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2. 豪州での生産者育成や日本での大規模農業経営の導入に向けた研修プログラムの策定 

（1）研修プログラムの策定 

(i)検討の経緯 

これまで、日豪の季節の逆転を利用した日豪農業協力に関する検討を継続してきたが、季節の補完関係のみ

ならず、日豪それぞれの農家のビジネスに対する考え方の違いが補完関係にある可能性が見出されてきた。 

豪州の農家は、基本的に、コモディティーとして、グレードとそれに応じた品質が決まっている農産物の輸出と、スー

パーマーケットチェーンや食品加工会社が提示する品質条件に合致した農産物の生産、出荷がビジネスの基本と

なっている。 

日本では、豪州同様、スーパーマーケットチェーンや加工食品会社が求める品質の農産物を継続的に生産、出

荷する農家に加え、近年、特に農業以外の業種から農業に転向してきた若い農家を中心に、以下のような取り

組みが見られている。 

 

事例１：レストランを自ら経営し、自ら及び近隣の農家で栽培した農産物について地産地消をコンセプトに料理

として提供、料理を通じて農産物の良さを伝え、直売所を通じて販売。様々な地域で、同様の垂直型

モデルの展開が進められるよう、モデルの作りこみを推進。 

事例２：糖度が高い、とか、野菜嫌いの子供でもおいしく食することができる、といったコンセプトに基づいた農産

物の生産方式の開発に徹底的に拘り、販売に係るブランドづくりも進めることで、生産方式と販売方

式の２つをパッケージとして全国の農家等に販売。 

大手のように、大規模投資により一か所で生産、全国に流通させる、というモデルではなく、地産地消

の範囲で、地域の農家と連携して栽培、それを地域毎に流通させるモデルを開発。 

事例３：自ら栽培した農産物を加工品として付加価値高く販売するため、地域の農家で連携、ブランドを立ち

上げ、販売先を開拓。 

 複数の農家が組むことで、加工品のラインナップが充実し、販売先との交渉力が増す。 

 加工品は他の加工食品との価格競争とならないよう、ギフトショップや贈答品の売り場に置くことで、販

売価格は上昇、それに見合う加工を施すことで加工品の販売量を増やし、結果的に農家として高い

収益率を獲得。 

 

いずれの事例も、農産物のバリューチェーン上、生産に留まるのではなく、消費者に近いところでビジネスを考察し、

その実現に向けた生産を実施する、という点が特徴となっている。 

 

COVID-19 の影響により、豪州でも、地産地消といった概念が普及しつつあり、近郊農業の兆しが見られつつあ

り、土日に開催されているマーケットレベルから、常設店舗で、農家の顔が見える農産物の販売という動きが出つ

つある。 

豪州の農業は、経営と労働が分けて考えられ、労働についても、専門分野の分業制が敷かれ、雇用により成り

立っている面で、効率良い運営がなされていると言え、この点で、日本の農家が学ぶ点が多い。 

 

単に季節が逆であることを利用するのではなく、豪州の”効率”と日本の”拘り”が、日豪、それぞれで普及すること

は、最終的に、消費者に多くのメリットを提供することにつながるものと考えられる。 
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このような観点から、本年度は、上記の事例にみられるような日本の農家と、豪州の農家及び農業関係者との

意見交換を実施、それぞれの農業を学ぶ、研修プログラムを検討した。 

 

(ii)研修プログラムの検討 

豪州における農業に係る職業訓練プログラムは、「平成 30 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事

業（豪州）報告書 2019 年 3 月」44 頁にも記載した通り、トレーニングパッケージとして、以下がある。 

 

図表 19 農業、園芸、土地の保護と管理に係るトレーニングパッケージを構成する資格の一覧 

コード タイトル 

AHC10116 Certificate I in Conservation and Land Management 認定証 I : 自然保護および土地管理  

AHC10216 Certificate I in AgriFood Operations 認定証 I : 農業・食品オペレーション 

AHC10316 Certificate I in Horticulture 認定証 I : 園芸 

AHC10416 Certificate I in Permaculture 認定証 I : 持続型農業 

AHC20116 Certificate II in Agriculture 認定証 II : 農業 

AHC20316 Certificate II in Production Horticulture 認定証 II : 生産園芸 

AHC20416 Certificate II in Horticulture 認定証 II : 園芸 

AHC20516 Certificate II in Arboriculture 認定証 II : 樹木栽培 

AHC20616 Certificate II in Parks and Gardens 認定証 II : 公園および庭園 

AHC20716 Certificate II in Production Nursery  認定証 II : 生産苗床 

AHC20816 Certificate II in Retail Nursery 認定証 II : 小売苗床 

AHC20916 Certificate II in Sports Turf Management 認定証 II : 競技用馬場管理 

AHC21016 Certificate II in Conservation and Land Management 認定証 II : 自然保護および土地管理 

AHC21116 Certificate II in Irrigation 認定証 II : 灌漑 

AHC21216 Certificate II in Rural Operations 認定証 II : 農業オペレーション 

AHC21316 Certificate II in Shearing 認定証 II : 羊毛刈り 

AHC21416 Certificate II in Wool Handling 認定証 II : 羊毛処理 

AHC21516 Certificate II in Floriculture 認定証 II : 草花栽培 

AHC21616 Certificate II in Landscaping 認定証 II : 造園 

AHC21716 Certificate II in Permaculture 認定証 II : 持続型農業 

AHC30116 Certificate III in Agriculture 認定証 III : 農業 

AHC30216 Certificate III in Agriculture (Dairy Production)  認定証 III : 農業（乳製品生産） 

AHC30318 Certificate III in Rural and Environmental Pest Management 認定証 III : 農業・環境に基づく害虫管理 

