
1 

 

      最近の食品表示を巡る情勢等について 

                               令和 3年 12月 16日  

                                 企画調査部 

 

１ 新型コロナウイルス感染症対策について（首相官邸） 

(1) 新型コロナウイルス感染症に関する情報提供などについて 

 食品産業センターでは、新型コロナウイルス感染症が国内外で急速に感染が拡大し 

て来たことから、食品産業界への影響や課題を探るための取組を昨年 3 月 9 日から強

化してきており、会員企業向けに新型コロナウイルス感染症に関する情報（以下、新

型コロナ情報という）をとりまとめ、これまで 52回にわたり（12月 16日現在）提供

してきています。 

 10月 1日から、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が全国で解除されて以降、国

内の新規感染者数は減少を続け、このところ 200 人を下回る水準となっています。11

月 19 日、総理大臣官邸で第 81 回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、医

療提供体制の強化、緊急事態宣言の発出等の考え方の見直し、第三者認証制度やワク

チン・検査パッケージ等を活用した行動制限の緩和等を内容とする基本的対処方針の

全面変更が決定されました。行動制限の緩和の取組の具体的内容は、11月 25日以降、

各都道府県で順次、決定、取組が進んでいます。なお、世界的なオミクロン株の感染

拡大を受け、11月 29日から水際措置の強化が順次図られてきており、12月 31日まで

外国人の入国が停止されています。 

  

(2) 「食品製造業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」の一

部改正について 

 食品産業センターでは、昨年 5月 14日にガイドラインを策定し、6月 2日に一部改

正しました。さらに、８月 25日の基本的対処方針で業種別ガイドラインの見直しにつ

いて検討することとされ、農林水産省、内閣官房との間で調整をし、10月 6日に改正

後のガイドラインを食品産業センターの HP に掲載し、新型コロナ情報 49 で改正内容

についての解説を情報提供しました。（以下のＵＲＬから入手出来ます。） 

（https://www.shokusan.or.jp/news/4699/） 

  （食品産業センター>お知らせ>2021年 10月 6日 食品製造業における新型コロナウイ

ルス感染症感染拡大予防ガイドラインの策定のお知らせ） 

 

(3) 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う食品表示の弾力的運用について（消費者庁、

農林水産省） 

 消費者庁は昨年 3 月と 4 月に新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う原料原産地表

示等にかかる食品表示基準や製造所固有記号の弾力的運用の通知を発出しました。 

その後、中国などで農業生産が安定してきたこと等から、消費者庁からは、弾力的

運用の見直しを求める動きが続き、昨年 10月上旬以降、今年 5 月下旬まで 7回にわた

り、消費者庁の取締り部局と意見交換を行いました。 

9月 30日をもって、緊急事態宣言やまん延防止等措置が解除されたことから、消費

https://www.shokusan.or.jp/news/4699/
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者庁から弾力的運用の終了の申入れがあり、10 月中旬にかけて、2 回にわたり消費者

庁と意見交換を行いました。こうした経緯を踏まえ 10月 26日に、昨年 4月 10日に発

出された弾力的運用を 12 月 31 日をもって終了する旨の通知が、消費者庁から都道府

県等に発出されました。なお、当方からの要望を受け、通常の災害時は 1 カ月の経過

期間のところ 12月までの 2か月間の経過期間となりました。 

（10 月 26 日に発出された弾力的運用の終了通知に係る 3 つの通知は以下のＵＲＬか

ら入手出来ます。） 

（ https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/assets/representasio

n_cms214_211026_01.pdf） 

（消費者庁ホーム> 政策> 政策一覧(消費者庁のしごと) >食品表示企画 >食品表示に 

ついて>食品表示に関するお知らせ） 

 

２ 食品表示制度に関する検討会等について 

(1) 加工食品の原料原産地表示制度について（消費者庁、農林水産省）（前回と同様） 

    1月 29日に農林水産省は、原料原産地表示について、マニュアルを活用した、制度  

の概要や、表示方法判断フローチャート、チェックリストの 3 つのオンライン講座の 

動画を HPに掲載しました。（マニュアルと共に以下のＵＲＬから入手できます。） 

（http://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html） 

(農林水産省ホーム>消費・安全 食品表示に関する取組>加工食品の原料原産地表示制 

度について) 

