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気象災害等を踏まえた農作業のポイント  
  

これまでの気象経過 

◆ １１月上旬～１１月下旬の概要 

岐阜地方気象台速報  

１１月上旬は、高気圧に覆われて晴れた日が

多くなった。平均気温は岐阜、高山とも平年並

みとなった。降水量は岐阜、高山ともかなり少

なくなった。日照時間は、岐阜、高山ともかな

り多くなった。 

 

１１月中旬は、天気は周期的に変わった。平

均気温は、岐阜、高山とも高くなった。降水量

は岐阜、高山とも平年並みとなった。日照時

間は岐阜、高山とも多くなった 

 

１１月下旬は、はじめと終わりは高気圧に

覆われて晴れたが、中頃は気圧の谷や湿った

空気の影響により曇りとなった。平均気温は

岐阜、高山とも高くなった。降水量は岐阜は

少なく、高山はかなり少なくなった。日照時

間は岐阜は少なく、高山は多くなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の気象予測 

◆ 東海地方１か月予報 １１月３０日～１２月２９日までの天候見通し  

名古屋地方気象台１１月２８日発表  

 平年に比べ晴れの日が少ない見込みである。岐阜県山間部では、平年に比べ曇りや雪

または雨の日が少ない見込みである。向こう１か月の平均気温は、高い確率６０％であ

る。降水量は、多い確率５０％である。日照時間は、少ない確率５０％である。 

 週別の気温は、１週目は、平年並の確率５０％である。２週目は、高い確率６０％で

ある。３～４週目は、高い確率５０％である。 

週別の天候見通しは次のとおりである。１週目は、高気圧に覆われて晴れる日もある

が、期間の中頃は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨の降る日がある

見込みである。岐阜県山間部では、寒気の影響で雨や雪が降る日がある見込みである。 

２週目および３～４週目は、気圧の谷や低気圧の影響を受けやすく、平年に比べ晴れ

の日が少ない見込みである。岐阜県山間部では、寒気の影響が弱く、平年に比べ曇りや

雪または雨の日が少ない見込みである。 

2019～2020 年 冬作半旬気象図(岐阜市) 

＜平年：細線（黒）、本年：太線（赤)＞ 
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気象災害に対する農作業管理  
 

１ 野 菜（平坦地）～雪害対策～ 

野菜の被害は積雪荷重による直接害に加え、二次的には低温害、光線不足による生育

不良、融雪による湿害等も発生する。 

表１ 積雪の深さ別透光線量 

雪の深さ 透過する光の量 

表面 １ 

10cm まで 1/40 

10～20cm 1/90 ～ 1/3 

20～30cm 1/400 ～ 1/40 

30～40cm 1/4000 ～ 1/150 

40～50cm 1/60000 ～ 1/2000 

 

(1)事前対策 

○1 大雪が予想される場合は、トンネル支柱の間隔を狭くする。また、被覆するビニール

の両端をしっかりと固定する。 

○2 露地栽培で雪により出荷ができないと予想される場合は、早めにトンネル被覆をし、

計画出荷に努める。 

 