AHC30416 Certificate III in Pork Production 認定証 III : 豚肉生産 

AHC30516 Certificate III in Poultry Production 認定証 III : 鳥肉生産 

AHC30616 Certificate III in Production Horticulture 認定証 III : 生産園芸 

AHC30716 Certificate III in Horticulture 認定証 III : 園芸 

AHC30816 Certificate III in Arboriculture 認定証 III : 樹木栽培 

AHC30916 Certificate III in Landscape Construction 認定証 III : 造園設計 

AHC31016 Certificate III in Parks and Gardens 認定証 III : 公園および庭園 

AHC31116 Certificate III in Production Nursery 認定証 III : 生産苗床 

AHC31216 Certificate III in Retail Nursery 認定証 III : 小売苗床 

AHC31316 Certificate III in Sports Turf Management 認定証 III : 競技用馬場管理 

AHC31416 Certificate III in Conservation and Land Management 認定証 III : 自然保護および土地管理 

AHC31516 Certificate III in Indigenous Land Management 認定証 III : 先住民土地管理 

AHC31616 Certificate III in Lands, Parks and Wildlife 認定証 III : 土地、公園および自然生物 

AHC31716 Certificate III in Natural Area Restoration 認定証 III : 地域自然回復 

AHC31818 Certificate III in Beekeeping 認定証 III : 養蜂 

AHC31918 Certificate III in Rural Machinery Operations 認定証 III : 農業機器管理 

AHC32116 Certificate III in Commercial Seed Processing 認定証 III : 商用種子生産 

AHC32216 Certificate III in Commercial Composting 認定証 III : 商用堆肥化 

AHC32316 Certificate III in Conservation Earthworks 認定証 III : 土壌保全工事 

AHC32416 Certificate III in Irrigation 認定証 III : 灌漑 

AHC32516 Certificate III in Aboriginal Sites Work 認定証 III : 先住民地域工事 

AHC32716 Certificate III in Rural Merchandising 認定証 III : 農業商業化 
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コード タイトル 

AHC32816 Certificate III in Rural Operations 認定証 III : 農業オペレーション 

AHC32916 Certificate III in Shearing 認定証 III : 羊毛刈り 

AHC33016 Certificate III in Wool Clip Preparation 認定証 III : 刈り取り羊毛選別 

AHC33116 Certificate III in Advanced Wool Handling 認定証 III : 上級羊毛処理 

AHC33216 Certificate III in Floriculture 認定証 III : 草花栽培 

AHC33316 Certificate III in Feedlot Operations 認定証 III : 飼育場管理 

AHC33416 Certificate III in Seed Production 認定証 III : 種苗生産 

AHC33516 Certificate III in Seed Testing 認定証 III : 種苗検査 

AHC33816 Certificate III in Permaculture 認定証 III : 持続型農業 

AHC40116 Certificate IV in Agriculture 認定証 Ⅳ : 農業 

AHC40316 Certificate IV in Production Horticulture 認定証Ⅳ : 生産園芸 

AHC40416 Certificate IV in Horticulture 認定証 Ⅳ :  園芸 

AHC40516 Certificate IV in Parks and Gardens 認定証 Ⅳ : 公園および庭園 

AHC40616 Certificate IV in Production Nursery 認定証 Ⅳ : 生産苗床 

AHC40716 Certificate IV in Retail Nursery 認定証 Ⅳ : 小売苗床 

AHC40816 Certificate IV in Sports Turf Management 認定証 Ⅳ : 競技用馬場管理 

AHC40916 Certificate IV in Conservation and Land Management 認定証 Ⅳ : 自然保護および土地管理  

AHC41016 Certificate IV in Agribusiness 認定証 Ⅳ : 農業ビジネス 

AHC41116 Certificate IV in Irrigation 認定証 Ⅳ : 灌漑 

AHC41316 Certificate IV in Wool Classing 認定証 Ⅳ : 羊毛選別 

AHC41416 Certificate IV in Seed Production 認定証 Ⅳ : 種苗生産 

AHC41516 Certificate IV in Seed Testing 認定証 Ⅳ : 種苗検査 

AHC41616 Certificate IV in Organic Farming 認定証 Ⅳ : 有機農業 

AHC41716 Certificate IV in Pest Management 認定証 Ⅳ : 害虫管理 

AHC41916 Certificate IV in Arboriculture 認定証 Ⅳ : 樹木栽培 

AHC42016 Certificate IV in Landscape 認定証 Ⅳ : 造園設計 

AHC42116 Certificate IV in Permaculture 認定証 Ⅳ : 持続型農業 

AHC42216 Certificate IV in Shearing Contracting 認定証 Ⅳ : 羊毛刈り契約 

AHC50116 Diploma of Agriculture ディプロマ : 農業 

AHC50216 Diploma of Pork Production ディプロマ : 豚肉生産 

AHC50316 Diploma of Production Horticulture ディプロマ : 生産園芸 

AHC50416 Diploma of Horticulture ディプロマ : 園芸 

AHC50516 Diploma of Arboriculture ディプロマ : 樹木栽培 

AHC50616 Diploma of Landscape Design ディプロマ : 造園設計 

AHC50716 Diploma of Parks and Gardens Management ディプロマ : 公園・庭園管理 

AHC50816 Diploma of Production Nursery Management ディプロマ : 生産苗床管理 

AHC50916 Diploma of Retail Nursery Management ディプロマ : 小売苗床管理 

AHC51016 Diploma of Sports Turf Management ディプロマ :  競技用馬場管理 

AHC51116 Diploma of Conservation and Land Management ディプロマ :  自然保護および土地管理  

AHC51216 Diploma of Community Coordination and Facilitation ディプロマ : 地域連携促進 

AHC51316 Diploma of Pest Management ディプロマ : 害虫管理 

AHC51416 Diploma of Agribusiness Management ディプロマ : 農業ビジネス管理 

AHC51516 Diploma of Viticulture ディプロマ : ブドウ栽培 

AHC51616 Diploma of Irrigation Management ディプロマ : 灌漑管理 

AHC51816 Diploma of Organic Farming ディプロマ :有機農業 

AHC52016 Diploma of Landscape Project Management ディプロマ : 造園プロジェクト管理 

AHC52116 Diploma of Permaculture ディプロマ :  持続型農業 

AHC60216 Advanced Diploma of Horticulture 上級ディプロマ : 園芸 

AHC60316 Advanced Diploma of Agribusiness Management 上級ディプロマ : 農業ビジネス管理 

AHC60415 Advanced Diploma of Conservation and Land Management 上級ディプロマ : 自然保護および土地管理 

