
東南アジア地域地方創生とODAとの連携の
可能性に係る情報収集・確認調査（QCBS）

履⾏期間：2019年9⽉10⽇〜2020年11⽉14⽇
団員構成：

① 業務主任者／地⽅創⽣１：伊藤拓次郎
② 副業務主任者／地⽅創⽣２：藤井⾔
③ 外国⼈材育成／制度：⼭崎三佳代
④ 農業／農産物加⼯１：⼩⼭敦史
⑤ 農業／農産物加⼯２：⽯垣真奈
⑥ 地域活性化：⾸藤めぐみ

業務量の⽬安：20⼈⽉
受託企業：アイシーネット株式会社

案件概要

外国人技能実習制度の目的外国人技能実習制度の目的

技能・技術・知識
の移転

出典：㈳全国農業会議所「農業分野における新たな外国⼈技能実習制度の概要」平成29年9⽉改訂版

外国人技能実習生の実態外国人技能実習生の実態

技能・技術・知識
の移転

出典：㈳全国農業会議所「農業分野における新たな外国⼈技能実習制度の概要」平成29年9⽉改訂版

失踪者が絶えない

就職につながらず
日本の学びが活かされない

日本の労働力不足
を補っているだけ

仕送りすることが
目的になっている

調査の目的調査の目的

本調査の⽬的
1. 技能実習の現状と課題の把握

 ⽇本の技能実習⽣等受⼊に関する現状調査
 東南アジアを中⼼とした途上国⼈材の海外派遣等に関する現状調査により現

状と課題を明らかにする

2. 技能実習⽣受⼊とODAの効果的な連携に関する基礎情報
収集

3. 農業分野において、⽇本・途上国双⽅の地域活性化に資する
⼈材還流のモデル検討のためのパイロット事業の実施

今後の技能実習の効果的な実施のための提言をまとめる。中でも
特にODAによって実施可能な支援の在り方についても提案する。



調査対象国調査対象国

調査対象地域
1. ⽇本国内
2. フィリピン
3. インドネシア
4. ミャンマー
5. ベトナム
6. ラオス
7. カンボジア

パイロット対象国
• 選定基準を設定し

4か国選ぶ

調査対象地域（国内）調査対象地域（国内）

調査対象地域
1. ⾹川県
2. ⾼知県
3. ⻑野県

外国人技能実習に関わる視点のパラダイムシフト外国人技能実習に関わる視点のパラダイムシフト

従来の視点：
1. 労働⼒調達の視点（外国⼈労働者）
2. 実施管理の視点（円滑な⼿続き）
3. ⼊国管理法の視点（違反防⽌）

これからの視点：
1. 地域開発の視点

（どのような産業振興を⽬指しているのか、どのような⼈材の
ニーズがあるのか、どうすれば帰国後貢献できるか）

2. 人材育成の視点
（⾃国で活⽤するために必要な技能・技術・知識のニーズは
何か、どうやって意識を⾼めるか、どうやって効果的・効率的に
学ぶか）

3. 持続性の視点
（持続発展するためには全てのステークホルダーにベネフィットが
なくてはならない。つまりWin-Winになること）

本来の⽬的に⽴ち返り

国際貢献

今までの調査の結果から導きされた教訓
①地域開発の視点①地域開発の視点

ポイントは：
• 技能実習⽣を送り出す地域の産業のニーズやポテン
シャルを明らかにし、そのためにどのような⼈材が必要か、
⽇本での技能実習においてどのような技能・技術・知識
を習得することが求められているかを明らかにする。



②人材育成の視点②人材育成の視点

ポイントは：

• 「技能実習」の本来の⽬的は⽇本での技能・技術・知識の習得
である。課題別研修や協⼒隊派遣前研修などのJICAのノウハウ
を活かして帰国後の⾏動変容とパフォーマンス向上に焦点をあて
た研修プログラム的な要素を取り⼊れる必要がある。

• 事前研修で地域のニーズについて課題分析、ビジネスプラン（ア
クションプラン）作成などを⾏い、⽇本にきてからは技能実習での
学びを整理・反復したり、⾃分たちの状況に応⽤する⼒を強化す
ることや、ビジネスプランの定期的なレビュー作業を⾏うことでより
効果的な学習が可能となる。

