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（東アジア食品産業活性化戦略により我が国食品産業の国際競争力を強化）

我が国は人口減少や少子・高齢化に直面しており、食料品に対する需要は量的に飽和状態

。 、 、 。にある 一方で 東アジアは経済発展が著しく 食料品需要も量的・質的に成長しつつある

東アジアにおける食料品需要は、世界全体の中でも大きい割合を占めるようになっており、

食料調達力が増しつつある。

現在、我が国の食品産業は欧米に比べ海外展開が遅れているなか、これまでどおり国内需

要に依存したままの構造では、国際競争力が低下し、食料の安定供給機能にも支障が生じる

おそれがある。

、 「 」 、 、 、このため 政府は2006年に 東アジア食品産業活性化戦略 を策定し ASEAN各国 中国

韓国を基本としてインドも視野に入れた我が国の食品産業の対外投資を促進している。これ

は、東アジアとともに成長・発展するという視点に立ち、この地域の活力を活かして、我が

国食品産業の国際競争力の強化を図るものである。

（東アジアへの投資促進には情報収集が重要）

国内企業が外国へ投資を行うに当たっては、情報収集が非常に重要である。2007年度、政

府は、財団法人食品産業センター内に食品産業海外事業活動支援センターを設置し、東アジ

ア主要都市と国内で情報を共有化するための組織の構築を進めている。同センターでは、東

アジア各国における外資導入に関する制度や投資環境を調査するとともに、主要都市に設置

する協議会を通じた情報収集により必要な情報の共有化・活用を行うこととされている（図

Ⅱ－48 。）

情報の共有化
連携支援体制

東アジア主要都市
【食品産業海外連絡協議会】

国内地方主要都市
【食品企業相談等】

【業務内容】
・現地の食習慣、消費動向等の調査
・食品に関する法制度、事故等トピックスの収集
・日系食品企業との意見交換の実施 等

【業務内容】
・地域の食品企業からの相談、問合せへの対応
・セミナー等、関連イベントの紹介 等

JETRO海外事務所
（北京・上海・広州・バンコク・シンガポール）

農林漁業金融公庫支店、
JETRO貿易情報センター、地方農政局等

【業務内容】
●投資環境情報の整理・分析 ●海外投資に関する相談対応
●知財権保護に係るセミナー等の開催 ●知財権侵害に係るミッション団の派遣
●人材バンクへの専門家の登録と派遣 ●人材育成のための研修会等の実施
●ホームページ等を通じた各種情報の提供

【概要】
東アジア各国・各地域への投資や事業拡大に関心がある食品企業に対して、東アジア各国
の各種投資環境等に関する情報提供や専門アドバイザーによる相談を無償にて実施。

【食品産業海外事業活動支援センター】
（(財)食品産業センター内）

資料：農林水産省作成

図Ⅱ－48 東アジア食品産業活性化戦略の推進体制
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（３）食の安全と消費者の信頼の確保