AHC60516 Advanced Diploma of Arboriculture 上級ディプロマ : 樹木栽培 

AHC80116 Graduate Diploma of Arboriculture 修了ディプロマ : 樹木栽培 

出典 連邦政府ホームページ https://training.gov.au/Training/Details/AHC 
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農業に係るレベルの違いによる内容の差異は次の通り。 

 

図表 20 農業に係るレベルの違いによる内容の差異 

Certificate II in 

Agriculture[AHC20116] 

認定証 II : 農業 

 本技能認定は、農業における一般的な職業訓練としての成果を得ることを目的とす

る。また、本コースでは、家畜生産、農業、家畜環境のいずれかを集中分野として選択

することができ、混合農業ビジネスの場合は、農業と家畜の両方を選択することができる 

 本技能認定を有するものは、一般的な管理監督下にて決められたタスクを遂行でき、

一定の自主性を発揮し自己の業務に責任をもつ。業務内容は産業により異なるが、

下記のようなものがあげられる： 

 家畜世話補助係 

 農場・牧場補助作業員 

 農場・牧場補助従事者 

 農場・牧場補助労働者 

 公開時点において、本技能検定受講による職業ライセンス供与はない、また受講に必

要な法的条件や認定上の条件はない 

Certificate III in 

Agriculture[AHC30116] 

認定証 III : 農業 

 本技能認定は、農業における一般的な職業訓練としての成果を得ることを目的とす

る。また、本コースでは、家畜生産、農業、家畜環境のいずれかを集中分野として選択

することができ、混合農業ビジネスの場合は、農業と家畜の両方を選択することができる 

 本技能認定を有するものは、機器やサービスの選択における判断などを含むさまざまなタ

スクを実施する。業務内容は産業により異なるが、下記のようなものがあげられる： 

 農場・牧場作業員 

 農場・牧場従事者 

 家畜輸送ドライバー 

 公開時点において、本技能検定受講による職業ライセンス供与はない、また受講に必

要な法的条件や認定上の条件はない 

Certificate IV in 

Agriculture[AHC40116] 

認定証 IV : 農業 

 本技能認定は、取引後の技能および農業において専門家となるための知識醸成に寄

与するもので、農業におけるスーパーバイザーやチームリーダーとなるために必要なニーズを満

たすよう設計されている。 

 本技能認定を有するものは、自己の業務に責任を持ち、定められた範囲内の他者の

業務品質に関しても責任を負う。また、さまざまな予測可能な問題や、ときには予測不

可能な問題についても、解決策を提示しコミュニケーションをとる。業務内容は産業によ

り異なるが、下記のようなものがあげられる： 

 農場のチームリーダー 

 農場のスーパーバイザー 

 公開時点において、本技能検定受講による職業ライセンス供与はない、また受講に必

要な法的条件や認定上の条件はない 

Diploma of 

Agriculture[AHC50116] 

ディプロマ : 農業 

 本技能認定は、農場や牧場で働く個人で、新規生産単位の管理をするもの、または、

従業員や農業ビジネスの専業運営者で、作物生産の助言を与えたり生産企業へのサ

ービスを提供したりするものの役務を想定している。 

 本技能検定を有するものは、責任をもって、自主性を発揮し複雑な業務を実施するこ

とを求められる。また、高度な技術が必要な幅広い業務を遂行するため、情報を分析

し、判断を下す必要がある。 

 業務内容は産業により異なるが、本技能認定に想定される職位としては下記のよ

うなものがあげられる： 

 農場生産マネージャー 

 生産ユニットマネージャー 

 農学者 

 牧場・土地マネージャー  

 公開時点において、本技能検定受講による職業ライセンス供与はない、また受講に必

要な法的条件や認定上の条件はない 

出典 連邦政府ホームページ https://training.gov.au/から NRI 作成 

 

農 業 経 営 を 学 ぶ ト レ ー ニ ン グ パ ッ ケ ー ジ と し て は 、 「 AHC51416 | DIPLOMA OF AGRIBUSINESS 

MANAGEMENT」がある。このコースにエントリーするための資格要件は次の通り。 
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図表 21 AHC51416 | DIPLOMA OF AGRIBUSINESS MANAGEMENT エントリーに係る資格要件 

年齢 16 歳以上 

英語の習熟度 受講者は、政府の Literacy and Numeracy(オーストラリアの学校で Year3、Year5、Year7、

Year9 の全生徒を対象として実施される基礎学力評価テスト)を受講していなければならない。 

学歴 農業または関連分野での Certificate IV の完了、またはオーストラリアの 12 年生の一般教育また

は農業関連分野での 2 年の実務経験に相当するもの。 

出典 Australian College of Agriculture & Horticulture ホームページ 

https://www.acah.edu.au/diploma-of-agribusiness-management/ 

 

トレーニングパッケージは、52 週間で構成され、内容は次の通り。なお、豪州の生徒は、e-Learning を活用した

受講が可能であるが、留学生は、週 20 時間の対面授業のみが準備されている。 

 

図表 22 AHC51416 | DIPLOMA OF AGRIBUSINESS MANAGEMENT の内容 

AHCWAT503 

水システム 

課題 1 – 灌漑システムの選定と設計 

課題 2 – 実技レポート – 水システムの評価 

試験 – 知識項目の総括審査 

上記審査では、次の重要な領域が含まれる。 

 水システム管理の原則と実践 

 費用対効果分析 

 経営方針と手順 

 地表もしくは地下水を使用することに関する灌漑の環境影響と設備に関する

要求事項 

 水質 

AHCWRK511 

持続可能な職場の方針と手

順の開発 

課題 1– ポリシーステイトメントの記述 

課題 2- 口頭もしくは録音によるプレゼン 

課題 3- ピアレビュー 

AHCAGB518 

気候リスク管理戦略の開発 

タスク 1 – 短い回答の質問のなげかけ 

タスク 2 – 研究課題の実施 

個別タスク – 機構モデリング実践演習 – クラスタスク 

オンラインクイズ– 気候データと情報に関するオンラインクイズ 

AHCWHS502 

労働安全衛生プロセスの管

理 

評価項目 1: タスク: 短い回答の質問のなげかけとシナリオ分析 

評価項目 2: ロールプレイ(実証訓練) 