(2)事後対策  

①圧雪でトンネル支柱が下がったり、被覆資材がゆるんだりするので、降雪後早めに手

直しする。 

②トンネル栽培では、降雪後、強い日射しにより葉やけを起こす場合があるので注意す

る。 

③露地栽培では圧雪で生育が一時的に停滞するので、降雪後、トンネルやべたがけ資材

により生育を促す。 

④全壊したハウス等で、野菜の被害が少なく回復の見込みのあるものは、低温障害を受

けないようトンネルやべたがけ資材等で野菜を保温し、施設を早急に再建する。 

⑤いちごは５℃以下になると生育が停滞し、奇形果も発生する。被害の状況に応じて、

摘花（果）等による花（果）房、茎葉の整理を行うとともに葉面散布剤等により早急

に株の回復を図る。 

⑥だいこんでは２～５℃の低温に 15～20 日遭遇すると抽だいが発生するが、生育初期（本

葉２枚程度まで）は日中の高温（30～35℃）により夜間の低温感応が打ち消されるの

で、日中の高温管理に努める。 

⑦回復の見込みのないものは早めに株を整理し、再播種できるものは再播種する。 

⑧露地野菜等では長期の積雪は光線不足、折損等の原因となるので、出来る限り融雪促

進に努める。 
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２ 果 樹    
～生育状況～ 

県内の主要な落葉果樹の収穫も残すところカキ、リンゴのみとなっている。カキ主力

品種「富有」は秋季の高温により着色が遅れたため、収穫ピークは 11/25 以降と大幅に

遅れており、果実肥大は平年並みとなっている。また、果樹カメムシ（とくにツヤアオ

カメムシ）が 10 月以降も柿園で見られ、吸汁被害が多くなっている。飛騨地域のリンゴ

主力品種「ふじ」も 11 月下旬に収穫ピークを迎え、収穫開始は平年より若干遅れた。果

実肥大は平年並みとなっている。 

 

   図１ カキの果実肥大と着色推移（富有、農業技術センター 11/15 現在） 

 

   図２ リンゴの果実肥大（ふじ、中山間農業研究所 11/16 現在） 

 

～気象災害対策～ 

(1) 凍害 

 気象庁が 11/25 に発表した３か月予報（東海地方）によると、寒気の南下が弱く、冬型の

気圧配置が長続きしないため、向こう３か月（12～２月）の気温は平年並みか高いと予測さ

れている。とくに 12 月の気温が高いと予測されており、初冬季の気温が高いと、樹体の

耐凍性が十分でなく、凍害の発生が心配される。 

本来、秋から冬にかけては寒さを感じて樹体内の水分を減らし、糖含量を高めて耐凍

性を高めていく。また、冬から春にかけては暖かさを感じて根から吸水し、発芽に備え

るため耐凍性が弱まっていく。そんな各時期に限界温度を超える寒さに遭遇すると細胞

内が凍結し、枯死する。クリなどの幼木や若木で見られることが多い。 
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図５ 茶用反転鍬での処理 図６ 油圧ショベルによる処理

株ゆるめのイメージ 

①事前対策 

＜新植＞ 

・ほ場における排水がしっかりできるように、明きょまた     

は暗きょの設置。 

・透水性が良く通気性の高い土壌にするように土づくりを 

行う。  

・植え付けには高盛または高畝にして、マルチをして土壌 

 を乾燥させる。 

＜幼木～若木＞  

 ・株ゆるめ処理 

軽い断根と土壌中の孔隙をつくること

で樹体水分を減少させ、あるいは上昇を

抑えて耐凍性を強化する技術で、初冬季

の凍害抑制効果を得るには 11月中をめど

に、春季の凍害に対しては 12 月下旬～２

月中旬の処理で効果が得られる。 

１～２年生の幼木では、根の張りが少 

ないので、茶用反転鍬やスコップなどで 

人力で株元をおこして断   

根させることができる。 

しかし、３年生以上になる 

と人力では断根処理が困 

難なため、油圧ショベルを 

活用し、バケットを改良し   

て爪を付けてフォーク型 

バケットとし、株を持ち上  

げるようにして断根する方 

法があり効果も高い。 

ただし、この方法は油圧ショベルや改良バケットが必要となるため、コスト、技術

も必要な対策である。この技術の詳細については、岐阜県中山間農業研究所のホーム

ページ（http://www.k-agri.rd.pref.gifu.lg.jp）から検索できるので参考にしてほ

しい。 

 

(2) 雪害 

 雪害は暖冬の年ほど湿った雪が降りやすく、被害が出やすいとされる。雪の降る前か

らできる対策に取り掛かることが被害軽減につながるので、準備をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図７ モモの雪害 
図８ リンゴの雪害 

 図３ 高畝マルチ（クリ） 

図４ 株ゆるめのイメージ 

http://www.k-agri.rd.pref.gifu.lg.jp/
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①事前対策 