なお、同ページの「加工食品の原料原産地表示に関する相談窓口」のところから、各

県に配置された農林水産省の地方の窓口へのリンクが出来ます。（以下のＵＲＬから入

手できます。） 

（https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/toiawase.html） 

 3月 31日に消費者庁は「令和２年度 新たな加工食品の原料原産地表示制度等に係 

る表示実態調査結果」を公表しました。原料原産地表示がない商品の割合は、昨年 

度調査と比べ、約 14%減少したが、まだ、49%の商品に新制度による表示がない状況 

です。 

 今年度も、上記調査が行われており、その結果が注目されます。 

 新制度への移行期限は 2022年 3月 31日と 4カ月を切ります。又は表示等を使う場 

合は過去の使用実績の整理などが必要となることや改版の準備も考慮すると、残され 

た時間は少なくなって来ていますので、計画的な対応が必要です。 

 

新型コロナウイルスのまん延や世界的な農産物の不作、コンテナ需要のひっ迫等に 

より、原料調達先を変更せざるを得ない企業が見られ、表示に苦慮する等本制度の運 

用にあたっての課題が明らかになっています。 

 

(2) 遺伝子組換え表示制度の見直しについて（消費者庁）（前回と同様） 

新しい「遺伝子組換えでない」任意表示の確認根拠の一つとなる公定検査法につい

て、9 月 15 日に消費者庁は、「食品表示基準について」（消費者庁次長通知）の一部改

正を行い、トウモロコシとダイズについての公定検査法を公表しました。（以下のＵＲ

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/assets/representasion_cms214_211026_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/assets/representasion_cms214_211026_01.pdf
http://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/toiawase.html
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Ｌから新旧対照表が入手できます。） 

 

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/fo

od_labeling_cms202_210915_04.pdf） 

（消費者庁ホーム>政策>政策一覧(消費者庁のしごと)>食品表示企画>食品表示法等(法令及

び一元化情報) 

2023年 4月からは新制度が施行されます。従来の IPハンドリングした原材料を利用

するのであれば「遺伝子組換えでない」に代わる新しい表示を検討する等計画的な対

応が必要です。 

       

 

(3) 食品添加物表示制度の見直しについて（消費者庁） 

 食品添加物表示制度に関する検討会の積み残し課題の一つである、無添加、不使用表 

示のガイドラインについては、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会」

として、3月4日から検討が始まりました。 

5月31日の第2回検討会では、消費者団体と事業者団体からヒアリングが行われました。 

第3回は7月21日に開催され、流通事業者3社からの不使用表示の取組みの説明 

第4回は9月30日、第5回は10月29日に開催され、表示の現状（具体的な商品写真）を 

踏まえたガイドライン作成に向けた類型化等の検討が行われましたが、具体的な表示事 

例を基に検討が行われ、特定の社の不利益につながるおそれのあるため非公開で行われ 

ました。 

 第6回は11月18日に公開で行われました。ガイドラインの構成イメージ（案）および 

ガイドラインの骨子となる類型項目11が食品表示基準第９条に該当するか否かについ 

て議論しました。12月2日には食品表示対策委員会を開催し情報提供する等の取組を通 

じ、会員企業・団体の皆様の声を聴きながら取組んできています。 

不使用表示の見直しを求める消費者団体や流通事業者の意見は多く、厳しい内容のガ 

イドラインとなることが想定されます。12月9日（木）に開催された第7回検討会では、 

ガイドラインの骨子案について議論されました。新たに、10項目に類型化された項目に 

ついて、意見が分かれたところもありましたが、座長一任とされ、概ね骨子案が了承さ 

れました。意見が分かれた部分等について委員の確認を経て、事務局と座長が取りまと 

めることになります。 

年内12月第4週にはパブリックコメントが開始され、来年1月までの期間とされる予定 

です。食品産業センターとしては、内容を確認の上、意見の提出を行う予定です。各企 

業・団体におかれても積極的にパブリックコメントの提出を検討して頂きたいと考えま

す。 

（第1回からの検討会資料などは以下のＵＲＬから入手出来ます。）  

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meet

ing_006/） 

（消費者庁ホーム>政策>政策一覧(消費者庁のしごと) >食品表示企画>会議・研究会等> 

食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会） 

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms202_210915_04.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms202_210915_04.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_006/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_006/
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 (4) アレルギー表示（消費者庁）（前回と同じ） 