評価項目 3: 監査報告書とチェックリスト 

評価項目 4: 試験 

業界における労働安全衛生プロセスに関する法律と申請に係る試験 

AHCAGB517 

生産プロセスの計画と監視 

評価項目 1:(活動, ワークブックの 1-17) グループ活動 

評価項目 2:試験, 50 の多肢選択問題 

AHCBUS516 

ビジネスプランの開発とレビュ

ー 

評価項目 1: ビジネスプランの提案とプレゼン 

評価項目 2: ビジネスプランの開発 Develop a business plan 

評価項目 3: 試験 -評価項目 2 で準備したビジネスプランのレビュー 

AHCBUS511 

企業スタッフの要件管理 

割り当てタスク 1 – 書面質問と 4 つのケーススタディ 

割り当てタスク 2 – 書面質問と１つのケーススタディ 

割り当てタスク 3 – 書面質問に対する拡張質問 
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割り当てタスク 4 – 書面評価 (労働公平性) 

割り当てタスク 5 – オフィスにおける労働衛生とスタッフ管理 

割り当てタスク 6 – スタッフのパフォーマンス、記録管理の手順、労使関係の管理 

個別試験– 職場の状況と方針の作成に基づくケーススタディ 

AHCSOL505 

生産システムに関する土の監

視と管理 

課題 1 – 土壌の理解 

課題 2 実技 – 土壌テスト 

課題 3 – 土壌改良剤に関する短い回答の質問なげかけ 

課題 4 – 土壌分析結果、土壌管理計画および土壌健康管理の解釈と計算 

課題 5 – 3 時間の筆記試験 

AHCAGB513 

全体農場計画の開発 

評価項目 1: サイトの監視に係るマッピングへの理解 

評価項目 2: 全体農場計画の開発と作成 

評価項目 3: 全体農場計画のレビュー 

評価項目 4: 試験: 全体農場計画に影響を与える法律的必要事項(10 の質問) 

AHCBUS517 

ビジネスパフォーマンスの監視

とレビュー 

評価タスク 1 – 業績の粗利益評価 

評価タスク 2 – 短い回答の質問なげかけ 

評価タスク 3 – 人的資源とパフォーマンス要件 

評価タスク 4 – 農業/アグリビジネスにおける業績のレビュー 

評価タスク 5 個別– 農場からの温室効果ガスの排出量計算 

評価タスク 6 – 記述試験 – 正味現在価値, 予算編成と粗利益 

出典 Australian College of Agriculture & Horticulture ホームページ 

https://www.acah.edu.au/diploma-of-agribusiness-management/ 

 

上記に見られる通り、トレーニングパッケージの構成をまとめると以下の通りであり、経営としてのプロフェッショナル

を育てるための内容となっている。 

• 水と土壌の現状把握と管理、運営(AHCWAT503、AHCSOL505)、 

• 労働環境の保全と安全確保(AHCWRK511、AHCWHS502)、 

• 農業ビジネスを進める上での気候リスク管理、経営計画の策定とモニタリング、農場経営計画の策定と実

施(AHCAGB518、AHCAGB517、AHCAGB513)、 

• 全般的なビジネスとしての事業計画の策定とレビュー、ビジネスパフォーマンスのモニタリングとレビュー

(AHCBUS516、AHCBUS511、AHCBUS517) 

 

現実的に、日本の農家が上記のトレーニングパッケージを現地にて受講することは困難であることから、研修プロ

グラム素案として以下が検討された。 

 

図表 23 日本の農家向けトレーニングパッケージの素案 

トレーニングパッケージの構成  オンライン講義の受講と、日本の農閑期の渡豪による実習の実施 

オンライン講義の実施  AHC51416 を受講した経験がある日本人による、日本語による講義 

 講義資料は、一部、日本語訳を付け、日本語で説明 

 豪州での実習に備え、関連する英語学習も含む 

 オンライン講義は、週 2 日、2 時間/日とし、農業繁忙期の 8 か月程度(40 週

程度)で受講完了 
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オンライン講義の内容  講義の内容については、基本的に AHC51416 に準じるものとするが、「農業ビジ