・果樹の雪害は、冠雪・加重・積雪の沈降や傾斜地等での積雪の移動時に発生する力

により、枝裂け・倒伏が発生する（この力は収穫時に荷重されるリンゴの重さの 100

倍以上といわれている）。 

 ・多雪地帯では、根雪前に荒せん定を行い、主枝等の太枝については支柱で補強する。 

  また、幼木を仕立てる場合には、主幹部を長く、骨格枝の分岐部を高くする。 

 ・リンゴ等では、野ネズミ・野ウサギ等による幹・枝等の食害が発生するので、幹の

周りに金網を巻き、必要に応じて忌避剤を利用する。特に幼木では被害が大きくな

るので徹底する。また、草生・敷きわらを行っている場合、野ネズミが巣を造りや

すいので、株元をきれいにしておく。 

 ・ナシ、ブドウ等の棚栽培では、降雪前にせん定を行い、中柱を入れて棚を補強する。

棚上の積雪が多ければ、雪を払い落とす。 

  ②事後対策 

 ・出来るだけ早く、園地の除雪を行う。除雪が行えない場合は、融雪促進のために、

消雪資材・土・木炭等を雪面に撒くとよい（散布後積雪があると効果がないので、

再度散布する)。樹が積雪に埋まった場合は、できるだけ早く雪中から枝を掘り起こ

す。 

・樹冠下の雪踏みを行い、雪層の沈降を少なくする。また、樹上の雪層と周囲の雪層

をスコップで切断し、沈降力を軽減させる。 

 ・大枝等の完全に裂けたものは、切り直しを行い、保護剤を塗布しておく。 

 ・程度の軽い枝裂け、ひび割れ等の回復の見込みのあるものは、カスガイ・ボルト等

で早目に固定し接合を図る。傷口には保護剤を塗り、病原菌の侵入を防ぐ。また、

側枝等についても同様に処理すると良い。 

・幼木等で倒伏したものについては、できるだけ根を切らないように起こして支柱を

添える。 

 ・棚栽培等で棚が損傷した場合は、速やかに補修する。直ちに補修困難な場合は、棚

を支柱で支え雪の沈降による被害を防ぐ。棚の倒壊がひどい場合には、周囲線等を

切り離すことも考える。 

 

３ 茶 

～気象災害対策～ 

(1) 雪害 

①被害発生の条件と様相 

多雪地帯の発生状況は、枝条の折損、茶樹の凍傷、株割れ現象などの雪の物理的圧

力による直枝の被害と、積雪、融雪によって誘起される赤焼病、灰色かび病、茶葉の

凍傷、排水不良園での湿害等間接的被害を表す。 

  一般的には、積雪量が多いほど、また雪質が湿っている場合ほど被害が大きい。地

形、場所、樹齢、樹型などによって被害様相は異なってくる。一方、寒干害の発生し

やすいような地形では、降雪によって株面の湿度低下を防ぎ、寒干害の被害を軽減す

ることもある。 

②事前対策 

枝条の折損、株割れ現象は雪の物理的圧力であることから、これらを防ぐには栽植

法、仕立て手法、手摘み園の結束、成木園の直接被覆法によって被害を軽減できる。 

③事後対策 

・枝条折損部の除去枝条が折れた場合、雪が解けてから折れた部分の下から切除し、
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樹冠回復に努める。 

・摘採面の整枝 

降雪が多いと摘採面が不揃いになり、そのまま摘採すると古葉や木茎が生葉に混入

し、荒茶品質が低下するため、摘採面を均一に浅く整枝する。整枝前には必ず株割れ

部分を元に戻してから整枝する。 

・更新による樹型確保 

被害がきわめて大きく、樹型確保が困難で一番茶の収穫が期待できない場合は、３

月になったら中切り、または台切り更新を行い、樹型回復に努める。  

 ・被害園の肥培管理  

   気象災害の共通的な肥培管理として、施肥量はやや多く、適期に施用する。また、

病害虫防除を徹底するとともに、湿害が出やすい茶園では排水に努め、樹勢回復に

つなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 雪解け後の株割れ状態 図 10 融雪後の赤焼けの症状 
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専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