アレルギー表示については、概ね3年ごとに調査されるアレルギーによる健康危害調 

査結果を踏まえ、アレルギー食品の見直しが行われてきています。現在、推奨表示とな 

っているクルミについて新たな調査結果も見た上で、義務表示を検討するとの前回議論 

を踏まえ、消費者庁は、昨年度からクルミの使用実態調査や公定検査法の開発の検討を 

行う事業を開始しており、食品産業センターも検討会に参画し、使用実態調査について 

協力してきています。今年度は、昨年度のクルミに続き、クルミに類似したアレルギー 

反応を起こすことが懸念されるペカンナッツ（ピーカンナッツ）の使用実態調査に協力 

しています。 

 

(5) ECサイト食品表示実証モデル構築事業への対応（消費者庁）（前回と同じ） 

   近年、インターネットを介した電子商取引サイト（ECサイト）での商品の購買が着実 

に増加し、特に令和２年度以降は新型コロナウイルスの感染拡大の影響により更に増加 

しています。このため、平成28年の「食品のインターネット販売における情報提供の在 

り方懇談会報告書」も踏まえ、令和2年度にECサイトにおける事業者による食品基本情 

報の提供実態や消費者の意向等を把握・分析するための調査等を実施し、提言と報告書 

を取りまとめました。（以下のＵＲＬを参照ください。）   

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_ad

ministration/advancedmodel/index.html） 

 （消費者庁ホーム>政策>政策一覧(消費者庁のしごと)>地方協力>地方消費者行政の支援に 

関する業務>地方消費者行政に関する先進的モデル事業） 

   消費者庁では、今年度も同事業を拡充し、各種調査と事業者向けガイドブック（仮称） 

を策定する事業を行っており、昨年度に引き続き、食品産業センターからも調査事業の 

検討会に委員として参画しています。 

 

(6) デジタルツールを活用した食品表示の実証調査について（消費者庁） 

  消費者庁は11月10日、デジタルツールを活用した食品表示の実証調査事業について、

公表しました。同事業は昨年から実施しているもので、、スーパーの店舗でのデジタル 

ツールを活用した食品表示に関する実証調査を行うものです。今年度の調査結果を踏ま

え、来年度は官民が連携した食品表示のデータ管理のあり方等の検討を続けることとし

ていると聞いています。（以下のＵＲＬを参照ください。） 

（https://www.caa.go.jp/notice/entry/026551/） 

（消費者庁ホーム>お知らせ 2021年11月10日>デジタルツールを活用した食品表示の 

実証調査を行います） 

 

    

(7) 食品表示法に係るリコール情報の届出制度について（厚生労働省、消費者庁）（前 

回と同じ） 

6月1日から改正食品衛生法と改正食品表示法に基づく、食品等の自主回収（リコー 

ル届出制度）が義務化されました。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/advancedmodel/index.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/advancedmodel/index.html
https://www.caa.go.jp/notice/entry/026551/
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原則、オンラインによるシステムを利用した届出になります。 

改正食品衛生法に基づく届出の運用について一昨年12月に発出された通知について

は下記のＵＲＬを参照下さい。 

（https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000582225.pdf） 

（厚生労働省ホーム>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>食品>食品衛生法の改正 

について） 

 また、改正食品表示法に基づく届出の運用について今年2月に発出された通知につい 

ては、下記のＵＲＬを参照ください。 

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/amendment_

001/assets/food_labeling_cms204_210226_01.pdf） 

（消費者庁ホーム>政策>政策一覧(消費者庁のしごと) >食品表示企画>食品表示法等 

(法令及び一元化情報) > 食品表示法の一部を改正する法律(平成30年法律第97号)） 

 なお、実際の食品衛生申請等システムへのアクセスのバナー、マニュアルやFAQ、 

リーフレット等一連の資料は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」に掲載されて 

います。（下記ＵＲＬを参照ください。）  

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu

/index_00012.html） 

 

