
１ 農業関係（２職種６作業）（24,522人） （人） ４ 食品製造関係（１１職種１８作業）（続き） （人） ６ 機械・金属関係（１５職種２９作業）（続き） （人）
職種名 作業名 在留者数 職種名 作業名 在留者数 職種名 作業名 在留者数

耕種農業● 施設園芸 11,080 非加熱性水産加工食品製造業● 塩蔵品製造 5,636 機械検査（4,322人） 機械検査 4,322
（19,417人） 畑作・野菜 7,994 （8,574人） 乾製品製造 1,750 機械保全（1,867人） 機械系保全 1,867

果樹 343 発酵食品製造 1,124 電子機器組立て（6,201人） 電子機器組立て 6,201
畜産農業● 養豚 1,015 調理加工品製造 54 電気機器組立て 回転電機組立て 359
（5,105人） 養鶏 1,709 生食用加工品製造 10 （1,576人） 変圧器組立て 72

酪農 2,381 水産練り製品製造（1,163人） かまぼこ製品製造 1,163 配電盤・制御盤組立て 740
牛豚食肉処理加工業●（1,855人） 牛豚部分肉製造 1,855 開閉制御器具組立て 278

２ 漁業関係（２職種１０作業）（2,267人） （人） ハム･ソーセージ･ベーコン製造（2,099人） ハム・ソーセージ・ベーコン製造 2,099 回転電機巻線製作 127
職種名 作業名 在留者数 パン製造（3,934人） パン製造 3,934 プリント配線板製造 プリント配線板設計 33

漁船漁業● かつお一本釣り漁業 242 そう菜製造業●（26,794人） そう菜加工 26,794 （824人） プリント配線板製造 791
（1,204人） 延縄漁業 63 農産物漬物製造業●△（340人） 農産物漬物製造 340

いか釣り漁業 160 医療・福祉施設給食製造●△（904人） 医療・福祉施設給食製造 904 ７ その他（２０職種３７作業）（72,935人） （人）
まき網漁業 363 職種名 作業名 在留者数
ひき網漁業 179 ５ 繊維・衣服関係（１３職種２２作業）（16,168人） （人） 家具製作（1,438人） 家具手加工 1,438
刺し網漁業 36 職種名 作業名 在留者数 印 刷 オフセット印刷 973
定置網漁業 116 紡績運転● 前紡工程 19 （983人） グラビア印刷●△ 10
かに・えびかご漁業 45 （321人） 精紡工程 108 製 本（1,429人） 製本 1,429
棒受網漁業△ 0 巻糸工程 17 プラスチック成形 圧縮成形 1,224

養殖業●(1,063人） ほたてがい・まがき養殖 1,063 合ねん糸工程 177 （13,474人） 射出成形 10,953
織布運転● 準備工程 108 インフレーション成形 489

３ 建設関係（２２職種３３作業）（61,260人） （人） （669人） 製織工程 534 ブロー成形 808
職種名 作業名 在留者数 仕上工程 27 強化プラスチック成形（596人） 手積み積層成形 596