ア 食品の安全確保

（生産から食卓までの安全確保が重要）

安全な食品を消費者に供給するためには、生産から食卓までを通じて安全確保の徹底を図

ることが必要である（図Ⅱ－49 。）

（リスク分析を実施）

食品の安全確保に当たっては、問題・事故への事後対応ではなく、健康への悪影響を未然

に防ぐために、食品、飼料等に含まれる有害物質の毒性や分布の実態を把握して健康への悪

影響を最小にするリスク管理が重要であり、これは国際的な共通認識となっている。

我が国においても、このような認識に基づき、食品の安全確保についてリスク分析の取組

が行われている（図Ⅱ－50 。）

図Ⅱ－49 生産段階から加工・流通段階にわたる安全確保の徹底

資料：農林水産省作成

図Ⅱ－50 リスク分析の枠組み

資料：農林水産省作成

生産者 農畜水産物 食品 消費者

生産段階 加工・流通段階

農林水産省
（生産、流通及び消費の改善を通じた安全確保）

農林水産省
（生産工程における規制等）

厚生労働省
（食品衛生規制等）連携

食品安全委員会
（人の健康に与える影響の科学的評価）

リスク分析

何らかの問題が発生する可能性がある場合、問題発生を未然に防止したり悪影響の起きる
可能性を低減したりすること

■リスク管理
　どの程度のリスクがあるのかを実態調査すること等により知ったうえで、リスクを低くするための
措置を検討し、必要に応じて適切な措置をとること

■リスク評価
　食品中に含まれる有害物質等を摂取することにより、どのくらいの確率でどの程度の健康への悪影
響が起きるかを科学的に評価すること

■リスクコミュニケーション
　リスク分析の全過程において、消費者など関係者間でリスクについての情報・意見を交換すること



*1 内閣官房、外務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省
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（輸入品の安全確保のため各国との情報交換・連携を実施）

2007年５月以降、食品を含めた輸入品の安全性への不安感が世界的に高まっている。この

ようななか、輸入品が大きな比重を占める我が国においては、必要に応じて輸入品の安全対

策について輸出国政府や輸入業者とも連携しつつ、輸入品の安全対策を強化することにより

国民の安全・安心を確実にすることが求められている。

このため、同年７月に、輸入品を扱う民間団体と関係省庁 による「輸入品の安全確保に*1

関する緊急官民合同会議」が開催され、各国との情報交換・連携により輸入品の安全確保を

図ることとされている。

また、厚生労働省は、輸入食品の安全を確保するため、年度ごとに「輸入食品監視指導計

画」を策定し、重点的、効率的かつ効果的な輸入食品の監視指導の実施に取り組んでいる。

さらに、農林水産省と環境省において、米国でのペットフードによるペットの健康被害の

発生後、2007年８月に有識者からなる「ペットフードの安全確保に関する研究会」が設置さ

れた。同研究会での議論の結果、同年11月に、国内で流通するペットフードの安全を確保す

るうえで法規制を導入すべきことが提言された。これを受け、ペットフードの基準・規格を

設定し、これに合わないものの製造を禁止すること等を内容とする「愛がん動物用飼料の安

全性の確保に関する法律案」が、2008年３月、第169回国会に提出された。

（工程管理手法の導入が重要）

農産物の安全確保については、最終産物の有害物質残留量の検査による品質管理よりも、

生産工程の各工程を記録・点検することにより品質管理を行う手法（工程管理）の方がより

効果的でかつ管理コストにも優れることから、世界的に主流となっている。我が国において

も、工程管理手法を積極的に導入・推進することにより、食品安全を確保することが重要で

ある。

食品産業においては、危害防止のために特に重点的に管理すべきポイント（重要管理点）

を常時監視・記録する工程管理手法であるHACCP（危害分析・重要管理点）手法を導入する
ハ サ ッ プ

企業が増加しているが、設備資金調達や人材面等の問題から導入を検討している企業の広が

りはみられない状況にある（図Ⅱ－51 。）

0 20 40 60 80 100

導入を検討 予定はない 手法の考え方を
よく知らない

％

導入済み3.3

30.229.430.0

4.0

19.737.827.910.6

2000年

06

導入途中7.1

図Ⅱ－51 HACCP手法の導入状況

資料：農林水産省「平成18年度食品産業動向調査 （2006年11月公表）」
注：日本標準産業分類による食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業（製氷業、た
ばこ製造業及び飼料・有機質肥料製造業を除く）を営む企業で、従業者のうち常用雇
用者が５人以上の企業2,600社を対象に実施（回収率64.7％）



*1､2､3 [用語の解説]を参照。
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（2011年度までに主要産地でGAPを導入）

