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 今 月 の 農 政 情 報  

 

県産花き振興に関する海外戦略について 

～ H30中国江西省・香港における取組み ～ 
 

１ はじめに 

平成２７年に策定した「清流の国ぎふ花き振興計画」は、１花きの文化の振興、２園芸福祉の推進、

３花育の推進、４花きの安定供給、そして５花きの販路開拓の５つの柱から成り、県はこれに沿って各

種施策を推進している。今回紹介する県産花きの海外戦略は５つ目の柱にあり、人口減少による国内需

要の縮小を考慮し、新たな販路開拓につなげるために取り組むものである。県産花きの輸出は平成２３

年から国内の花き市場を通じて試験的に行って以来、輸出量・輸出額ともに年々少しずつ増加、平成２

９年度は中国、香港、台湾などへ輸出し、輸出額は約１千万円となっている。 

他方、平成３０年は、岐阜県と中国江西省とが友好提携を交わして３０年にあたる年であり、岐阜県

園芸特産振興会花き部会と江西省花卉協会とが花き産業の交流促進に係る覚書を締結してから１０年に

あたる年でもあった。県では中国江西省南昌市で開催される３０周年の記念行事のため、知事をトップ

とする訪問団を結成し１１月７日から９日にかけて同市を訪問した。またその後知事は香港にも訪問し

た。 

県内の花き業界では、清流の国ぎふ花き戦略会議が輸出に関心のある生産者を募り、知事の訪問にあ

わせて現地で県産花きのＰＲを行ったので、その活動内容を報告する。 

 （本文にある通貨の目安は、１元≒１６円、１香港＄≒１４円） 

 

２ 中国江西省における取組 

中国江西省における取組は大きく分けて２つある。１つは江西省花卉協会と関係を深化させる内容で

再び覚書を交わし新たな関係を築くとともに、関係者との情報交換を行うこと、もう１つはフランネル

フラワーなど県産切花を現地へ輸送し、３０周年のレセプション会場において県産花きを使用した花飾

りを制作し岐阜県を強く印象づけることである。 

(1) 覚書締結に向けた取組 

   ①  江西省農業庁との意見交換 

      覚書締結にあたり、江西省農業庁を表敬訪問し意見

交換を実施。副庁長からは、「農業分野では米や淡水

魚を他省へ供給しており、野菜、果樹、茶にも力を入

れている。岐阜県の農業技術は非常に高いので、覚書

の内容に基づき、今後も人的・技術・情報の交流に努

めたい。」との意見があった。また、「江西省にも古

い村があり、白川村のように観光地化をめざしたい。

この面でも交流が図れるとよい。農業と観光を結びつ

けて活性化を図ることが望ましい。」と言った意見も

聞かれた。 

 

②  江西省花卉協会との意見交換 

      江西省花卉協会では、姚技会長をはじめとする幹部との意見交換に臨んだ。 

      同協会には、盆栽協会、蓮協会など８つの下部組織があり、事務局は７人のプロパー職員が運営

している。また会員は４００人で、ウイチャット（通信アプリ）会員が２，０００人いる。業務と

しては、国内外の花卉協会との交流、花き展示会による家庭への花の普及、そして花きを材料に加

工した商品開発・販売などを行っている。 

農業庁での意見交換 
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江西省での花き小売額は年々伸びており、単価もアップ

している（ブーケ単価：２年前８０元→現在２００～３０

０元）とのこと。中国では切花が家庭需要の中心であるが、

今後は鉢物の伸びが予想されると伺った。また生産面では、

江西省内の花き生産ハウスは簡素な施設が中心。政府が建

設する施設は、環境制御温室など近代的なハウスだが、う

まく活用されていないとのこと。このような施設の活用の

ため、岐阜県からノウハウを学んで連携したいとの意見が

あった。 

今後の交流については、人的交流の面で若い世代の交流

が重要となること、また、モノづくり・商品づくりの面では、技術者の交流が必要であること、さ

らに文化交流の面については、互いの歴史文化を理解することが重要との内容を確認した。このた

め、ＳＮＳを活用し、中国における花きの家庭需要の推進に向けた生活スタイルに合わせた商品づ

くりについて情報交換を行っていくとともに、中国側で興味を持っている寄せ植えを提案していく

こと、華道など伝統文化の他、花いけバトルなど新たな取り組みを紹介していくことも有効だと感

じた。 

 