農事組合法人の合併に向けた支援 

１ はじめに 

土地利用型の農事組合法人において、近年、米価の低迷や農業資材等の高騰、オペ

レーターの担い手不足が問題となっており、経営を取り巻く環境は厳しい状況にある。

特に中山間地域の農事組合法人においては、担い手不足に加え、管理する農地も条件

不利地が多く、より組織的な事業運営が求められる。今後は、生産性の向上や効率的

な農業経営を目的に、農事組合法人の連携による協業や法人合併を行う動きがみられ

ると考えられる。 

 一方、我が県では農事組合法人の連携事例について、ほとんど知見がなく、普及支

援の手法が確立されていない。そこで、農事組合法人の合併手法を整理する。  

 

２ 合併に係る支援体制 

合併に係る支援については、関係機関による支援チームの組織化が重要である。ぎ

ふアグリチャレンジ支援センター、ＪＡ岐阜中央会、ＪＡ、農業普及課、農業経営課

（農業革新支援専門員）で支援チームを組織し、常に情報共有を図ることを勧める。

また、合併に関しては、司法書士と税理士からの助言指導を受けることが不可欠であ

るため、農業経営者サポート事業を活用し、両士業との打ち合わせを重ねながら、現

地支援を進める必要性が高い。 

  【ポイント】 

○合併には、各種法律の確認が必要である。農業協同組合法、会社法（商業

登記法）、法人税法等、専門知識を有する機関との連携が不可欠である。 

 

３ 合併に向けたスケジュール管理 

農事組合法人の合併に向けて、必要な手続き等を確認してスケジュールの提案を行

う。合併を志向する法人役員等の意向を確認し、最初に合併効力発生日を定め、各種

手続きに必要な期間を考慮してスケジュールを組み立てる。 

【ポイント】 

○農事組合法人合併の効力発生日は登記申請日となることに留意する。 

（株式会社等では、登記に関わらず、効力発生日を設定することができる）。 

○スケジュールについては、司法書士に確認してもらうと良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 農事組合法人の吸収合併スケジュール例 
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４ 合併方法の選択 

  農事組合法人を合併する場合、新設合併か吸収 

合併かの選択が必要である。新設合併とは、消滅 

する法人の権利義務の全部を合併により新たに設 

立する法人に承継させるものをいう。吸収合併と 

は、消滅する法人の権利義務の全部を合併後存続 

する法人に承継させるものをいう。 

吸収合併は、新設合併に比べて必要な手続きが 

少ないことがメリットであり、合併にかかる手間   図２ 新設合併と吸収合併 

と時間を短縮できる。また、吸収合併の場合は存 

続法人の権利関係がそのまま残っているので、許認可等の再申請は必要ない。 

 【ポイント】 

○法人合併については、吸収合併を選択することが多い。 

○吸収合併の場合、どの法人が合併法人となるかの協議が必要である。 

 

５ 適格合併要件の確認と税務 

農事組合法人の合併に際しては、法人税法上の適格合併を行うことを勧める。非適

格合併となると、資産の引き継ぎが時価による譲渡とされるため、譲渡利益が発生し

た場合は益金に算入され、課税関係が生じる可能性があるからである。これに比し、

適格合併となれば、資産は帳簿価額により引き継ぎをすることが可能である。さらに、

被合併法人が農業経営基盤強化準備金を積み立てていた場合、適格合併によれば、残

高をそのまま合併法人へ引き継ぐことができる。したがって、土地利用経営体の農事

組合法人は適格合併を行う必要性が高いと考える。適格合併の要件は下記のすべてを

満たす必要がある。 

要  件 内     容 

１．事業関連要件 

 