、 （ ）一方 農業生産工程全体を適切に管理していく手法としてG A P 農業生産工程管理手法
*1

ギャップ

が世界的に取り組まれており、EUにおいて導入されているGLOBALGAP をはじめとして広く普
グローバルギャップ

*2

及している。我が国においてもGAPの取組が進められており、都道府県においてGAPの推進体

制の整備が進んでいるが、現状ではGAP手法に取り組んでいる産地や農業者の数は限られて

いる。

このため、まずは全国的に汎用性の高いGAP手法のモデルとして、基礎的な事項について

取りまとめられた「基礎GAP 」や「導入マニュアル」を活用して、すべての販売農家、産地*3

の関係者を対象にGAP手法自体の普及・啓発や実践支援を図り、2011年度までに野菜・果樹

や米麦等のおおむねすべての主要な産地（２千産地）においてGAPの導入を目指すこととさ

れている（図Ⅱ－52 。）

情報交換

普及・啓発

実践支援

○農林水産省ホームページに専用
　コーナーを開設

○GAP手法推進パンフレットの配布
○全国的に汎用性の高い基礎的な
　GAP手法モデル(基礎GAP)の公表

○「GAP手法導入マニュアル」の公表
○普及指導員を対象とした研修
○「食の安全・安心確保交付金」による実証産地の支援

○「GAP手法導入・推進会
　議」を開催し、国の取組
　方針を周知するとともに、
　情報共有、意見交換を通
　じて国全体としてGAP手法
　の導入・推進を図る。

＜事例：GAPを基本とした農業生産の取組＞

JAあいち中央チンゲン菜生産部会（愛知県安城市と碧南市）は、2001年度に12戸の部会員全員がエ
あんじょうし へきなんし

コファーマーの認定を受けるなど、環境保全型農業に取り組んできた。2007年度からは、県の普及組

織の協力のもと、GAP手法を導入した。この取組は、愛知県が環境と安全に配慮した農業への取組を促

進するため 「環境 「安全 「安心・信頼」をキーワードとした「愛知県農産物環、 」、 」、

境安全推進マニュアル」を2006年３月に策定したことがきっかけとなっている。この

マニュアルは、生産者が配慮すべき事項とともに、これらを守るためのチェックシー

トである「環境・安全やろまいシート （ やろまい」というのは「やりましょう」の」「

方言）のひな形を示したものである。

これを受けて、同生産部会は、部会版の「環境・安全やろまいシート」

を作成し、チェックシートによる確認を着実に実施するよう取り組んで

いる。取組が始まって間もないので、生産物の付加価値向上までにはつ

ながっていないが、生産者が自分の仕事の内容を見つめ直すというメリ

ットが現れている。また、消費者や流通業者から生産情報を聞かれた場

合には情報提供することも可能となっている。

GAPや環境に配慮した生産を行う取組を消費者にも知ってもらうととも

に、QRコードを印刷した生産者カードを活用してホームページ上で生産

者情報を提供するなど、産地としての価値を認めてもらうよう取り組ん

でいる。

地 図

たい肥散布による
土づくり

図Ⅱ－52 GAP手法導入・推進に向けた施策

資料：農林水産省作成
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イ 動植物検疫等の取組

（高病原性鳥インフルエンザをはじめとした家畜の伝染性疾病対策を実施）

食品の安全確保を図るとともに、家畜や農作物の病気、害虫のまん延防止により食料の安

定供給を図ることも重要である。我が国で2007年１月に発生した高病原性鳥インフルエンザ

については３月にはすべての防疫措置が完了し、５月には我が国は国際獣疫事務局（OIE）

の規定により清浄国に復帰した。また、インドネシア、ベトナム等14か国（2008年２月12日

現在）で高病原性鳥インフルエンザの鳥から人への感染事例が確認されており、これが人か

ら人への感染力をもつ新型インフルエンザに変異し、世界的に大流行するのではないかと危

惧されている。これを受けて、新型インフルエンザ対策の一環として、また、家きん段階に