③  花き産業発展に関する覚書を締結 

      江西前湖迎賓館において、知事、県議会議長、さらには江西省長らの立会いの下、岐阜県園芸特

産振興会の加藤花き部会長と江西省花卉協会の姚技会長が、花き産業発展に関する覚書に署名。両

団体で締結された前回の覚書から１０周年の節目を機に、将来にわたり関係を深めていくことを目

的として、以下の項目を進めていくこととした。 

 

        ◆ 相互の信頼に基づく人的交流の促進 

        ◆ モノづくり・商品づくりに係る技術及び情報の交流を促進  

        ◆ 両国の花き文化発展のための交流 

 

なお、覚書の署名を行うテーブルには

岐阜県産及び江西省産の花きを使用した

花飾りを制作し、友好ムードを盛り上げ

た。 

 

 

 

 

(2) 県産花きを使用した花飾りの制作に向けた取組 

   ①  県産花きの輸送 

      県省交流の３０周年記念レセプションに県産花きを使用した花飾りを制作するため、これまで輸

出実績のないフランネルフラワーなどの切花の中国への輸送を計画したが、これに取り組むにあた

り、以下の点が大きな課題として挙げられた。 

 

     ◇ 日本国内で植物の輸出のノウハウがある業者が必要であること 

◇ 中国側で省から植物輸入業の許可を得ている受入れ業者が輸入を行う必要があること 

◇ 受入れ業者が品物を受け取った後、江西省南昌市の会場まで輸送する手段が確保できること 

 

      １つ目の課題は、将来的な県産花きの輸出も視野に入れ、全国農業協同組合連合会岐阜県本部（全

農岐阜）に担当していただくこととした。 

花卉協会幹部と記念撮影 

花き覚書への署名 
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２つ目の課題が極めて困難であり、これがクリアーできないため日本国内の大手物流会社も輸送

不可という回答であった。江西省花卉協会にも事前に問い合わせたが、江西省内に輸入許可業者が

いないことが判明した。 

そこで、県内生産者からさらに情報収集を進めたところ、江西省に隣接する浙江省に植物の輸入

許可を持つ企業があることがわかり、その日本担当者に連絡して交渉、浙江省内で検疫を受け、荷

物受け取り後江西省まで輸送する業務の委託にこぎつけた。これにより３つ目の課題も解決した。 

１０月に試験輸送を実施。フランネルフラワー、バラ、カーネーションの３品種を輸送した結果、

杭州蕭山空港での植物検疫において小さな虫（種類不明）が見つかったため、検疫終了までに３日

間の時間を有し、このうち１箱分の切花（３種類のそれぞれ一部）が没収された。 

輸送ルートができたことが確認できたので、１１月の３０周年記念行事に向けて輸送を行った。 

 

＜輸送花き＞ 

フランネルフラワー １２０本（４箱）、バラ ２１０本（７箱）、カーネーション ９０本（３箱） 

      箱サイズ：６５０ｍｍ×３００ｍｍ×１５０ｍｍ 

 

＜輸送行程＞ 

 

10/30 出荷 10/30 宅配便（クール）・冷蔵倉庫 11/1 

花き 

生産者 

 

全農岐阜 

 JA 全農インター

ナショナル(株) 

 国内検疫後 

(羽田空港発) 

 

11/1  11/2 引取 11/2 陸路 11/3 

(杭州蕭山空港着) 

 
輸入 

検疫 

 
中国浙江省

企業 

 