ネスを進めるうえでの気候リスク管理、経営計画の策定とモニタリング、農場経

営計画の策定と実施(AHCAGB B518、517、513)」と「全体的なビジネスとして

の事業計画の策定とレビュー、ビジネスパフォーマンスのモニタリングとレビュー

(AHCBUS516、511、517)」の内容を重点的に実施し、日本の農家でも一般的

な事項については、要約に留める。 

 AHCWAT503 

Water System 

 豪州は、水不足に係る懸念が高い国であり、その理解を深めつつ、水不足が懸

念される国における農業配水に係る考え方を理解する。 

 上記から水道代が高く、料金マネジメントの方法論を学ぶ。 

Monitor and manage 

soils for production 

projects 

 環境保全への意識が高い豪州では、農業による土壌汚染の回避に加え、出荷

する農産物への影響回避という点で土壌管理がなされることが多く、環境保全

と栄養供給のバランスという面で、土壌マネジメントの方法論を学ぶ。 

AHCWRK511 

Develop workplace 

policy and procedures 

for sustainability 

 基本的に経営と労働が分けられている豪州では、労働者の働く場所の管理と効

率性の両立が重要なテーマとなっている。 

 労務環境に係るトラブルも多く、訴訟に至るケースもあることから、ポリシーステイメ

ントの提示と共有が重要とされ、ステイトメントについては、労働側の意欲を高め

つつ、経営側に最大効果をもたらす内容が求められる。 

 これらを踏まえ、農業における経営の効率化と労働者管理のバランスに係る方法

論を学ぶ。 

AHCWHS502 

Manage work health 

and safety processes 

AHCAGB518 

Develop climate risk 

management 

strategies 

 豪州の農家の場合、経営リスクの分散という観点から、気候が異なる複数の農

地を分散保有しているケースも見られ、ミクロとマクロの両方の視点で気候リスク

を捉えることが重要となり、この観点から、気候リスクマネジメントの方法論を学

ぶ。 

AHCAGB517 

Plan and monitor 

production processes 

 豪州の農家は、小麦や大麦、さとうきびといったコモディティーの栽培を行っている

農家を除き、市場で売れる製品を栽培する、というスタンスを取っており、農産物

の栽培計画と、ファームプラン(農地を効率的に活用し、当該農地から最大収益

を上げる、という計画)は異なり、別々に策定される。 

 日本でも近郊農業を中心として、同様の考えを取られているところもあり、規模の

大きな豪州における農地マネジメントの方法論を学ぶ。 

AHCAGB513 

Develop a whole farm 

plan 

AHCBUS511 

Manage enterprise 

staff requirements 

 会社として経営していく際の間接部門のスタッフに求められるスキルとその管理

は、会社という形態でビジネスを伸ばしていくためには不可欠な要素であり、その

方法論を学ぶ。 

AHCBUS516 

Develop and review a 

business plan 

 一般的なビジネスでは、PDCA(Plan、Do、Check、Assessment)サイクルを活用

し成長していくモデルが一般的であり、その方法論を学ぶ。 

AHCBUS517 

Monitor and review 

business performance 

現地実習の内容  実習については、可能な範囲で、豪州で準備されているカリキュラムを実施するこ

とが重要となるが、渡豪期間は最大でも 3 週間程度、と考えられることから、15

営業日(基本、土日は休み)で、可能な範囲の実習を検討/実施する。 
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 実習の内容は、農場で手を動かすというよりは、経営寄りの講義であることから、

計画を策定し、プレゼンを実施するなど、よりビジネスを意識した取り組みが中心

となる。 

 また、方針を策定し、それを言葉で表現し、従業員と共有する、という一連の取

り組みについては、農業経営の基本を為す部分であり、各 UNIT で用意されてい

る同様の取り組みについては、できる限り、実習内容に組み込むことが望まれる。 

アウトカム  豪州のコースであれば、最終的な試験を経て、認定を受けることとなるが、上記ト

レーニングパッケージは認定を受ける基準を満たさないことから、認定等は行わな

い。 

 上記の観点からも、農家の参加への動機づけには、本トレーニングパッケージが、

将来的な豪州における農業展開も視野に入れつつ、現在進めている日本での

農業にも寄与する内容であることが不可欠である。 

出典 NRI 作成 

 

日本における豪州農家に対する研修プログラムについては、残念ながら、先に示した事例をビジネスとして指導す

るようなカリキュラム等が日本側で用意されていないことから、豪州農家の訪日に合わせた、2 日程度の視察を当

面の研修プログラムとすることが検討された。研修プログラムの素案は次の通り。 

 

図表 24 日本における豪州農家に対する研修プログラム素案 

1

日
目 

05:00-10:00 地産地消で栽培する、を学ぶ 事例１垂直型ビジネスを志向している農家で農作業に従

事 

地産地消の意義と、地産地消だからこそ拘らなければならない栽培方針等への認識を深める 

10:00-11:00 地産地消を味わう、を学ぶ 事例１農家が経営するレストランで食事/意見交換 

11:00-14:00 地産地消で売る、を学ぶ 事例１農家が経営する直売所で商品陳列や対面販売に

従事 

18:00-20:00 地産地消、を語る 地域の居酒屋で意見交換 

2

日
目 

07:00-09:00 ブランド品栽培システム、を学ぶ 事例２生産方法と販売方法のパッケージ化を進める農家

で、システムへの理解を深め、各種操作に従事 

09:00-10:00 ブランド戦略、を学ぶ 事例２農家で意見交換 

11:00-11:30 地産地消で売る、を学ぶ 事例３高付加価値農家の商品販売小売拠点を訪問 

12:00-13:00 地産地消、を語る 事例３メンバー農家と食事/意見交換 

14:00-16:00 地産地消商品を作る、を学ぶ 事例３メンバー農家の商品開発拠点で加工作業の従事 

出典 NRI 作成 

 

本年度検討された研修プログラムについては、COVID-19 の状況等を見極めつつ、日豪の農家間で検討をさら

に深める必要がある。 
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（2）周年農業を行うための手続き 

海外に住む者がオーストラリアの農地を購入する場合、その合計の価値が 15 百万豪州ドル価値相当を超える時

点以降、Foreign Investment Review Board の認可を受けることが義務付けられている3 。但し、これは、

Temporary residents と Foreign investors が対象とされており、オーストラリアで仕事に従事できるビザを取得し、

オーストラリアに在住している者は対象外となる4。 

オーストラリアで仕事に従事できるビザには、大きく、対象期間で分類される「Short stay(短期) work visas」、

「Temporary(一時的) work visas」、「Permanent(永続的) work visas」の 3 種類と、地方への移住を促進させ

る「Regional migration visas」に分類される。 

 

「Short stay(短期) work visas」 

 「Working Holiday visa(ワーキングホリデービザ)(サブクラス 417)」が含まれ、日本の国籍を有した 18 歳から

30 歳までの者は、特定の仕事に就くなどの条件を満たすことで、3 年間までオーストラリアに滞在することがで

きる。 

 この他、「Temporary Work (International Relations) visa(サブクラス 403)」といった季節労働者が就労目

的でオーストラリアに滞在するビザなどもこのカテゴリーに含まれる。 

 

「Temporary(一時的) work visas」 

 オーストラリアに必要となる能力(Skill)を有した者に対する短期滞在(4 年程度まで)ビザが含まれる。 

➢ Temporary Skill Shortage Visa(サブクラス 482) 