おける本病の早期撲滅を推進するため、我が国ではアジアを中心に家きんの防疫対策への支

援等、積極的な国際貢献が行われている。

海外では、高病原性鳥インフルエンザ以外にも、口蹄疫や豚コレラといった家畜の伝染性

疾病が広く発生しており、輸入品による侵入を防ぐため、海外での発生状況の情報収集、輸

入禁止や輸入検疫、空海港における靴底消毒等が行われている。また、国内の家畜の伝染性

疾病に対しては、従来から国や都道府県等が検査や発生時のまん延防止措置、自衛防疫の指

導等を実施しており、広く家畜の飼養衛生管理基準に基づき飼養管理を推進するとともに、

農場段階におけるHACCP方式を活用した衛生管理の推進により、衛生管理の充実・強化が図

られている。

（植物検疫制度の見直しを実施）

輸入農産物の量や種類の増加に伴い、我が国への病害虫侵入リスクが高まっており、WTO

では、加盟国は「衛生植物検疫措置の適用に関する協定 （SPS協定）により、科学的な根拠」

や国際基準がある場合は、それに基づいた様々な措置をとることが認められている。過去、

世界では植物病害虫の侵入被害により農業生産に壊滅的な被害を被った例もあることから、

我が国の植物防疫制度についても科学的なリスク評価に基づき検疫対象病害虫を見直すな

ど、より効率的・効果的な植物検疫を実施するため、病害虫の侵入リスクに応じた検疫制度

への見直しが行われている（図Ⅱ－53 。）

新たな病害虫を発見ステージ１
開　始

ステージ２
危険度評価

ステージ３
危険度管理

新たな農作物が輸入

検疫の候補となる病害虫を特定

国内未発生 国内に発生

・侵入・定着・まん延の可能
　性が高い
・経済的重要性が高い

・一部に発生し、公的防除
　実施
・経済的重要性が高い

・公的防除なし
・経済的重要性が低い

検疫の対象とする病害虫を決定

危険度に応じた適切な措置を選択

輸入禁止 輸入検査輸出国に栽培地
検査を要求

輸入後、隔離して
から精密な検査

侵入を防ぐ措置を決定

検疫の実施 検疫しない

など

図Ⅱ－53 リスクに応じた検疫措置

資料：農林水産省作成
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ウ 消費者の信頼の確保

（食品表示に対する関心の高まり）

2007年には、米をはじめとした生鮮食品や、菓子や調理食品といった加工食品における表

。 、示偽装事件が相次いで発生した 食品表示は消費者の商品選択の際の基準となるものであり

一連の事件は消費者の信頼を裏切り、また、食品表示に対する信頼を揺るがすものである。

このような事態を受け、賞味期限や原材料の表示といった食品表示に対して消費者の関心が

高まっている。

（生鮮食品の不適切表示は増加傾向）

「農林物資の規格化及び品質の適正化に関する法律 （JAS法）では、すべての飲食料品が」

生鮮食品と加工食品に区分され、品質表示基準に基づき、名称、原産地、原材料等の表示を

義務付けられている。小売段階における生鮮食品の表示については、原産地、名称ともに表

、 。示の欠落は減少しており 大多数の店舗では適正な表示が行われていることがうかがわれる

しかしながら、違反数自体は少ないものの、表示の欠落を除く不適切な表示は増加傾向にあ

る（図Ⅱ－54 。）

（有機JAS規格の格付方法に関する検討を開始）

有機JAS規格については、1999年に国際的な基準が制定されたことを受け、2000年に有機

農産物やその加工食品に関するJAS規格、2005年に有機畜産物に関するJAS規格が制定され、

表示の適正化と生産物の規格化が図られてきた。

このようなことから、一般消費者の認知度は高まっているものの、不適正な格付事例がみ

られたことや、制度が発足して７年が経ったことから、2008年２月以降、有機JAS規格の認

定の仕組みについて検証するための検討会が開催されている。
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図Ⅱ－54 生鮮食品の不適正表示の推移