江西省花卉協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  県産花きを使用した花飾りの制作 

      花飾りについては、大垣市のフラワーショップあやのデザイナーである柿本亜矢氏が、輸送した

県産切花と現地で調達した花材を使い、県省交流の３０周年記念レセプションの会場に制作した。

花材の調達では江西省花卉協会に協力いただき、現地の小売店では購入できなかった竹などの枝物

を入手することができた。レセプション前日より会場入りし、作品の制作を進めた。なお、中国側

のデザイナーと双方で１作品ずつ制作し、ステージの両端に飾ることとした。 

      レセプションでは双方のデザイナーから花飾りのテーマなどについて語る場面もあり、岐阜県か

ら輸送した切花、中でも中国に無いフランネルフラワーについて大いにアピールすることができた。

また柿本氏の花飾り作品は大変好評であり、レセプション参加者に日本の活け花の技術をみせるこ

とができた。 

 

空輸 

到着後の様子（箱の外見） 花は無事届いたが、中で蒸れて一部にカビが発生していた 
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(3) 江西省の花事情について 

南昌市内で花き小売店が１０店舗程度連なる通りの一画を視察。店内は切花を主体として陳列され

ており、雲南省昆明市及び広東省広州市の卸から直接仕入れていた。ケニア（バラ）、エクアドル（ミ

ニバラ）、ベトナム（小菊）、オランダ（チューリップ）、日本（グロリオーサ）からの輸入花も扱

っている。 

切花は、ばら売りの他、作り置きのブーケとして販売されている。ブーケの人気品目はユリとバラ

で、１５０～４００元の価格帯で、ばら売りの場合は３～５元/本（バラ、カーネーション）の価格帯

で販売されている。鉢物はサンセベリア、パキラ、スパティフィラム等の観葉植物、コチョウランや

多肉植物などが販売されている。この中でも、多肉植物の人気が高い。 

視察先の経営者によると、ここ数年で家庭に花を飾る人や誕生日等に花を贈る人が増えており、売

上も年々増加。８年前に１店舗で経営を開始したが現在では３店舗まで拡大し、今後も引き続き売上

アップを見込んでいるとのこと。一カ月の店舗家賃は３，０００元。１日当たりの売上は約１，５０

０元。仕入れ値の３倍で販売しているが、仕入れ値は年々上昇しており、その分値上げしている。 

繁忙期は１０月のブライダルシーズンから春節需要の２月末までで、それ以外の時期でも毎月１日、

１５日は仏壇に花を飾る習慣がある他、誕生日などのプレゼント需要も伸びている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 香港における取組 

中国江西省から続きで香港に渡航。清流の国ぎふ花き戦略会議では、知事の香港訪問にあわせ高級生

花店である Hay Fever Floral＆Gifts において、岐阜県産花きフェアを開催し、香港市民に対し岐阜県

産花きのＰＲを行った。 

(1) 県産花きの輸送 

香港への花き輸送については、実績のある豊明花き株式会社に委託して実施。輸送手段や検疫等の

課題は特に無かった。１５の生産者・団体から約４０種類の商品（計約１，０００鉢・本）を輸送し、

店頭に並べた。商品は全て英語と広東語で表記し、壁には広東語のポスターも貼って雰囲気を盛り上

げた。 

 