 オーストラリア国内で不足している技能労働者を補うことを目的として設けられているビザで、雇用主が

条件を満たし、審査を経てスポンサーとなり、雇用主により推薦され、直接、雇用される必要がある。

なお、雇用主は、有料の求人情報を一定期間掲載することなどの義務を負う。 

 年齢制限は無く、3 年間の就労期間経過後、条件により Permanent(永続的) work visas の取得

が可能。 

 スキルを必要とする仕事として法で定められたリストに掲載されている職種の範囲内で、適格性を備

えていることが求められる。少なくとも２年間、当該職種に従事した経験が必要で、その他、健康5 や

特性6、英語のレベル7など、様々な条件が付されている。 

 対象となる職種は 2 年の短期(Short-Term Skilled Occupation Lists (STSOL))と 4 年の長期

(Medium and Long-Term Strategic Skilled Lists (MLTSSL))で異なり、さらに地域が限定される

Regional Occupation List (ROL)がある。 

⚫ 施設園芸に係る STSOL に掲載されている主な職種は、cotton grower(121211)、flower 

grower(121212)、fruit or nut grower(121213)、grain, oilseed or pasture grower (Aus) / 

field crop grower (NZ)(121214)、grape grower(121215)、mixed crop farmer(121216)、

sugar cane grower(121217)、Crop Farmers nec(121299)(その他の Corp Farmrs という意

 
3  詳 細 に つ い て は 、 平 成 30 年 度 海 外 農 業 ・ 貿 易 投 資 環 境 調 査 分 析 委 託 事 業 （ 豪 州 ） 報 告 書

(https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/food_value_chain/region/attach/h30_Australia.pdf)P36-P43 を参照 

4 https://www.homeloanexperts.com.au/commercial-property-loan/farm-firb-approval/ 

5 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/health 

6 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/character 

7 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/english-language/competent-english 
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味)、vegetable grower (Aus) / market gardener (NZ)(121221)となっている。 

⚫ 施設園芸に係る MLTSSL に掲載されている主な職種は、cotton grower(121211)、flower 

grower(121212)、fruit or nut grower(121213)、grain, oilseed or pasture grower (Aus) / 

field crop grower (NZ)(121214)、grape grower(121215)、mixed crop farmer(121216)、

sugar cane grower(121217) 、 agricultural engineer(233912) 、 agricultural 

consultant(234111)、agricultural scientist(234112)となっている。 

⚫ 施設園芸に係る ROL に掲載されている主な職種は、cotton grower(121211)、flower 

grower(121212)、fruit or nut grower(121213)、grain, oilseed or pasture grower (Aus) / 

field crop grower (NZ)(121214)、grape grower(121215)、mixed crop farmer(121216)、

sugar cane grower(121217) 、 Crop Farmers nec(121299) 、 agricultural 

technician(311111)(気象状況等を鑑み最も効果的な栽培方針を決定、実施できるスキルを有

するなどの実務に長け、学位を有し、3 年以上の経験もしくはそれに類する資格を有した者、とさ

れている8)となっている。 

 Labour agreements(労働協定)により、オーストラリアの労働市場では満たすことができないことが実

証、具体的なニーズがあり、一時的または恒久的なビザプログラムが利用できない場合、承認された

企業が熟練した海外労働者を雇用することができる。 

 労働協約は、オーストラリア政府と雇用主の間で作成され、通常 5 年間有効のビザが付与される。 

 労働協約には５つの方法がある。 

⚫ Company Specific labour agreements 

企業として、オーストラリアの労働市場に存在しないニッチな機能を有した者を海外から雇用する

場合の協約。 

⚫ Designated Area Migration Agreements (DAMA) 

指定地域移住協定（DAMA）は、オーストラリア政府と地域、州、または準州当局との間の正

式な協定で、合意に基づく枠組みの下で運営されており、地域として独自の経済および労働市

場の状況に対応するために柔軟性が必要とされる場合の協約。現在、北部準州、西オーストラリ

ア州のゴールドフィールズ、ビクトリア州のグレイトサウスコースト、南オーストラリア州のアデレード、ニュ

ーサウスウェールズ州のオラナ、クイーンズランド州のケアンズが対象とされている。 

⚫ Industry labour agreements 

継続的な労働力不足が顕在化している業界に特化した協約。酪農、漁業、食肉、牧師、レンタ

ル業、畜産、レストラン、広告に加え、2020 年 1 月からは施設園芸が業界として追加された。 

施設園芸業界労働協約で認定された職種は以下の 31 種となる。 

 

  

 

8 https://www.abs.gov.au/ausstats/abs%40.nsf/Product+Lookup/CB0EA4B3EBCFE06ECA257B95001310AE?opendocument 
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図表 25 施設園芸業界労働協約で認定された職種と要件 

認定職種 ANZSCO コード 1 ANZSCO 能力レベル 2 

Irrigation Designer/ Manager 234111* 1 

Agronomist 234112 1 

Entomologist 234518* 1 

Horticulture Grower 070499* 1 

Protected Cropping Grower 070499* 1 

Horticulture Research &Development Officer 132511* 1 

Mechanical Engineer 233512 1 

Horticulture Farm Manager 070499* 1 

Quality Assurance Manager 139914 1 

Biosecurity Officer 311399* 2 

Facility Plant Manager 149913* 2 

Facility Supervisor 070499* 2 

Maintenance Electrician 341111* 3 

Fitter and Welder 323213 3 

Agriculture Technician 321212* 3 

Mechanic 321211* 3 

Senior Nurseryperson 362411 3 

Nurseryperson 362411 3 

Nursery Supervisor 362411 3 

Truck Driver 733111 4 

Mobile Plant Operator 721111 4 

Fork Lift Driver 721311 4 

Irrigationist 841999 5 

Irrigationist Assistant 841999 5 

Horticulture SectionManager 070499* 5 

Section Supervisor 070499* 4 

Production Horticulture Supervisor 070499* 4 

Production Horticulturist 070499* 3 

Machinery Manager 149913 or 149999* 4 

Machinery Supervisor 149999* 4 

Cold Storage Manager 149999* 3 

※ いずれの職種についても、Positive Skills Assessment(経歴や職歴が豪州で不足している労働者の基準に合致しているかの事前

審査)、TSMIT(Temporary Skilled Migration Income Threshold) Concession(最低賃金の規定値内の値引きが可能)、