（生鮮食品の表示欠落率（店舗ベース ）） （不適正表示率（商品ベース ））

資料：農林水産省「生鮮食品の品質表示実施状況調査」
注：1) 各年度とも小売店舗３万店舗以上を対象として、名称及び原産地の表示状況を調査

2) 不適切表示率は、表示の欠落を除く不適切な表示の割合
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（消費者と行政が一体となって食品表示を監視）

食品表示に対しては、行政による監視・指導と、消費者による監視が行われている。この

うち、行政による監視・指導は地方農政局や都道府県、警察等の関係機関の連携により行わ

れている（図Ⅱ－55 。また、広域、重大な案件に対して機動的な調査を行うため2008年度）

から「食品表示特別Gメン」を新設して、不正表示の監視取締体制を強化することとされて

いる。

、 、 、 。一方 消費者による監視は 食品表示ウォッチャー 食品表示110番として行われている

食品表示ウォッチャーは、行政から委嘱を受けた消費者（2007年は5,000名）が食品の品質

表示状況を日常的にモニタリングし、表示義務事項の欠落等不適正な食品表示の実態につい

て農林水産省関係機関に情報提供を行っている。また、食品表示110番は、広く国民から食

品の表示についての情報提供や質問を受け付けるホットラインであり、その件数は年々増加

し、2007年には約１万７千件の情報が寄せられている。

（業者間取引における食品表示のあり方を検討）

JAS法における食品への品質表示については、消費者の選択に役立てることを目的とした

制度であることから 最終製品の製造業者等のみに義務付けられていた しかしながら 2007、 。 、

年に、表示義務の対象とされていなかった業者間取引において不正が行われ、結果的に最終

商品の表示が不適正となった事案が発生したことから、消費者の食品表示に対する不信感が

高まった。

このような状況を踏まえ、消費者の食品表示に対する信頼を向上させるため、食品の業者

間取引について、表示のあり方を広く検討するための検討会が設置された。検討会における

検討の結果、品質表示基準を改正して業者間で取引される加工食品等にも表示を義務付け、

不適正表示に対する抑止力を高めることが適当であるとされた。これを受け、2008年４月か

ら、改正された品質表示基準が適用されている。

このように、種々の取組が進められているものの、正しい食品表示を徹底するためには何

よりも食品事業者の意識改革が重要であり、コンプライアンス（法令の遵守及び倫理の保持

等）の徹底が必要不可欠である。

図Ⅱ－55 食品表示監視・指導体制

資料：農林水産省作成
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第２節 農業の体質強化と高付加価値化