・被合併法人の被合併事業と合併法人の合併事業が、相互に

関連するものであること。 

２．事業規模要件 

 

・被合併法人の被合併事業と合併法人の合併事業のそれぞれ

の売上金額、従業者数、資本の額等の規模の割合が、概ね

５倍を超えないこと 

３．特定役員引継要

件 

 

・合併前の被合併法人の特定役員のいずれかと合併法人の特

定役員のいずれかとが、合併法人の特定役員となることが

見込まれること。 

４．事業継続要件 

 

・被合併法人の被合併事業が、合併法人において合併後も引

き続き営まれることが見込まれること。 

５．従業者引継要件 ・被合併法人の従業者のうち概ね８割以上に相当する者が、

合併後に合併法人の業務に従事することが見込まれるこ

と。 

 

  【ポイント】 

○適格合併の要件の中で、「従業者引継要件」の解釈が大きな問題となり、

従事分量配当制を採用する農事組合法人においては、「誰が従業者である

か」が問われることとなる。この意味がわかる税理士に手続きや確認を依

頼したい。 
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６ 吸収合併に向けた各種手続き 

（１）合併契約書の作成と締結及び総会での決議 

   農事組合法人の合併には、合併契約書の締結と総会での決議が必要である。合併

契約書については、各法人の代表理事の間で締結すればよく、締結された合併契約

書について、臨時総会等を開催して組合員の承認を得ることとなる。 

   合併契約書には、合併の方法、合併法人の地区と出資口数、出資総額と準備金、

合併交付金の有無、効力発生日、財産及び権利義務の引き継ぎや資産管理、合併契

約の承認時期等について記載が必要で、各法人代表理事が押印して締結する。 

  【ポイント】 

○総会にて、総組合員の 3 分の 2 以上の多数による決議（特別決議）が必要

である。 

○吸収合併の場合、被合併法人については、総会において合併契約書の決議

と併せて、解散の決議も必要であることに留意する。 

○株式会社が作成する合併契約書と異なり、収入印紙（4 万円）の貼付は必要

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 農事組合法人の吸収合併契約書記載例 

 

（２）合併法人の定款変更に係る総会での決議 

合併に伴い定款の変更が必要な場合は、変更の手続きを行う。合併を行う場合、法

人の名称や地区、役員定数等の変更が想定される。定款変更は総会での決議を要する。 

【ポイント】 

○合併法人の定款で規定されている「組合の地区」に留意する。 

（被合併法人の組合員が、合併法人の組合員資格を有するかの確認である） 

○定款変更についても、総会での特別決議が必要である。 

 

（３）合併法人の役員（理事及び監事）の承認 

合併法人の役員を決定する必要があり、一般的には被合併法人の役員を合併法人の

役員として迎えることが多い。特に、後に述べる適格合併の要件を考慮すると、少な
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くとも被合併法人の代表理事は合併法人の理事となる必要がある。この場合に、合併

法人の総会により承認を得る必要がある。 

【ポイント】 

○任期満了による役員改選の場合を除き、総会で承認が必要な役員は、「新

たに役員となる者」である。 

○合併を機会に退任する役員がある場合は、退任の承認も必要である。 

 

（４）合併に係る事前開示書の作成と備え置き 

農事組合法人の合併については、「農業協同組合法第 73 条 4 項で準用する同 65

条 3 の第 1 項及び農業協同組合法施行規則第 209 条」に基づき、事前開示書類を備え

置かなければならない。備え置く期間は、合併法人については、合併契約締結日より

登記後６か月まで、被合併法人については効力発生日である登記日までである。備え

置く書類の内容は、合併契約の内容、被合併法人の組合員に対する出資割り当てに関

する事項、合併法人の資本準備金及び利益準備金、合併法人と被合併法人の計算書類

に関する事項等であり、被合併法人については、前述の書類に加えて合併法人の定款

も必要である。 

 