制作風景 完成した花飾り 

調印式のテーブルの花飾り 

生花店が集まるエリア 価格帯 150～400元 



- 5 - 

(2) 県産花きフェアの開催 

１１月１０日岐阜県産花きフェアを開催。フランネルフラワー

など初めて目にする花もあり、また土曜日ということもあって、

店舗は多くの来客で賑わった。また店舗の２階では香港のデザイ

ナーによる岐阜県産花きを使ったアレンジメント教室を開催。こ

ちらも大変賑わっており、香港市民の花への関心の高さを伺うこ

とができた。 

午後４時過ぎに知事、県議会議長らが店舗に到着。店舗の責任

者の案内でフェアを実施している１階店内および２階のフラワー

アレンジメント教室を視察。その後、店舗責任者らと会談し、県

産花きの印象などについて意見交換を行った。 

     店舗責任者の意見としては、フランネルフラワーは非常に人気

があったとのこと。ただ一方でその他の商品の中にはありふれた

ものもあり、香港の市場ニーズに適しているとは言い難いものも

あった。岐阜県の生産者の能力が高いことは認識しているので、

今後も素晴らしい商品を期待している。また岐阜県のプロモーシ

ョンを実施するのであれば協力するとのことであった。 

 

(3) 香港の花事情について 

香港の生花店が集中するフラワーマーケットロードには、約１

００の生花店があり、滞在した金曜夕方、土曜日は非常にお客さ

んが多く購買が旺盛であった。ただ、以前は通りのすべての店舗

が花を販売していたが、最近は一部が雑貨屋などに変わっている

ところもある。 

商品は安価な中国産、中間価格帯のオランダ輸入品が主で高価

な日本産はマイナーな存在であった。販売スタイルは、卸売りの

ような切花２０本を束ねて紙で巻いただけの売り方、完成したア

レンジメントでの販売、入荷したままの鉢物、鉢をきれいなもの

に入れ替えたものでの販売など様々なものがみられた。また、盆

栽（中国産）や観葉植物の大物鉢にはＳＯＬＤ札が貼ってあるも

のが見られ、それは後で店側が配達する他、買主の運転手や家政

婦が取りに来るとのことであった。 

通りにある多くは昔ながらの店構えと販売方式だが、ここ数年

は、Hay Fever Floral＆Gifts の店舗改装（2010年頃）がきっか

けとなり、周囲にお洒落な店が増えてきたとのこと。最近改装さ

れた中には、日本の青山フラワーマーケットを意識したような店

もあり、またそのような店は欧米人客が目立つ印象だった。 

店舗の外観 

輸送された荷物（段ボール）

の内部。小物は寝かせた状

態で密に詰められていた。 

開封したとき、マムの一部で

下葉の黄変が見られた。 

フェア会場の様子 

会談の様子 

通りの様子 

陳列されている花 



- 6 - 

花束については、もともと香港で販売されていたスタイルは、日本の葬儀で飾られるような上下幅

をつかって花を並べる方式だったのが、欧米式のラウンド型へ変化しつつあるとのこと。香港ではバ

レンタインや誕生日、卒業祝などで花束（５０～４００香港＄）を贈る習慣がある。また近年は育て

やすさ管理のしやすさから、多肉が人気となっている。販売単価は日本の２～５倍。 

 

４ 終わりに 

中国江西省での記念行事および香港での県産花きフェアにおいて、現地の方々の反応に手応えを感じ

ることができ、フランネルフラワーをはじめとした岐阜県産花きの効果的なＰＲを実施することができ

た。両地域ともこれから人口および富裕層の数が増えてくること、また文化的水準が高くなることから、

今後花きの需要はどんどん伸びていくと考えられる。中国はまだ市場等に自由度が無く、日本産の花き、

特に鉢物の輸入がほとんどできないが、香港においては日本国内の各県（産地）が積極的に市場開拓を

行っている。岐阜県としても今回のフェアでできた生花店との関係を継続し、取扱量を増やしていくよ

うな働きかけを行っていく事が重要である。 

今後、県内の輸出に関心の高い生産者に呼びかけ、対象地域での需要の高い商品づくりなどの研究を

進め、県産花きの輸出量を増加させていきたいと考えている。 
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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 

◆  １２月下旬～１月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

 