（１）農業労働力の現状

ア 農業労働力の動向

（昭和一けた世代のリタイアにより農業労働力のぜい弱化の進行が懸念）

我が国は人口減少社会に入るなか、労働力人口 は1998年の6,793万人をピークに減少局面
*1

を迎え、2007年には6,669万人となり、2030年（24年後）には6,180万人になるとの試算も示

されている 。農業分野では、現在、農業労働力の主力となる基幹的農業従事者が65歳以上
*2

で６割となっており 、近い将来、昭和一けた世代をはじめ我が国農業を支えた高齢者の多
*3

くが引退することが見込まれ、農業労働力のぜい弱化の進行が懸念されている。

（多様な人材が就農しやすい支援措置が重要）

新規就農者数（自営農業に就農した者で新規参入者の数を含む）は７万５千人で、60歳以

上が半数を占め、39歳以下の新規就農青年は１万１千人で、そのうち2,510人が新規学卒者

となっている 。農業高校等の専門高校が減少し､総合学科の設置等の動きがみられるなど、
*4

農業高校、道府県農業大学校は厳しい状況におかれているが、新規学卒就農者の３割が農業

高校の卒業生で､４割が道府県農業大学校の卒業生であるなど、今後の農業の担い手の多く

を輩出しており、依然重要な役割を担っている。

今後、農業労働力を確保するためには、若者や中高年の活用を図ることも重要であり、フ

リーターや団塊の世代等に農業の魅力を伝え、農業に対する関心を高めることで、意欲と能

力のある多様な人材に農業を職業として選択してもらうことが重要である。しかし、新規に

農業経営を開始する場合、営農技術の習得をはじめ、農地や資金の確保といった課題がある

（図Ⅱ－56 。また、農家以外の新規就農者は、就農地域の選択に当たり行政等の受入・支）

援対策が整備されている点を重視している（図Ⅱ－57 。）

、 。このため これらの課題に対応した新規就農者への支援措置を実施することが重要である

図Ⅱ－56 農業経営の開始に当たり
苦労した点（複数回答）

資料：農林水産省「新規就農者就業状態調査 （2007年」

８月公表）

図Ⅱ－57 就農地域の選択の理由
（複数回答、2006年の上位５つ）

資料：全国農業会議所「新規就農に関する実態調査」
（2007年３月公表）

注：農家以外の新規就農者または農家出身でも土地等を
独自調達して農業を開始した経営主1,298名を対象に実
施（回収率45.3％）
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*1　15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの
*2　厚生労働省「雇用政策研究会報告書」(2007年12月公表)。6,180万人は、各班の雇用対策を講じることで
　労働市場への参加が進んだ場合の推計値で、そうでない場合には、5,584万人になると推計されている。
*3　農林水産省「農林業センサス」
*4　農林水産省「新規就農者調査」（2007年12月公表）
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（農業法人等が若者を積極的に雇用）