（５）官報公告（債権者保護手続） 

   農事組合法人が合併する場合、「農業協同組合法第 65 条第 4 項において読み替え

て準用する法第 49 条並びに第 50 条第 1 項及び第 2 項」の規定に基づき、利害関係

にある債権者に対して、官報による公告が必要である（債権者保護手続き）。この

債権者保護手続きは、官報による公告後 1 カ月間と定められている。 

  【ポイント】 

○官報公告の手続きについては司法書士に依頼したほうが良い。 

○留意すべき点は、官報公告の準備に２週間程度を要すること、主な債権者

がいる場合については個別に催告を要することである。 

 

（６）登記申請手続き 

登記の申請手続代理は司法書士の業務であるため、司法書士に委任する。合併法人

の変更登記の申請を行い、後に被合併法人の解散の登記を行うこととなる（同日申請

可能）。登記申請において、司法書士より合併法人及び被合併法人の合併契約承認に

係る総会決議の議事録が求められる。 

 

（７）合併に係る事後開示書の作成と備え置き 

   農事組合法人の合併について、合併法人は「農業協同組合法第 73 条 4 項で準用す

る同 68 条の 3 第 2 項及び農業協同組合法施行規則第 210 条」に基づき、事後開示書

類を備え置かなければならない。備え置く期間は、登記後 6 か月間である。備え置

く書類の内容は、合併効力を生じた日、債権者保護手続の経過、法令及び定款違反

の場合における請求手続きの経過、被合併法人から承継した権利義務に関する事項、

被合併法人が備え置いた書面(事前開示書類)等である。 

 

（８）行政庁への届出 

登記後 2 週間以内に行政庁への届出が必要である。合併法人は、所定の合併届と併

せて合併の理由書、事業計画書、定款、登記事項証明書を、被合併法人は解散届と併

せて解散時における財産目録、貸借対照表と損益計算書、解散決議を行った総会議事

録、登記事項証明書が必要である。 
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【ポイント】 

○手続きについて、司法書士には依頼できないので注意する。 

（司法書士が行政書士の資格を有していれば別である）。 

 

７ 最後に 

農事組合法人の合併について、全国的に普及組織による支援事例は少ない。司法書

士や税理士などの士業も同様であり、農事組合法人という特殊な法人の合併について

は、経験や知見も少ないのが実態である。こうした状況の中で、法人合併に向けて、

普及指導員が関係機関との間でチームを組織化し、情報共有を図り、確認を繰り返し、

手続きに瑕疵がないようナビゲートしていく事が大切である。 

また、手続きと併せて大切なことは、組織風土の異なる農事組合法人の理念や運営

方法等の摺合せである。農事組合法人の合併後には、法人の農業経営が順調にスター

トしていく必要がある。そのためには、合併手続きに入る前に、互いの法人役員が十

分な情報交換を行う機会を設けることや、既存の規約、規程内容を照らし合わせたり、

事前に農作業の共同オペレーションを試行したりするなど、十分な準備期間を設ける

ことも、円滑な合併には大切な事項である。 
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「食品産業戦略 食品産業の 2020 年代ビジョン」について 
 

はじめに 

 平成30年４月６日に農林水産省が、食品製造業の現状と課題、戦略の方向性および具体  

的な取り組みなどを取りまとめた「食品産業戦略」を公表した。副題に「2020年代ビジョ  

ン」とあるように、2020年代の日本の食品産業のあり方が提案されている。これは、食品  

製造業者や関連事業者等の関係者や有識者を交えた「食品産業戦略会議（平成29年５月  

から９回開催）」の中での議論を経て取りまとめられ、食品製造業の現状と課題、戦略の  

方向性等が示されている。  

なお、食品産業とは、「食品製造業」「食品流通業」「外食産業」を指しており、食品

市場全体の中の加工・流通に関係する産業部分である。非常に広い範囲であるが、食品産

業が俯瞰でき、事業者は自分の立ち位置を確認できる。これまで一部データ等について、

６次産業化に係る事業者に提供してきたが、2020年を迎えるにあたり、本戦略の中から知

っておくとよいと思われる内容「食品製造業の現状と課題、戦略の方向性、事業者が具体

的に取り組むべき事項」について概要を紹介する。  

 