English Concession(英語能力)が必要とされ、永住ビザへの切り替えが可能となっている。 

1 職種の内容を定義したコード 

2  1 から 5 まで規定され、「1」が学士以上(Bachelor degree or higher)でさらに 5 年以上の当該分野での経験がある者で、「２」は

高等職業訓練校卒業以上(Dipoma or Advanced Diploma)でさらに 3 年以上の経験、「5」は高等教育で当該分野での基礎的

な教育(Certificate I)を受けた者となる。 

出典 https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/skilled-migration-program/recent-changes/new-

horticulture-industry-labour-agreement 

 

⚫ Project agreements 

プロジェクト契約は、資源または社会資本プロジェクトの建設段階でスキルが不足しているプロジェ

クト会社を対象とする協約。 

⚫ Global Talent Employer Sponsored (GTES) agreements 

これは、オーストラリアのビジネスで「job multipliers(乗数的に仕事を増やすことのできる専門家)」

として機能できる、グローバルに移動し、高度なスキルを備えた専門家をオーストラリアに連れてくるこ

とを目的とした協約。 
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➢ Business Innovation and Investment (Provisional) Visa (サブクラス 188) 

 オーストラリアの州政府もしくは準州政府から推薦を受ける必要があるビザで、革新性のある新規の、

あるいは既存の事業をオーストラリアで展開することができる。 

 “推薦”は、連邦政府が用意した Skillselect9と呼ばれる、ビザ取得のためのオンラインシステムを通じて、

受けることができる。 

⚫ スキルに関連した条件は、規定の手順を踏み、満たしていることを証明する必要がある。申請

者は、連邦政府が用意している Skillselect を通じて、オンラインで申請手続きを実施する。用

意された EOI(expression of interest)のフォームに必要事項を入力/申請するが、EOI では、

Skills Assessment を事前に受けることが求められている。 

⚫ Skills Assessment は、Engineers Australia10や VETASSESS11といった認定を受けた認証機

関で受けることが求められている。 

⚫ 認証機関では、基本的に提出される文書に基づくアセスメントが実施される。提出が求められ

る文書は、国籍等が明確となる書類、学歴とその証明となる書類、職歴とその証明となる書

類などであり、費用を支払い、アセスメントを受けることになる。 

⚫ EOI には、この他、必要とされる英語テストの受講機関名とその結果、学歴、職歴などの情報

を入力し、Skillselect を通じて申請、内容が適切であれば、PDF 形式で EOI が交付される。 

⚫ この EOI は 2 年間、Skillselect に保管され、州政府などが当該地域に必要な人材が必要と

なった場合、Skillselect に登録されている人材の内、EOI の内容が優れた者の順番で、

Skillselect を通じて申請者に招待が送付される。この招待に基づき、州政府等から詳細な情

報提供を受け、それを受け入れた場合、州政府等は当該者を推薦する。 

 革新性の他、投資金額として少なくとも 1.5 百万豪ドル、もしくは 5 百万豪ドルを州や準州に投資す

ることで得られるビザもある。5 百万豪ドルの場合、オーストラリア連邦政府の投資局(AUSTRADE)か

らの推薦も対象となる。 

 期限は 4 年 3 か月間までとなるが、推薦を得て、4 年間、期限を追加することが可能となる。 

 また、少なくとも 15 百万豪ドルの投資もしくは慈善/寄付というカテゴリーもある。この場合、オーストラ

リア連邦政府の投資局(AUSTRADE)からの推薦が対象となる。 

 この他、海外の大学を卒業し、ある一定の能力を有する者や、豪州国内の大学を卒業して豪州国内で仕

事に就くためのビザなどもこのカテゴリーに含まれる。 

 

「Permanent(永続的) work visas」 

 オーストラリアで仕事に就く際に期間の限定がないビザが含まれる。 

➢ Employer Nomination Scheme Visa (サブクラス 186) 

 オーストラリアに住み、永続的に仕事に従事している雇用主からの推薦が必要で、スキルを必要とする

仕事として法で定められたリストに掲載されている職種の範囲内12 で、適格性を備えていることが求め

られる。原則、農学に準じた学位(Diploma)を有し、少なくとも 3 年間、当該職種に従事した経験が

 

9 https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skillselect 

10 https://www.engineersaustralia.org.au/ 

11 https://www.vetassess.com.au/ 

12 https://www.legislation.gov.au/Details/F2019L00275 
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必要で、申請時に 45 歳未満であることも求められる。その他、健康13や特性14、英語のレベル15など、

様々な条件が付されている。 

 農業関連として職種リストに掲載されているのは、agricultural engineer、agricultural consultant、

agricultural scientist の 3 種となる。 

 またサブクラス 186 でもサブクラス 482 と同様、Labour agreements(労働協定)が適用されている。 

 

➢ Skilled Independent Visa (サブクラス 189) 

 推薦が必要とされず、有する能力で取得することが出来るビザで、計算されるポイントが 65 点以上で、

申請が可能となる。 

 ポイントは以下の通り。 

 

図表 26 ポイント表 

年齢 

18 歳以上で 25 歳未満 25 ポイント 

25 歳以上で 33 歳未満 30 ポイント 

33 歳以上で 40 歳未満 25 ポイント 

40 歳以上で 45 歳未満 15 ポイント 

英語能力 

Competent English16 0 ポイント 

Proficient English17 10 ポイント 

Superior English18 20 ポイント 

Skilled employment experience 
Overseas skilled employment – (outside Australia) 

3 年未満 0 ポイント 

3 年以上 5 年未満 5 ポイント 

5 年以上 8 年未満 10 ポイント 

8 年以上 15 ポイント 

Skilled employment experience 
Australian skilled employment – (in Australia) 