農家の農業後継者が減少する一方､2005年の農業法人等の雇用者数(常雇)は10年前（1995

年）より８千人（17％）増加して５万６千人、家族経営の農家における雇用者数（常雇）も

10年前より１万８千人（43％）増加して６万１千人となるなど、積極的な雇用の動きがみら

れる 。2006年に農業法人等に新規に雇用された者は6,510人で、このうち39歳以下が６割を
*1

占め 、農業法人等が若い新規就農者にとって重要な就職先となっている。これは、多額の
*2

初期投資を必要とせず、働きながら技術習得が可能であることや、受け皿となる農業法人が

増加していることが主な要因と考えられる。
*3

また、これらの農業法人等における採用経路は､知人の紹介のほか新規就農相談センター

やハローワーク、民間職業紹介事業所、インターネット、農業法人合同説明会等と多様化し

ており、様々なルートでの情報提供等が必要となっている。

（就農段階に応じた円滑な就農の実現を支援）

新規就農者に対しては、経験がなくても円滑に就農が図られるよう、就農前から就農後の

定着の各段階に対応した国による支援が行われている。

具体的には、①情報提供・相談段階では、全国、都道府県の新規就農相談センターでの就

農カウンセリング体制の整備等個別相談の充実、②体験・研修段階では、学生・社会人を対

象としたインターンシップ、フリーターといった若者向けの合宿研修の実施、都会で働きな

がら就農準備をする就農準備校の開設、③参入準備段階では、農地のあっせんや就農支援資

金の融資のほか､空き家バンクを通じた住宅の確保、個人の農業知識・技術レベルを客観的

に評価し､雇用者とのマッチングを図る日本農業技術検定の導入、④定着段階では、普及指

導員等の技術支援等が行われている。一方、地方自治体でも、各地域の実情に応じて、研修

制度の創設や借入資金利子助成の支援等の支援が行われている。

事例：新規就農における課題解決を支援する取組＞＜

(1)農地や農業機械を提供し、就農希望者の就農の定着に寄与する取組

埼玉県宮代町では、ルーキー農業塾を開設し、就農希望者を研修生として
みやしろまち

受け入れ、2001年に町や農協等が出資して設立した第三セクターで、研修農

場や農機、荷さばき場等を提供している。研修農場は、最初３～５ａから始

まり、徐々に規模拡大をし、研修終了時には、研修生自らが土地所有者から

農地を借り受け、町内に定着するケースが多い。町農業委員会では農家以外

の新規就農者が農地を借り受けやすいように基準を緩和している。また、地

域指導農家等の技術指導をはじめ、研修中には第三セクターが運営する直売

所での出荷・販売を通じて経営感覚を磨く取組も行っている。さらに、研修

期間中の当面の課題となる所得を確保するため、第三セクターで実施する農

作業受託等のオペレーターとしてアルバイト雇用も行っている。

このような取組により５年間で９人が就農しており、地域農業の活性化に結びついている。

(2)研究機関と連携し、世界最高水準の農業者を養成する農業者大学校の取組

（独）農業・食品産業技術総合研究機構農業者大学校は、2008年４月

に茨城県つくば市の筑波研究学園都市に移転・開校した。
し

具体的な内容としては、第一線の研究者や各界のトップリーダー、先

進的な農業実践者が最高水準の講義を行うとともに、研究機関の研究チ

ームでの実習や先進農業経営体での派遣実習を行い、世界的な視野で考

え、地域で行動し、たえざる経営革新に取り組む農業者の育成を目指し

ている。

農業塾での農業機械の研修

（地図）

埼玉と茨城

農業者大学校の完成予想図

*1　農林水産省「農林業センサス」
*2　農林水産省「新規就農者調査」（2007年12月公表）
*3　全国及び都道府県に設置されている新規就農者に関する相談窓口で、新規就農者への農地の確保に関する
　情報といった情報提供等の業務を行っている。



- 116 -

イ 農業における外国人研修生・技能実習生の動向

（研修・技能実習制度は最長３年の研修・技能実習が可能）
*1

我が国では、開発途上国の「人づくり」に一層協力するため､外国人研修・技能実習制度

を創設し、毎年多くの研修生・技能実習生が母国で役立つ技術を学んでいる。この制度に基

づき来日した研修生は、企業や農協等の団体が受け入れ、最長で１年間の研修を受ける（図

Ⅱ－58 。所定の技能評価試験による研修成果の評価をはじめとする要件を満たした者は、）

技能実習生として研修期間とあわせ最長３年間在留することができる。技能実習の対象は62

職種114作業にのぼっており、農業関係では耕種農業と畜産農業の２職種５業種 が対象とな
*2

っている。

（農業・食品分野の研修生は約２万人と増加傾向）

研修を目的とした新規入国者や技能実習への移行者は、年々増加しており、2006年の入国

者は約９万３千人、技能実習移行者は４万１千人となっている。農業・食品産業分野の研修

生数も増加傾向にあり、2006年度では約２万人（約１万２千人が食品産業、約7,500人が農

業分野）と全職種の２割を超えている。また、技能実習移行申請者は約１万人（2006年度）

で、農業分野では施設園芸が過半を占めている（図Ⅱ－59 。）
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図Ⅱ－59 農業・食品産業分野における研修生の推移等

図Ⅱ－58 外国人研修・技能実習制度の仕組み

資料：農林水産省 （財）国際研修協力機構調べ、
注：研修生には、実務研修を行わない者を含む

（研修生及び技能実習移行申請者の推移） （技能実習移行申請者の作業別割合）

資料：厚生労働省「研修・技能実習制度研究会資料 （2006年10月）を基に農林水産省作成。」
注：1) 入国時の在留資格は「研修 、変更後は「特定活動」」

2) 技能実習に進めるのは、所定の技能評価試験による研修成果の評価等の要件を満たした者
「 」 、 、 、 。3) 研修 の在留資格では 入管法上 報酬を受ける活動が禁止されており 研修生は労働者とならない

座学研修 実務研修 雇用関係の下での実習

技能実習研修
１年以内

最長３年

入国 在留資格の変更 帰国

*1　1989年に在留資格「研修」が設けられた後、1993年に技能実習制度が創設され、1997年にはその滞在期間
　が延長されて、現行の研修・技能実習制度となった。
*2　耕種農業には、施設園芸と畑作・野菜の２作業が、畜産農業には、養豚、養鶏、酪農の３作業がある。この
　ほかに食品製造業では、缶詰巻締等11作業が対象となっている。