１ 食品製造業の現状と課題について 

 日本の食品製造業は、他の製造業と同じく中小企業が99.6％を占めている。 

しかし、他の製造業と異なり従業員１千人以上の大工場は極めて少ない。各事業者が製造

する品目ごとに相違はあるものの、一般的に共通する現状の「強み」「弱み」「機会」「脅

威」は下表の項目が挙げられる。 

強み ５つの「高い」に支えられた「強み」 

（１） 世界に誇る「高い」水準の生産工程と「高い」製品の品質 

（２） 次々と新商品を投入する「高い」商品開発力 

（３） より安定した輸送や長期の保存を可能とする「高い」包装・充填技術  

（４） 短時間に「高い」鮮度で提供できる物流網 

（５） 伝統、地域性、機能性に支えられた「高い」ブランド力 

弱み ５つの「低い」に現れる「弱み」 

（１）「低い」付加価値 

（２）「低い」労働生産性 

（３）「低い」給与 

（４）「低い」設備投資による設備の老朽化、安全性対策への懸念  

（５）「低い」海外事業比率（輸出と海外投資） 

機会 将来を期待できる「機会」 

（１）和食や日本独自の食品への関心の高まり 

（２）健康・医療等に資する食の機能性への世界的関心の高まり  

（３）電子商取引の普及に伴う流通の多様化 

脅威と課題 直面する脅威と課題 

（１） 少子化・高齢化に伴う人口減少による国内市場の縮小 

（２） 人手不足が将来的に確実な中での人材確保 

（３） 食品の安全性に係る規格・認証の要請と安心への関心 

（４） 環境・社会・ガバナンス（ESG）に配慮した事業活動の要求 

（５） 多発する自然災害でも求められる持続的供給 

（６） 世界の食市場に伴う原材料争奪の激化 
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２ 戦略の方向性 

 少子化・高齢化による人口減少社会において、このまま人口減少のペースに合わせて

需要が減少すれば、日本の食品産業の規模は 2050 年には現在の４分の３になってしまう。

人口減少社会において食品産業が競争力を増すために、「需要を引き出す新たな価値創

造」「海外市場の開拓」「自動化や働き方改革による労働生産性の向上」の３つの戦略

と目標が提示された。また、これらの戦略を推進するために、その障壁となり得る危険

性を把握し、その発生を予測して対策を講ずること、また万が一危機が生じた場合には

その損害をできる限り抑えて早期に回復することが重要であることから、戦略の基盤と

して、生産拠点としての危機管理と環境整備も提示された。 

 

戦  略 目 標 

第一 需要を引き出す新たな価値創造  付加価値の３割増 

第二 海外市場の開拓 海外売上の３割増 

第三 自動化や働き方改革による労働生産性の向上 労働生産性の３割増 

 

 

３ 戦略にそって事業者が具体的に取り組むべき事項 

（１） 第一の戦略：需要を引き出す新たな価値創造における取組 

付加価値の高い商品・サービスを顧客の支持を得て提供できるようにするには、「そ

ういうものがあったら確かに買いたい」と思われるような新しい市場を見いだし、その

魅力を顧客に訴えることが必要となる。食品産業の難しいところは、流行が不連続であ

り、少し前の時期の技術や流行からの積み上げだけでは必ずしも魅力ある商品やサービ

スを生み出せない。付加価値を高めるための価値創造の具体的な取組として下記の項目

が提示されている。 

①  企画・開発力の向上に向けた人材確保・人材育成 

②  技術開発で今までなかった商品を生み出す 

③  簡便化・外部化の需要に応じた商品開発 

④  高い品質でプレミアムな商品を提案 

⑤  健康増進や栄養バランスにつながる機能性に訴える商品 

⑥  包装・容器の高度化による魅力向上 

⑦  新たな切り口で既存の商品の魅力を訴える 

 

