができる⾔語により医療を受けることができる医療機関に関する事
項
⑤防災及び防犯に関する事項、急病等の緊急時における対応に必要な事項

５．【⽇本語学習の機会の提供】
６．【相談⼜は苦情への対応】
７．【⽇本⼈との交流促進に係る⽀援】
８．【外国⼈の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇⽤契約を解除される場合の転職⽀援】
９．【定期的な⾯談の実施、⾏政機関への通報】



（独⾃）登録⽀援機関サポート I
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弊社は、登録⽀援機関として特定技能ビザで頑張る外国⼈の⽅や受け⼊れ機関様をサポートするとともに他社とも提携し以下の取り組みを実施しています。

NGO団体との提携

・2018年4⽉に設⽴された国際ボランティア団体
「USHA JAPAN」は主にネパール⼈留学⽣の⽣活およ
び就学・就労⽀援を⾏っています。今後、ネパールより特
定技能で来⽇した際には弊社と共に学⽣たちの相談⽀
援を⾏うとともにネパール⼈同⼠や⽇本⼈との交流を図
るイベントを定期的に実施しコミュニティの場を提供します。

⽇本語学校との提携
※現状はM社様との連携中

・⽇本で仕事や⽣活する上で重要になってくるのは、⽇
本語でのコミュニケーションです。⽇本語学校と提携し、
⽇本語教員の資格を持った講師より定期的に通学ま
たはオンラインにて授業を⾏います。また、コミュニケー
ションだけではなく漢字や⽂章などを書ける⼒も指導し
さらなるスキルアップを⽬指します。

介護福祉⼠養成校との提携
※準備中

・特定技能「介護」の場合、5年間の在留期間中に「実
務経験3年と実務者研修の修了」の要件を満たせば国
家資格「介護福祉⼠」の受験資格を得ることができます。
介護福祉⼠の資格を取得すると、特定技能から就労ビ
ザへの切り替えが可能になり5年以降も⽇本で就労が可
能になります。介護福祉⼠養成校と連携し5年間での
介護福祉⼠の資格取得を⽬指します。



（独⾃）登録⽀援機関サポート II （365⽇サポート）
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弊社は、登録⽀援機関として課された仕事以外でも、受け⼊れて下さった法⼈様や特定技能ビザで頑張ってる外国⼈の皆さんを楽しませれる事を⾊々と考えております。また、なにか
あれば365⽇、⽇本語が堪能なネパール⼈スタッフ2名がかけつけれるように体制を整えております。

定期的にカウンセリング

・⽇々の仕事の悩みやストレスについてお話をします。ま
た、雑談や楽しいお話もして緊張せずにリラックスしてお
話しできる事を⼼がけています。仕事でカウンセリングをす
るのではなく、本⼼から⼼配してお話ししているので私ども
は皆さんを家族のように考えています。

イベントを実施

・⽇本の皆さんにネパールについてもっと知ってもらうため
に、またネパールの皆さんに⽇本のことをもっと知ってもら
うために積極的に参加してもらい、可能であればイベン
トを⼀緒に主催してみんなに楽しんでもらえる場を設け
ています。

休⽇にリフレッシュを促進

・初めて⽇本に来る⽅も多い中で、仕事以外のプライ
ベートもとても⼤事になってきます。どれだけストレスを発
散できるか、溜め込まないか、そして住む街をより知っても
らうために休みの⽇に⼀緒にお出かけします。皆さんがよ
り笑顔になれるように私どもでは⼯夫して、どんな場所が
いいのか考えてご案内させていただいております。



（独⾃）登録⽀援機関サポート III
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弊社は、頑張る皆さんを歓迎し、いっぱいの笑顔を⽇本とネパールの皆さんにお届けします。そのために、⾊んな写真を撮り、そしてムービーを作成し、みんなの気持ちや思いを届けます。

歓迎（Welcome︕）

ネパールから来⽇した時、あるいは国内で移動してきた時は私ども
が歓迎し、お迎えに⾏きます。そして、はるばるきてくれたことを動
画や写真に残して⼼と記憶に残していきたいと思っています。

みんなの笑顔を⾒たり届けることはとても嬉しいことですね︕

・ネパール⼈スタッフが定期的に訪問し、
最近の仕事のことやプライベートなことまで
⾊んなお話をしに訪問させて頂きます。い
つも皆さん歓迎してくれて、ご飯なども⼀緒
に⾷べたりします。普段からみんなとの関
係作りをとても⼤切にしています︕

⾷事会



その他取り組み
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弊社には、システムエンジニアが在籍しており特定技能に関わる様々な開発を⾏っています。

特定技能学習アプリ

・弊社より2019 年 12⽉10⽇に「特定技能 E-
learning」 アプリをiOSとandroid版でリリースしまし
た。⾔語対応は、⽇本語・英語・ネパール語です。⽇
本では初となる介護試験と同じCBT形式のe-
learningアプリを弊社で開発し両トレーニングセン
ターで活⽤しています。今後は、14業種すべての問
題も対応していく予定です。

特定技能ニュース配信サービス

・特定技能の14業種の管理サイトから更新情報を⾃動で
取得し、10分ごとに更新され常に最新の情報を⼊⼿でき
るサービスをホームページにて掲載しています。
また、facebookでも配信しており⽇本語以外に英語・ネ
パール語・ベトナム語・ミャンマー語など多⾔語にも対応して
います。

特定技能マッチングサイト

・特定技能に特化したマッチングサイトです。求
職者・求⼈側もコストがかからないためより多くの
特定技能でのマッチングが可能になります。⽇本
語がわかない海外の求職者がほとんどのため、必
要に応じて弊社が仲介のお⼿伝いをさせていただ
きます。
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その他実績
〇ネパール初︕特定技能での在留資格許可証交付

・現地トレーニングセンターに所属する、特定技能「介護」試験を合格
した5名の学⽣の在留資格許可証が2020年3⽉20⽇に交付されま
した。これは、ネパール国内で初めての特定技能での在留資格許可
証の交付となったため歴史的な1ページを刻むとともにネパール国⺠の
特定技能への関⼼を⼀気に加速させるきっかけになりました。

〇ネパール初︕特定技能での来⽇

・弊社GROUPの現地学⽣「GURUNG BINUさん」がネパールでは初となる
特定技能(介護)で来⽇しました。出国時にはネパールのテレビ、ニュースにも取
り上げられ、また空港での⾒送りにはネパールの元農業⼤⾂も駆けつけてくれま
した。ブローカーを通さず無料で来⽇できるスキームが確証された歴史的な瞬
間でもありました。
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その他実績 「GLOBAL ONE TEAM AWARD 」 ⼊賞
■Global one team Award とは

⽇本で初めて外国籍⼈材が活躍する「現場」にスポットライトを当てたアワード。
外国籍⼈材と「お互いの強みをうまく活かしている企業」「彼らの活躍でパワーアップしているチーム」を表彰して、⽇本を代表する外国籍⼈材雇⽤の
ロールモデルを決める⼤会



ネパール「⼈財」との共⽣について、
ご検討宜しくお願い致します。
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