
試験実施状況
飲食料品製造業

外食業

資料３－１

3）令和３年度 実施団体：（一社）外国人食品産業技能評価機構（OTAFF） 2021年12月１0日現在

時期 場所 受験者数 合格者数 合格率

国内 ７月 札幌、さいたま、東京、金沢、名古屋、神戸、福岡 2736 4880 2024 3729 76.4%

10月 札幌、仙台、さいたま、東京、名古屋、神戸、広島、福岡 2144 1705

１月 さいたま、東京、名古屋、神戸、福岡、鹿児島、沖縄

国外
5月、7月、9月
1 、11月

フィリピン（マニラ、セブ、ダバオ） 155 774 113 511 66.0%

インドネシア(ジャカルタ、バンドン、スラバヤ、ジョグジャカルタ、メダン） 619 398

合計 5654 4240 75.0%

3）令和３年度 実施団体：（一社）外国人食品産業技能評価機（OTAFF） 2021年12月１0日現在

時期 場所 受験者数 合格者数 合格率

国内 7月 札幌、さいたま、東京、金沢、名古屋、神戸、福岡 2474 5034 1338 2780 55.2%
10月 札幌、仙台、さいたま、東京、名古屋、神戸、広島、福岡 2560 1442
１月 さいたま、東京、名古屋、神戸、福岡、鹿児島、沖縄

国外 ５月～11月 カンボジア（プノンペン） 20 624 9 425 68.1%
フィリピン（マニラ、セブ、ダバオ） 135 111
インドネシア(ジャカルタ、バンドン、スラバヤ、ジョグジャカルタ、メダン） 172 99
タイ 47 29
ミャンマー 0 0
ネパール 250 177
合計 5658 3205 56.6% 12

5月、9月、
10月、11月

５月～11月

５月～11月

５月～11月

５月～11月

５月～11月

※　ミャンマーについては、国内情勢の悪化により試験実施を見合わせ。



飲食料品製造業及び外食業特定技能1号技能測定試験国内試験
第３回スケジュール

資料３－２

（ＯＴＡＦＦ ＨＰより）
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更新日：2021/12/8

試験実施国
Test country

試験日程
Test schedule

インドネシア
Indonesia

2021年12月22日 日本時間10:00頃　試験予約受付開始。
国外試験実施委託先のプロメトリック社において、システム上で
予約のできる状態に順番に準備。試験日時・試験会場ごとに段階
的に予約が可能。
予約受付開始直後は、予約サイトへのアクセスが集中して、ログ
インできない場合あり。しばらく時間をおいてから再度アクセス
していただきたい。

2021年度国外試験予定 

（ＯＴＡＦＦ ＨＰより抜粋） 

資料４－４ 

【飲食料品製造業】 

ジャカルタ　ラヤ　2022年1月13日
ジャカルタ　クラパガディン　2022年1月12日～14日
ジャカルタ　パデマンガン　2022年1月13日～14日

スラバヤ　2022年1月12日～14日

バンドン　2022年1月12日～15日

ジョグジャカルタ　2022年1月12日～15日

メダン　2022年1月12日～15日

スマラン　2022年1月12日～15日
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試験実施国
Test country

試験日程
Test schedule

フィリピン
Philippines

2021年12月22日 日本時間10:00頃　試験予約受付開始　　　　　　　
国外試験実施委託先のプロメトリック社において、システム上で予約の
できる状態に順番に準備。試験日時・試験会場ごとに段階的に予約が可
能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
予約受付開始直後は、予約サイトへのアクセスが集中して、ログインで
きない場合あり。しばらく時間をおいてから再度アクセスしていただき
たい。

22年1月12日～1月15日　試験実施(予定)

マニラ　マカティ(Sen. Gil J.Puyat Ave)　 2022年1月12日～1月15日     
セブ　2022年1月14日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ダバオ　2022年1月12日～1月15日
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2021 年度国外試験予定 

【外食業】 

更新日：2021/12/8

試験実施国
Test country

ネパール
Nepal

試験日程
Test schedule

■2022年1月～3月試験分

オンラインバウチャー申込受付開始：2021年11月30日 日本時間15:15～

※受付開始時間は15分程度遅れる可能性あり。

※先着順のため、申込状況により途中で受付終了となる場
合あり。

2021年12月24日～　試験予約受付開始（予定）

カトマンズ
Kathmandu

試験実施国
Test country

インドネシア
Indonesia

試験日程
Test schedule

2021年5月11日～　試験予約受付開始
2021年5月18日～　試験実施

   ジャカルタ　ラヤ　2021年5月25日～

  ジャカルタ　クラバガディン　2021年5月20日～

　ジャカルタ　パデマンガン　2021年11月25日～

スラバヤ 2021年5月20日～ 

   バンドン　2021年5月27日～   

   　ジョグジャカルタ　2021年5月25日～   

　メダン　2021年5月18日～

　スマラン　2022年１月５日
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カンボジア
Cambodia

試験実施国
Test country

試験日程　　　
Test schedule

2021年5月11日～　試験予約受付開始

2021年5月18日～　試験実施

   プノンペン チャムカルモン   

試験実施国
Test country

タイ
Thailand

試験日程
Test schedule

2021年5月11日～　試験予約受付開始
2021年5月16日～　試験実施

 バンコク

試験実施国
Test country

フィリピン
Philippines

試験日程
Test schedule

2021年5月11日～　試験予約受付開始
2021年5月14日～　試験実施

マニラ　マカキ(HV Dela Costa St) 2021年5月14日～

マニラ　マカキ(Sen. Gil J. Puyat Ave)ｍｉｎ2021年5月14日～

セブ　2021年5月17日～

ダバオ　2021年5月14日～
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https://form.k3r.jp/injestar_ssw/ssw20210001