（２）第二の戦略：海外市場の開拓における取組 

食品産業において海外事業の強化に向けた積極姿勢が高まっている。拡大する海外市

場においては、我が国の食品の強み・独自性を訴求しつつ、現地の食文化や市場の成熟

度合いに応じて需要開拓を図る必要がある。輸出の現場で日本の生産者に対し海外のバ

イヤーから説明の少なさが指摘されることが多く、生産者は商品の説明を増やす姿勢が

必要である。また、海外市場の開拓に向けたプロモーションは海外だけでなく、訪日外

国人旅行者に行うことで、旅行者が帰国した後に、同じ食品を楽しみたいと思えば輸出

の増加にもつながる。国内での販売は輸出ほどの負担やリスクはないので、まず、国内

で外国人旅行者による嗜好を確認し、また自らの商品を訴求することから始め、輸出の

準備を進めることもできる。 

なお、海外市場の食品規制を正確に把握する、温度管理された物流インフラを構築す

る、といった取組を個々の食品メーカー、特に中小規模のメーカーが自ら行うことは困

難である。持続的な輸出に成功した事業者ほど輸出を自ら手がけることはなく、適切な

パートナーと連携し、自らは商品開発や生産に専念できる状態を作り出していることか
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ら、より多くの事業者がこうした状態に恵まれるよう、政府で必要な情報を調査し、場

合によっては相手国政府に確認する、輸出に活用できる物流インフラを整備するといっ

た環境整備を行うことが重要であると記されている。 

県内の事例【小林生麺のノングルテンヌードル】 

小林生麺株式会社は、グルテンフリー市場の急成長に着目し、平成 22(2010)年から本格的

にグルテンフリーの生米粉麺の製造に取り組み、平成 27(2015)年には、アメリカグルテンフ

リー協会(GFCO)の認証を取得した。米粉を原料としたパスタ、ラーメン、うどんなどの「グ

ルテンフリーめん」を米国、イタリア、香港など 9 か国に輸出している。 

 

（３）第三の戦略：自動化や働き方改革による労働生産性の向上 

 今後、人材確保がますます困難となる中、特に中小企業・小規模企業においては、機

械化やＩＴ化、人材育成による高度かつ効率的な作業の実現により生産性向上を図る取

組も重要である。 

自動化や働き方改革による労働生産性向上の具体的な取組としては、下記の項目が挙げ

られている。 

ただし、事業規模の違いや、製品の性格や販売戦略の違い、様々な生産形態の違い、

さらには、自動車や電機機器の製造業のように部品を物理的に組み立てる組立型生産で

はないといった側面等に留意する必要がある。 

①  ロボットの導入などの設備投資 

②  ＩＯＴ、ＡＩ等を活用した省人化・低コスト化 

③  「働き方改革」による人材確保と労働生産性の向上 

④  賞味期限の見直しによる破棄ロスの削減 

⑤  物流の共同化等によるコスト低減 

 

 

４ おわりに 

 「食品産業戦略 食品産業の 2020 年代ビジョン」はＡ４で 62 ページにまとめられて

おり、今回は主要な項目の一部を紹介した。有識者の発表内容や、事業者の事例、農

林水産省の取組も記載されているので参考にしていただきたい。   

  県内農業者（事業者）が取り組む６次産業化の事業規模等からは、かけ離れた部分

が多いと感じるかもしれない。しかし、六次産業化法に基づく総合化事業計画の認定

を受け、事業に取り組んでいる県内農業者（事業者）の中には、戦略に掲げられてい

る具体的な取り組みを行っている、または行おうとしている農業者がいる。先進的な

農業者（事業者）への支援の際に必要な情報として知っておきたい。 

 

 

引用資料 

 食品産業戦略 食品産業の 2020 年代ビジョン 農林水産省 
 （http://www.maff.go.jp/j/shokusan/seizo/vision.html） 
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