１２月下旬は、前半天気は周期的に変わり、後半は

冬型の気圧配置となり晴れまたは曇りで、雨や雪に

なったところがあった。 

平均気温は、岐阜は平年並、高山は高く、降水量は

岐阜は平年並、高山は少なく、日照時間は、岐阜、

高山ともに平年並となった。 

 １月上旬は、冬型の気圧配置と寒気の影響で雪と

なる日が多かった。 

平均気温は、岐阜、高山ともに平年並、降水量は、

岐阜、高山ともにかなり少なく、日照時間は、岐阜、

高山ともに多くなった。 

 １月中旬は、冬型の気圧配置が長続きせず天気は

周期的に変化した。 

平均気温は、岐阜、高山ともに高く、降水量は、岐

阜、高山ともに少なく、日照時間は、岐阜は平年並、

高山は多かった。 

  

 

 

 

 

 

今後の気象予測 

◆  東海地方１か月予報 １月２６日～２月２５日までの天候見通し  

名古屋地方気象台１月２４日発表  

 

 平年と同様に晴れの日が多く、岐阜県山間部では、平年と同様に曇りや雪の日が多い。 

 向こう 1か月の気温は、ほぼ平年並みの見込みであるが、２週目は寒気の影響を受けやすく、気温が低く

なる見込みである。湿った空気の影響を受けにくく、向こう 1か月の降水量は平年並か少ない見込みである。

岐阜県山間部では、１週目はじめと、２週目の寒気の影響で、向こう１か月の降雪量は多い見込みである。 

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

 週別の天候は、１週目は、強い寒気や気圧の谷の影響で雲が広がりやすい日が多く、期間のはじめは雪の

降る所もある。岐阜県山間部では、雲が広がりやすく、期間の前半は雪の降る日が多い見込みである。 

 ２週目は、冬型の気圧配置が強まりやすく、平野部は平年と同様に晴れの日が多く、岐阜県山間部では平

年に比べ、曇りや雪の日が多い。 

３～４週目は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多く、岐阜県山間部は、平

年と同様に、曇りや雪の日が多い。 

 

2018～2019 冬作半旬気象図(岐阜市) 

(平年：細線、本年：太線) 
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１ 麦  類 ～暖冬対策～ 

 今年は、11月の播種作業期間の気温が平年より高く、降水量も少なかったことから播種作業は順調に進ん

だ。12月以降も寒気の影響を受け気温が低くなる日はあったものの、気温は平年並から高い暖冬傾向が続い

ている。この間麦の出芽は順調で、その後の生育（草丈・茎数・葉令）は平年並から旺盛となっている。 

 ２月下旬までの天候は、平均気温は平年並で、特に平野部では平年と同様に晴れの日が多く、山間部では

曇りや雪の日が多くなる見込みとの予報である（東海地域１か月予報：名古屋地方気象台１月 24日発表）。 

 暖冬傾向が続くことにより、特に播種期が早く平年より葉令が進んでいるほ場では茎立ち期（主茎の稈長

が２cmになる頃）に入るのも早まることが考えられ、茎立ち期以降は降霜による凍霜害が心配される。また

現在茎数が非常に多いほ場では急激な茎数の低下が心配されるため、今後の麦の生育には十分に注視する。 

 