②人材育成の視点：理想的な還流プロセス②人材育成の視点：理想的な還流プロセス

候補者のリクルート

技能実習

⽇本での研修
帰国後の就職

・就農

事前研修

• 効果的な技能実習
• 農家への貢献
• 地域の国際化、活性
化への貢献

• 高い就職・就農率
• 農業での収益向上
• 地域農業への貢献

②人材育成の視点：現段階でのファインディング②人材育成の視点：現段階でのファインディング

1. 送出し側の産業人材のニーズが明らかになっていて、帰国まで
受入側においてフォローすることができるケースは帰国後実習
生が就農・起業し、日本の学びを活かしている。

2. 送出し機関が候補者の選定や事前研修（語学、技術、ビジネス
プラン作成など）を効果的に実施しており尚且つ帰国後のフォ
ローをしている場合は、帰国後実習生が就農・起業し、日本の
学びを活かしている。

3. 事前のガイダンスや、現地での技能実習、生活指導がしっかり
とされており、実習実施者あるいは管理団体と実習生の信頼関
係がある程度作られているケースは失踪者が少ない。

4. 既存の還流モデルの優良事例については、やる気があり、送出
し側の農業振興への貢献に関心がある監理団体がキーファクタ
ーである。

③持続性の視点③持続性の視点

受⼊側の監理団体

技能実習⽣

それぞれのステークホルダーのベネフィットは何か？
（Win‐Winの関係になるには）

送出地域

送出機関

実習実施者（受⼊農家）

受⼊地域⾏政機関

⾏政機関



パイロットプロジェクトの目的パイロットプロジェクトの目的

本調査におけるパイロットプロジェクトの目的は、
アクションリサーチにより、仮説とする還流モデル
（以下仮説モデル）の構築・検証と、他の可能性を
模索することである。

実施方法については既存の還流モデルを補完するこ
とで、仮説モデルの検証を行うことや、既存の還流
モデルの利点を他へ適用する可能性を検証する、あ
るいは仮説モデルの部分的な検証を行うことが考え
られる。

パイロット案とその検証内容パイロット案とその検証内容

No パイロット案 検証内容
1 • ⾹川ファーマーズｘラオス

連携プログラム（仮称）
• くろしお農振ｘベンゲット

連携案件（仮称）

優良事例の⽀援による還流モデルを検証：送出しから⽇
本での実習と帰国後の就農が完結する還流モデルに⼀番
近い形の事例でJICAの⽀援が要請・実施されている案件
をパイロットとして位置づけし、その案件の弱い部分を⽀援
する。これにより還流モデルの検証を⾏う。

2 • ⻑野県南牧村/JAEC
ｘベンゲット（案）

還流モデルの応⽤可能性の検証：上記のモデルの⼀部
を異なる管理団体・受⼊企業において応⽤を検証する。そ
のために還流モデルの導⼊に関⼼のある⽇本の⾃治体、
管理団体と受⼊企業を選定して特に2国間の⾃治体レベ
ルでの連携の可能性を探る。

3 • ⽇本センターの活⽤
• OB会の設置（JICA

帰国研修員同窓会へ
の編⼊も検討）

帰国後の就労⽀援による出⼝戦略の検証：還流モデル
の出⼝となる帰国後の農業Uターン、農業セクターでの就
労や起業に向けた⽀援を⾏う組織づくりにより、帰国後に
実習が活かされる可能性を探る。

具体的例①既存の還流モデルの補完による検証具体的例①既存の還流モデルの補完による検証

⾃国の農業での活⽤

技能実習

事前研修

ビジネスプラン
作成指導

パイロットで
の補完・強化

リクルート

具体的例②行政レベルでの協力促進（ベンゲットモデル）具体的例②行政レベルでの協力促進（ベンゲットモデル）

送出国側⾏政 受⼊国側⾏政

技能実習

技能実習⽣ 受⼊農家

ガイダンス
サポート

ニーズの吸い上げガイダンス
サポート

ニーズの吸い上げ

協⼒



具体的例③模範的取組の部分的な普及の検証具体的例③模範的取組の部分的な普及の検証

技能実習受入先A
受入先B

受入先C

受入先D

模範的取組

香川ファーマーズの事例

香川ファーマーズでの技能実習生香川ファーマーズでの技能実習生



ラオス・シェンクワン県での産地形成ラオス・シェンクワン県での産地形成

③就農

①産地形成

香川ファーマーズのビジネスモデル香川ファーマーズのビジネスモデル

②技能実習

④ニンニクの種とキウィの花粉

⾹川ファーマーズのモデルは、相⼿国の農村における①産地形成、そしてそこ
からの②技能実習⽣の受⼊、③帰国後産地での就農、そしてその結果④⽣産す
るものが⾹川ファーマーズの農業に寄与する、という仕組みでWin−Winの関係
を作り出している。