(8) ゲノム編集技術応用食品の表示について（消費者庁,厚生労働省） 

  ゲノム編集技術応用食品について、昨年12月11日、筑波大学発のベンチャー企業サナ

テックシード株式会社が開発したゲノム編集トマトが届出されました。9月17日には、

京都大学・近畿大学発のベンチャー企業であるリージョナルフィッシュ株式会社が開発

した「可食部増量マダイ（E189-E90 系統）」が届出され、更に10月29日には、同じく、

リージョナルフィッシュ株式会社が開発した「高成長トラフグ（4D-4D 系統）」が届出

され、同日付けで、厚生労働省のＨＰで公表されました。（下記のＵＲＬを参照下さい。） 

 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/bio/gen

omed/newpage_00010.html） 

 （厚生労働省ホーム> 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > バイ 

オテクノロジー応用食品 > ゲノム編集技術応用食品等>届出されたゲノム編集技術応 

用食品等） 

 ゲノム編集技術応用食品の表示のＱ＆Ａは以下のＵＲＬをご覧下さい。 

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genome/） 

 （消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 食品表示企画 > 品質等選択 

に役立つ表示の制度について > ゲノム編集技術応用食品の表示に関する情報 ） 

  

(9) 食品ロスの削減に関連した簡便な表示の修正について（消費者庁）（前回と同じ） 

「食品ロスの削減の推進に関する法律」に基づく「食品ロスの削減の推進に関する基本 

的な方針」が昨年3月31日に、閣議決定を経て公表されました。 

基本方針では、食品ロスを削減するための事業者への支援として、国は「食品表示基 

準違反があった場合に、過剰な回収につながらず事業者が適切に表示の是正を実施でき 

https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000582225.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/amendment_001/assets/food_labeling_cms204_210226_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/amendment_001/assets/food_labeling_cms204_210226_01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00012.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00012.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/bio/genomed/newpage_00010.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/bio/genomed/newpage_00010.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genome/
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るよう、周知を図るとともに必要な検討を行う。」と明記されました。 

昨年の3月には、上記基本方針の策定にあたり、食品産業センターでは理事長名で消 

費者庁長官や農林水産省関係局長あてに要望書を提出するとともに、消費者庁と意見交 

換する等の活動を行って来ていました。 

消費者庁では、こうした経緯を踏まえ、本年3月17日に、新たにポップシール等によ 

る簡便な表示の修正方法についてのQ＆Aを示しました。食品産業センターとしては一定 

の評価をしつつも、更なる弾力的な運用改善に向けて取組むこととしています。 

食品ロスの削減に関する法律や、基本方針は以下のURLから入手出来ます。 

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/promote/） 

（消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者政策 > 消費者の皆様

への情報提供等 > [食品ロス削減]食べもののムダをなくそうプロジェクト > 食品ロスの

削減の推進に関する法律） 

  「食品表示基準Ｑ＆Ａ」の一部改正については以下のURLから入手出来ます。 

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeli

ng_cms101_210317_14.pdf） 

 

３ 消費税の軽減税率制度について（国税庁、農林水産省、公正取引委員会） 

  消費税の軽減税率制度については国税庁のＨＰでご確認ください。 

ア 税務署での個別相談、説明動画 

（ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//06.

htm） 

イ 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターの設置  

（ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu

//04-1.htm） 

ウ 軽減税率制度の概要 

（ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//01.

htm） 

  

＊令和５年 10月 1日から消費税の適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度） 

が導入されることとなっています。国税庁ではインボイス制度特設サイトをリニ 

ューアルし、インボイス制度に関する情報等をより見やすく、分かりやすくしま 

した。（下記の URLを参照して下さい。） 

 なお、適格請求書発行事業者（登録事業者）のみが適格請求書（ インボイス） 

を交付することができ、令和 3 年 10月 1日から登録申請書の提出が可能となりま 

した。 

（ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invo

ice.htm） 

（ホーム/ 税の情報・手続・用紙/ 税について調べる/ 税目別情報/ 消費税/ 軽減税

率制度/ 消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）  

 