＜凍霜害について＞ 

(1) 凍霜害のメカニズム 

 ・  凍霜害は、幼穂分化から出穂までの長期に亘り発生し、幼穂凍死および穂の奇型や部分不稔など主に   

穂に現れ収量に直接影響する。 

 ・  幼穂凍死は、茎立ち期以降に節間伸長を始め幼穂が地上に押し上げられて、そこで低温に遭遇すると   

発生する。また、稈長５cm程度以上になると幼穂の発育程度に関係なく凍死が見られる。 

   〇  幼穂凍死の温度（幼穂位置の温度） 

       小麦：幼穂長２～10㎜頃の幼穂位置の温度－２℃以下、幼穂長 20㎜頃に０℃以下 

       六条大麦：幼穂長７㎜以降に－４℃以下 

 ・  出穂前８～10日頃に－１～－1.5℃の低温に３～４時間遭遇すると花粉不稔が発生する。 

 ・  開花期頃に＋２℃程度の低温でも持続時間によってはかなりの不稔を生じる。 

 ・  幼穂付近の温度は、穂の地表面からの高さにより気温より低温となっていることがあることに注意。 

(2) 品種並びに栽培方法による被害の差 

 ・  幼穂凍死の品種間差異は、節間伸長の早晩に密接に関係する。つまり秋播性程度が低いほど節間伸長

開始時期が早く、低温に遭遇し凍霜害が発生する傾向がある。 

 ・  小麦は、大麦に比べ幼穂分化程度の割に稈の伸長が大きく、凍霜害の危険性が高い。 

   〇  小麦品種の秋播性程度 

       タマイズミ（播性程度Ⅱ） ＜ イワイノダイチ・さとのそら（播性程度Ⅳ） 

 

＜今後の技術対策＞ 

(1) 凍霜害回避のための踏圧作業 

 ・  踏圧のねらい：節間伸長(茎立ち)時期の遅延 

     麦踏みは、根張りを良くし麦を硬化させることで耐寒および耐乾性を高め、凍霜害の回避や倒伏防

止、有効茎の確保に有効。さらに分げつ促進の効果がある。 

 ・  実施時期と回数：作業開始（本葉３葉期）～茎立ち前（２月上旬)に行う。 

     茎立ちの高さ１cm以下で幼穂長１mm以下の場合は、踏圧作業は可能と考えられるが、冬期において

も低温で降水量が多い地域では、凍上害よりも排水不良が問題となっており、１回のみの実施とする。 

 ・  踏圧方法：麦踏みローラーはゆっくり走らせる。 

     土壌水分が高いときの麦踏みは、土が締まって根張り及び排水性も悪くするので厳禁である。ただ

し、土壌が乾燥している状態であれば、トラクター車輪による踏みつけの害はほとんどない。 

 ・  低温に遭遇した時の対応 

  ａ．主な地域の生育状況と穂の状況を品種別に確認する。 

  ｂ．凍霜害の程度が小さく生き残った穂の充実を図ることとする。幼穂の大部分が凍死し、遅発茎を確

認した場合には、速効性の硫安等を施用（窒素成分：2.0kg/10a）し、穂の養成を図る。 

  ｃ．「イワイノダイチ」は「タマイズミ」に比べ茎立ちしにくいが、早期播種により生育の前進がみら

れる場合は減数分裂期以降の凍霜害の危険性は同様であり、生育の様子を注視する。 
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(2) 雑草対策 

 ・  播種後に散布した除草剤（土壌処理剤）は、30～40日で残効が無くなっている。また今年は暖冬傾向   

であり、今後スズメノテッポウやヤエムグラなど雑草の発生が目立つことが危惧される。雑草の発生が

確認された場合は生育の中盤以降に使用できる除草剤により除草する。その際は、必ず使用時期や使用

量等を確認する。 

(3) 排水対策 

 ・  暖冬年は一般的に雨が多いとされ、十分な管理作業が出来にくいことがある。そのため生育への悪影

響の回避と、確実な適期作業が出来るよう排水溝の整備を常に怠らないようにする。 

(4) 追肥並びに穂肥 

 ・  麦は、水稲のように栄養生長から生殖生長に変わる転換期があるわけではないため、通常は主茎が７

葉期に達した頃（２月下旬～３月中旬頃）に穂肥を施用する。 

 ・  今年は、暖冬による生育量（茎数）が繁茂気味となり、葉齢が平年より進んでいる株が見られ、リニ

ア型被覆尿素肥料の肥効の持続性が懸念される。 

  〇  中庸株で７葉期以上に達し葉色が大きく低下しているほ場 

   ⇒  ２月中旬から規定量の穂肥を実施する。 

  〇  中庸株で６葉期以上に達し葉色が大きく低下しているほ場 

   ⇒  ２月中旬までにＮ成分量 1.0～1.5kg/10a程度の追肥（速効性の高度化成または硫安）を施用した

後、３月上中旬に規定量を上限に生育状況及び葉色を確認して施用する。 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