さく井 パーカッション式さく井工事 68 染 色 糸浸染 150 塗 装 建築塗装 2,314
（309人） ロータリー式さく井工事 241 （435人） 織物・ニット浸染 285 （9,062人） 金属塗装 3,854
建築板金 ダクト板金 689 ニット製品製造 靴下製造 209 鋼橋塗装 314
（1,398人） 内外装板金 709 （300人） 丸編みニット製造 91 噴霧塗装 2,580
冷凍空気調和機器施工（643人） 冷凍空気調和機器施工 643 たて編ニット生地製造●（125人） たて編ニット生地製造 125 溶 接● 手溶接 2,413
建具製作（259人） 木製建具手加工 259 婦人子供服製造（10,750人） 婦人子供既製服縫製 10,750 （15,938人） 半自動溶接 13,525
建築大工（3,471人） 大工工事 3,471 紳士服製造（759人） 紳士既製服製造 759 工業包装（8,967人） 工業包装 8,967
型枠施工（7,155人） 型枠工事 7,155 下着類製造●（499人） 下着類製造 499 紙器・段ボール箱製造 印刷箱打抜き 299
鉄筋施工（6,815人） 鉄筋組立て 6,815 寝具製作（314人） 寝具製作 314 （1,478人） 印刷箱製箱 346
と び（17,467人） とび 17,467 カーペット製造●△ 織じゅうたん製造 1 貼箱製造 165
石材施工 石材加工 200 （119人） タフテッドカーペット製造 32 段ボール箱製造 668
（401人） 石張り 201 ニードルパンチカーペット製造 86 陶磁器工業製品製造● 機械ろくろ成形 36
タイル張り（611人） タイル張り 611 帆布製品製造（579人） 帆布製品製造 579 （180人） 圧力鋳込み成形 25
かわらぶき（407人） かわらぶき 407 布はく縫製（198人） ワイシャツ製造 198 パッド印刷 119
左 官（2,104人） 左官 2,104 座席シート縫製●（1,100人） 自動車シート縫製 1,100 自動車整備●（3,187人） 自動車整備 3,187
配 管 建築配管 2,032 ビルクリーニング（4,358人） ビルクリーニング 4,358
（2,647人） プラント配管 615 ６ 機械・金属関係（１５職種２９作業）（43,911人） （人） 介 護●（10,284人） 介護 10,284
熱絶縁施工（817人） 保温保冷工事 817 職種名 作業名 在留者数 リネンサプライ●△（1,239人） リネンサプライ仕上げ 1,239
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事 272 鋳 造 鋳鉄鋳物鋳造 1,756 コンクリート製品製造●（233人） コンクリート製品製造 233
（3,618人） カーペット系床仕上げ工事 135 （2,548人） 非鉄金属鋳物鋳造 792 宿泊●△（89人） 接客・衛生管理 89

鋼製下地工事 445 鍛 造 ハンマ型鍛造 67 RPF製造●（0人） RPF製造 0
ボード仕上げ工事 2,205 （326人） プレス型鍛造 259 鉄道施設保守整備●（0人） 軌道保守整備 0
カーテン工事 561 ダイカスト ホットチャンバダイカスト 96 ゴム製品製造●△ 成形加工 0

サッシ施工（301人） ビル用サッシ施工 301 （1,224人） コールドチャンバダイカスト 1,128 （0人) 押出し加工 0
防水施工（2,234人） シーリング防水工事 2,234 機械加工 普通旋盤 2,566 混練り圧延加工 0
コンクリート圧送施工（615人） コンクリート圧送工事 615 （8,413人） フライス盤 1,732 複合積層加工 0
ウェルポイント施工（45人） ウェルポイント工事 45 数値制御旋盤 2,571 鉄道車両整備● 走行装置検修・解ぎ装 0
表 装（518人） 壁装 518 マシニングセンタ 1,544 （0人) 空気装置検修・解ぎ装 0
建設機械施工● 押土・整地 461 金属プレス加工（6,507人） 金属プレス 6,507
（9,273人） 積込み 586 鉄工（3,287人） 構造物鉄工 3,287 ８ 主務大臣が告示で定める職種（社内検定型の職種・作業（１職種３作業））（0人） （人）

掘削 6,083 工場板金（2,626人） 機械板金 2,626 職種名 作業名 在留者数
締固め 2,143 めっき 電気めっき 1,647 空港グランドハンドリング● 航空機地上支援 0

築 炉（152人） 築炉 152 （2,028人） 溶融亜鉛めっき 381 （0人） 航空貨物取扱 0
アルミニウム陽極酸化処理（302人） 陽極酸化処理 302 客室清掃△ 0

４ 食品製造関係（１１職種１８作業）（54,264人） （人） 仕上げ 治工具仕上げ 253
職種名 作業名 在留者数 （1,860人） 金型仕上げ 321 ９ その他非移行対象職種等（796人）

缶詰巻締●（468人） 缶詰巻締 468 機械組立仕上げ 1,286
食鳥処理加工業●（3,303人） 食鳥処理加工 3,303
加熱性水産加工食品製造業● 節類製造 348

（4,830人） 加熱乾製品製造 691

調味加工品製造 3,700

くん製品製造 91

（注１）項目ごとに付している括弧内の人数は、各項目別の在留者数。（注２）職種・作業別の在留者数は、令和３年末時点の速報値である。（注３）職種・作業の項目は令和４年４月２５日時点。（注４）●の職種：技能実習評価試験に係る職種。（注５）△のない職種・作業は３号まで実習可能。

職種・作業別　在留資格「技能実習」に係る在留者数（令和３年末時点：276,123人）