1 年未満 0 ポイント 

1 年以上 3 年未満 5 ポイント 

3 年以上 5 年未満 10 ポイント 

5 年以上 8 年未満 15 ポイント 

8 年以上 20 ポイント 

Educational qualifications 

A Doctorate from an Australian educational institution or a Doctorate 
from another educational institution, that is of a recognised standard 

20 ポイント 

At least a Bachelor degree from an Australian educational institution 
or at least a Bachelor qualification, from another educational 
institution, that is of a recognised standard 

15 ポイント 

A diploma or trade qualification from an Australian educational 
institution 

10 ポイント 

Attained a qualification or award recognised by the relevant 
assessing authority for your nominated skilled occupation as being 
suitable for that occupation 

10 ポイント 

Specialist education qualification 

 
13 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/health 

14 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/character 

15 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/english-language/competent-english 

16 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/english-language/competent-english 

17 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/english-language/proficient-english 

18 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/english-language/superior-english 
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A Masters degree by research or a Doctorate degree from an 
Australian educational institution that included at least 2 academic 
years study  in a relevant field. 

10 ポイント 

Australian study requirement 

Meet the Australian study requirement 5 ポイント 

Professional Year in Australia 

Completion of a Professional Year in Australia 5 ポイント 

Credentialled community language 

Hold a recognised qualification in a credentialled community 
language 

5 ポイント 

Study in regional Australia 

You must have at least 1 degree, diploma or trade qualification from 
an Australian educational institution that satisfies the Australian 
study requirement obtained while living and studying in an eligible 
area of regional Australia 

5 ポイント 

Partner skills 

Your spouse or de facto partner must also be an applicant for this 
visa and meet age, English and skill criteria 
 
For you to be eligible for the award of these points your partner must 
be an applicant for the same visa subclass and must not be an 
Australian permanent resident or an Australian citizen.  Additionally, 
you will need to provide evidence that when you were invited to 
apply for this visa that they: •were under 45 years old 
•had competent English 
•had nominated a skilled occupation that is on the same skilled 
occupation list as your nominated skilled occupation 
• had a suitable skills assessment from the relevant assessing 
authority for their nominated skilled occupation, and the assessment 
wasn’t for a Subclass 485 visa. 

10 ポイント 

Your spouse or de facto partner must also be an applicant for this 
visa and has competent English 
 
For you to be eligible for the award of these points your partner must 
be an applicant for the same visa subclass and must not be an 
Australian permanent resident or an Australian citizen 

5 ポイント 

You are single or your partner is an Australian citizen or permanent 
resident 

10 ポイント 

出典 https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-independent-

189/points-table 

 

 法で定められたリストに掲載されている職種の範囲はサブクラス 186 と同じある。 

 

 この他、Temporary(一時的) work visas を取得し、実際に 2 年経過した者を対象としたビザや、芸術/文

化などで特殊な技能を有する者に対するビザなどが含まれる。 

 

「Regional migration visas」 

 シドニー、メルボルン、ブリスベンといった主要都市以外の地域への移住を促進するためのビザで、地域は以

下の３つのカテゴリーに分けられる。シドニー、メルボルン、ブリスベンにもカテゴリー番号は適用され、ビザの対

象は、カテゴリー２とカテゴリー３となる。 

➢ カテゴリー１：シドニー、メルボルン、ブリスベン 

➢ カテゴリー２：パース、アデレード、ゴールドコースト、サンシャインコースト、キャンベラ、ニューキャッスル/レイク
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マッコーリー、ウーロンゴン/イラワラ、ジーロング、ホバート 

➢ カテゴリー３：それ以外の地域 

 

 カテゴリー２とカテゴリー３では、ビザ審査が優先的に実施される、対象職種が拡大する、当該地域のキャン

パスに通い学士以上の学位を有する海外の生徒の追加滞在が認められる、などの特典が得られる。 

 ビザの種類に応じた推薦が必要で、スキルを必要とする仕事として法で定められたリストに掲載されている職

種の範囲内で、適格性を備えていることが求められる。原則、少なくとも 3 年間、当該職種に従事した経験

が必要で、申請時に 45 歳未満であることも求められる。その他、健康や特性、英語のレベルなど、様々な条

件が付されている。 

 

➢ Skilled Work Regional (Provisional) Visa (サブクラス 491) 

 オーストラリアの州政府もしくは準州政府、適格性を有した地域在住の家族(18 歳以上でオーストラリ

アの市民権、永住ビザ等を有した両親、子供、兄弟、祖父など)から推薦を受ける必要があるビザで、

5 年間、滞在することができる。 

 農業関連として職種リストに掲載されているのは、サブクラス 186 で対象となっている agricultural 

engineer、agricultural consultant、agricultural scientist の 3 種に agricultural technicians が

加わる。 

 

➢ Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) Visa (サブクラス 494) 

 当該地域で当該スキルを持った者が、オーストラリア国内では調達できない場合に限り、給与を支払

う雇用主から推薦を受ける必要があるビザで、5 年間、滞在することができる。 

 サブクラス 494 でもサブクラス 482 と同様、Labour agreements(労働協定)が適用されている。 

 

 この他、上記ビザを取得した者の家族の滞在を規定するビザなどが含まれる。 

 

このように、オーストラリアで営農するための農地の取得には、仕事に従事するためのビザが必要となり、ビザについ

ても、永続的なビザを求める場合、相当の英語レベルと農業に係る相当の経験とスキルを有したエンジニア、コンサ

ルタント、科学者、もしくは技能者であることが条件となっている。 

 

現状で以下の方法が考えられる。 

 オーストラリアの農家(農業法人)に雇用主(スポンサー)となって頂き、まず、サブクラス 482 で MLTSSL 掲載の

agricultural technicians としてビザを取得し、同法人に勤務するという形で、営農する。agricultural 

technicians としての経験で、日本野菜に限定することで、オーストラリアの労働市場からは調達できない者と

なることが考えられる。 

 この方法は、サブクラス 186 やサブクラス 494 でも適用可能と考えられ、営農しようとする者の英語力などに

応じて選択することが考えられる。 

  