【出⼊国在留管理庁からのお知らせ】 【資料６】
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特定技能
１４分野
すべて対応

外国人材採用
経験豊富な
スタッフ

によるサポート

国内在住で
就職意欲の高い
外国人材多数！

参加費・
紹介料無料！

【特典！】
制度理解のための
ガイダンス動画
プレゼント

イベントの
参加お申込みは
こちらへ！

運営：インジェスター特定技能事務局 （株式会社インジェスター）

特定技能外国人の採用を目指す企業様募集！

特定技能14分野
オンライン面接会

No.20211004-3

出入国在留管理庁 主催

介護
農業
飲食料品製造業

2021年11月15～19日
2022年1月17～21日
2022年3月7～11日

ビルクリーニング
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業

2021年12月6～10日

造船・舶用工業
自動車整備

2022年1月17～21日

航空
漁業

2022年2月7～10日

宿泊
外食業

2021年12月6～10日
2022年2月7～10日

建設（交流会）
2021年11月30日
2022年1月24・25・
27・28・29日

※日程は変更の可能性があります。

開催日程
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①右記QRコード、または下記リンクのフォームから
必要事項をご入力ください。
https://form.k3r.jp/injestar_ssw/ssw20210001

②折り返し、事務局からイベントの詳細についてご案内を差し上げます。

③特定技能制度に関するガイダンス動画をお届けすると共に、イベント当日の

流れの事前説明と特定技能制度、並びに採用に関わる質問をお受けする

お時間を個別設定させて頂きます。

④面接会に先立ち、予め候補者情報をお届けいたします。

⑤面接会当日は、事務局からお届けするURLにてご参加ください。

※詳細はお申込み受付後、担当者から別途ご案内差し上げます。

※お申込み前のお問い合わせは、下記連絡先にて承ります。

インジェスター特定技能事務局

TEL：03-6625-4462 email：marketing-group@injestar.co.jp

在留資格「特定技能」で、就職を目指す国内在住外国人材との

就職面接会です。

外国人材の採用活動に関する個別サポートを受けながら、貴社の

ニーズに合った人材を探すことができます。

面接は完全オンラインでの参加、実施となります。

該当する分野（業種）と日程をご選択の上、ご参加ください。

イベント概要

イベント参加の流れ

主催：出入国在留管理庁 運営：インジェスター特定技能事務局 （株式会社インジェスター）

オンライン面接会に先立ち、国内居住の外国人はもちろんのこと、国外居
住の外国人も対象とした事前企業説明会（オンライン）を開催いたします。

事前企業説明会は、企業説明動画の配信や外国人材との交流を予定して
おります。

なお、当日配信する企業説明動画の作成は、弊社が全面サポートいたし
ますので、面接会へ参加される前の企業PRの場としてご活用ください。

多くの企業様のご参加をお待ちしております！

お申込みこちら→ https://form.k3r.jp/injestar_ssw/ssw202100002

【追加申込】事前企業説明会

No.20211004-3
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（機密２） （取扱注意）

2021年12月現在

〇運営委員名簿

No. 役職 氏名 所属 役職等 部会

1 会長 水野 政義 農林水産省大臣官房 総括審議官 －

2 副会長 宮浦 浩司 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部 部長 飲食料品製造業部会長

3 副会長 安楽岡 武 農林水産省大臣官房

審議官（兼輸出・国

際局・新事業・食品

産業）

外食業部会長

4 委員 伏見 啓二 農林水産省畜産局 審議官（兼畜産局） 飲食料品製造業部会

5
委員 渡邊 毅 水産庁漁政部 部長

飲食料品製造業部会

水産加工分科会長

6 委員 石井 俊道 （一社）外国人食品産業技能評価機構 専務理事 －

7 委員 田辺 義貴 （一財）食品産業センター 専務理事 飲食料品製造業部会

8 委員 阿部 勲 （一社）日本パン工業会 専務理事 飲食料品製造業部会

9 委員 大隅 和昭 （一社）日本惣菜協会 常務理事 飲食料品製造業部会

10 委員 木村 均 （一社）日本冷凍食品協会 専務理事 飲食料品製造業部会

11 委員 吉井 巧 （一社）日本即席食品工業協会 専務理事 飲食料品製造業部会

12 委員 嵯峨 哲夫 （公社）日本べんとう振興協会 専務理事 飲食料品製造業部会

13 委員 鶴見 和良 全日本菓子協会 専務理事 飲食料品製造業部会

14 委員 宮島 成郎 日本ハム・ソーセージ工業協同組合 専務理事 飲食料品製造業部会

15 委員 鈴木 稔 （一社）日本食鳥協会 専務理事 飲食料品製造業部会

16 委員 竹葉 有記 全国水産加工業協同組合連合会 専務理事 飲食料品製造業部会

17 委員 奥野 勝 （一社）日本かまぼこ協会 専務理事 飲食料品製造業部会

18 委員 石井 滋 （一社）日本フードサービス協会 常務理事 外食業部会

19 委員 山口 宏記 （公社）日本給食サービス協会 専務理事 外食業部会

20 委員 小城 哲郎 全国飲食業生活衛生同業組合連合会 専務理事 外食業部会

21 委員 井上 泰弘 （一社）大阪外食産業協会 業務執行理事　副会長 外食業部会

22 委員 近江 愛子 法務省出入国在留管理庁政策課 課長 －

23 委員 島村 英 警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課 課長 －

24 委員 北浦 康弘 外務省領事局外国人課 課長 －

25 委員 吉田　暁郎 厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課 課長 －

26 委員 池戸 重信 宮城大学 名誉教授 名誉教授 －

27 委員 樋口 公人 （公社）国際人材革新機構 代表理事 －

28 委員 入来院 重宏 キリン社会保険労務士事務所 所長 －
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