＊全国どこからでも無料（通信費用は実費となります。）で参加できるオンライン説

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/promote/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms101_210317_14.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms101_210317_14.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
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明会が本年６月以降定期的に開催されています。12 月以降の説明会の日程が HP に

掲載されています。今後も定期的に開催されます。（※） 

（※）開催日程が決まり次第、国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトに

掲載されます。（上記、特設サイトのオンライン説明会のコーナーにアクセス下さ

い。） 

 

【フリーダイヤル】 ０１２０－２０５－５５３（無料） 

【受付時間】   ９：００～１７：００（土日祝除く。） 

  

消費税転嫁対策特措法失効後の措置について（財務省、公正取引委員会） 

 消費税転嫁対策特措法が失効した今年 4月以降の具体的な流通業者の総額表示方 

法の考え方を示す資料が、今年 1 月 7 日に財務省のＨＰで公開されました。（以下の

URL を参照下さい。） 

（https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html） 

 

公正取引委員会からも特措法失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る独

占禁止法及び下請法の考え方に関するＱ＆Ａが公開されました。（以下の URL を参

照下さい。） 

   （https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-shikko-QandA.html） 

 

４ 新たな外国人材受入れ制度の試験実施について（法務省、農林水産省） 

    飲食料品製造業分野の在留資格取得のための試験は、2020年度は、国内では 3回実 

施され、6,451人中 4,252人が合格し、合格率は 65.9%でした。合格者の国籍は、ベト 

ナム、ネパール、ミャンマー、中国、インドネシア、台湾、スリランカ、タイ、韓国、 

バングアディシュ、フィリピン、モンゴル等でした。 

国外では、2019年度は現地語で実施しましたが、2020年度からは日本語で試験を実 

施されました。フィリピンで 4回、122人中 40人、インドネシアで 6回、467人中 

302人が合格しました。国外試験の合格率は、58.1％でした。 

2021年度は、国内で 3回、国外ではインドネシアとフィリピンで各 5回実施される 

予定です。国内試験は、1 回目 7 月、2 回目が 10 月に実施されました。1 回目の受験者

数 2,736人中 2,024 名が合格（74.0％）、2回目の受験者者数 2,144 人中 1,705人が合格

（79.5%）でした。国外試験は、フィリピンで 5,7,9,10月に実施され、受験者数 102人

中合格者 74名（合格率 73%）、インドネシアで 5,9,10月に実施され、受験者数 245人中

合格者 177名（合格率 72%）でした。 

   食品産業センターでは、本年度も、農林水産省の補助事業を受け、飲食料品製造業特 

定技能１号技能測定試験問題素案の作成や受験に必要な学習用テキストや付属資料の

見直しを行っています。試験問題は、この学習用テキスト等の範囲から出題されますの

で、受験される方は活用下さい。 

学習テキストは 2020 年 10 月 5 日に日本語版、11 月 10 日に英語、中国語、インドネ

シア語、ベトナム語、ミャンマー語、カンボジア語版を HPに掲載しました。 

 （ＵＲＬは次の通りです。https://www.shokusan.or.jp/news/3199/） 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-shikko-QandA.html
https://www.shokusan.or.jp/news/3199/
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   なお、法務省の 11 月 19日公表の資料によると本年 9月末現在で特定技能１号の在留 

  資格を有する外国人は全国で 38,377人ですが、引き続き、飲食料品製造業分野が最も 

多く、13,826人（全体の 36%）となっています。 

 また、今年度は出入国在留管理庁の主導により、各省で「特定産業分野に属する熟練 

した技能を要する業務に従事する特定技能２号」の追加の必要性について検討が行われ 

ています。 

 （法務省の新たな在留資格関係情報は下記ＵＲＬを確認下さい。） 

 （http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00127.html） 

 （法務省ホーム > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 外局 > 出入国在留管理庁 > 新たな 

外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組（在留資格「特定技能」の創設等） 

 

以  上 

http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00127.html