②技能実習

③就農

①産地形成

香川ファーマーズのビジネスモデル香川ファーマーズのビジネスモデル

④ニンニクの種とキウィの花粉

更に、⑤技能実習をきっかけに⾹川の受⼊農家が帰国実習⽣を訪問し交流が始
まり、⾹川の農家の国際化と活性化につながっている。
最近では⾹川ファーマーズの農家の収益向上により、⑥都市に就職した⼦供た
ちがUターンして実家に戻り、帰農するところが増えてきている。

⑤受入農家の
帰国実習生訪問

⑥若者のUターン就農

高知県とフィリピンベンゲット
の事例



フィリピンのベンゲットモデルフィリピンのベンゲットモデル

マニラ

ベンゲット州

高知県

 50年前に⻘年海外協⼒隊でベンゲットの
農業隊員として吉川⽒が赴任、その後交
流が続き、20年前に⾼知県とベンゲット
州で姉妹県提携が⾏われた。

 その後ベンゲット州政府の職員が⾼知県
に研修で招へいされ、⾏政ぐるみの農業
実習、後に技能実習の受⼊が開始された。

 これまでに1000⼈以上の技能実習⽣を⽇
本に送り出しており、帰国後もフィリピ
ンの最⼤の⾼地野菜産地であるベンゲッ
ト州において就農している。

フィリピンのベンゲットモデルフィリピンのベンゲットモデル

市場志向型農業セミナー市場志向型農業セミナー 帰国実習⽣のグループ帰国実習⽣のグループ
市町村 グループ ⾼度 市場からの

距離

La Trinidad LATJATA 1,300 m 30 min.

Kabayan LADATA 1,300 m 4 hrs.

Kapangan KAJEYFA 1,700 m 2‐3 hrs.

Buguias BJATA 1,800 m 3‐4 hrs.

Mankayan Young 
Farmers 1,500 to 2,000 m 3‐4 hrs.

Kibungan KJATA 1,900 to 2,500 m 3‐4 hrs.

Bakun DJAETA 2,000 m 3‐4 hrs.

Atok Atok fresh 2,300 m 2 hrs.



診断の結果診断の結果
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カテゴリー 内容 状況

1.栽培カレンダー 輪作を含む年間栽培計画策定 ◎

2. 栽培技術 苗畑から植替え、灌漑、施肥、害
⾍・病気管理など

〇

3. ポストハーベスト 選果、パッキング、箱詰めなど 〇

4. マーケティング 適切なチャンネルと輸送を⽤いて流
通・販売する

×

5. ロジ 農家クレジット、資機材購⼊など ×

6. 協同作業 作物の共同出荷、資材の共同購
⼊など

×

各グループの作物各グループの作物
市町村 1 2 3 4

La Trinidad いちご レタス
(green Ice)

レタス
(Romaine)

レタス
(Iceburg)

Kabayan カリフラ
ワー トマト ニンジン ジャガイモ

Kapangan ピーマン お⽶ キュウリ サヤエンド
ウ

Buguias レタス
(Iceburg) キャベツ レタス

(Romaine) ジャガイモ

Mankayan ジャガイモ キャベツ レタス ニンジン

Kibungan キャベツ ジャガイモハヤトウリ コーヒー

Bakun キャベツ ジャガイモ ⽩菜 ニンジン

Atok キャベツ ジャガイモ ニンジン 花

優先作物
1. キャベツ
2. レタス
3. ジャガイモ
4. ニンジン
5. カリフラワー
6. ピーマン

パイロット活動

1. 市場志向型農業セミナー
• Date: Dec. 6, 2019
• Venue: La Trinidad
• Content: Market oriented farming, Analysis and Action Plan

2. 合同モニタリング(1)
• Date: Middle of Feb. 2020
• Venue: La Trinidad
• New inputs: Matching Forum between farmers and buyers and Market Survey Techniques
• Activities: Sharing of progress and issues, technical inputs and Action Plan

3. 合同モニタリング(2) 
• Date: Middle of May 2020
• Venue: La Trinidad
• New Inputs: (to be decided upon the needs)
• Activities: Sharing of progress and issues, technical inputs and Action Plan

4. 合同モニタリング(3)
• Date: Middle of Aug. 2020
• Venue: La Trinidad
• New Inputs: (to be decided upon the needs)
• Content: Sharing of progress and issues, technical inputs and Action Plan

JICA専門家チームにより以下の活動を実施する