労働契約の解約に係る制限 

 

１ はじめに 

労働市場における人材不足の解決策の一つとして、昨年、改正出入国管理法が成立し、外国人材受け

入れのため創設された新在留資格「特定技能」に期待が高まっている。農業分野において、この特定技

能資格は、栽培管理のみならず農産物の出荷や選別等も作業の対象となるため、制度の活用が進むと考

えられる。今後は益々の雇用多様化が進むため、雇用を視野にいれて規模拡大を目指す農業経営者にお

いては、労務管理知識の醸成を含め労働者を雇い入れる環境の整備が必要である。 

人材不足であるからといって、「とにかく誰でも良いから雇用したい」という考え方は労使トラブル

の原因となる可能性がある。そのトラブルとなる最も多い事案は「労働契約の解約（以下、解雇という。）」

である。労働者を雇用するということは、使用者である農業経営者には大きな責任があり、今回は、こ

の「労働者の解雇」について改めて考えたい。 

 

２ 法令上の解雇に係る規定と考え方 

(1) 民法 

民法 627条 1項に「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入

れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から２週間を経過することに

よって終了する」と規定されている。民法上、使用者の解雇権は保障されているようであるが、使用

者による一方的な解雇は、労働者の生活等に重大な影響を与えるものであるため、他の法令に解雇制

限の規定が設けられている。 

(2) 労働基準法 

労働基準法 20条１項に「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも 30日

前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払

わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった

場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない」と規定さ

れている。労働基準法上、解雇手続きを経ることにより、または労働者に帰責性があれば解雇するこ

とが可能にみえるが、実際は労働契約法にてさらなる規制をかけている。 

(3) 労働契約法 

労働契約法 16条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない

場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されている。これは、2003年の労働基

準法改正時に、それまで判例法理として存在していた解雇権濫用法理が条文化された後、労働契約法

成立時に当該条文が労働基準法から労働契約法に移されたものであり、これが解雇理由や解雇手続き

に対する一般的な制限であると考えて良い。 

 

３ 労働契約法の「客観的合理的な理由、社会通念上の相当性」とは何か  

(1) 客観的合理的な理由とは 

労働基準法 89条に、就業規則作成義務を負う使用者に対し、解雇事由を「退職に関する事項」の一

環として就業規則に記載することを義務付けている。また、労働基準法 15条に、解雇事由は、労働契

約時に書面を持って労働者に明示する（雇用契約等）ことも必要とされている。したがって、客観的

合理的な理由と認められるためには、最低限、就業規則や雇用契約等に記載されている解雇事由に該

当しなければ、解雇権濫用として無効となる可能性が高い。 

(2) 社会通念上の相当性とは 

解雇について、たとえ客観的合理的な理由に該当する場合であっても使用者は当然に労働者を解雇

できるわけではなく、社会通念上の相当性がなければ解雇権濫用として無効となる可能性がある。一

般的に、この社会通念上の相当性の判断に際しては、労働者に有利な事由が広く考慮され、労使の事

実関係の下で労働者を解雇することが苛酷に過ぎないか等の点が考慮される。 
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４ 判例から見る「社会通念上の相当性」の判断  

(1) 判例事例１「寝過ごしにより２度の放送事故を起こしたアナウンサーに対する解雇は有効か？」 

①  概要 

放送事業を営むＹ会社のアナウンサーＸが、２週間の間に２度、宿直勤務の際に寝過ごしたため、

午前６時からの定時ラジオニュースを放送できず、放送が５分間又は１０分間中断してしまった。

Ｘは２度目の放送事故について直ちに上司に報告せず、かつ、事後の報告の際にも事実と異なる報

告をした。Ｙ会社は、就業規則に規定する普通解雇事由に基づき、Ｘを普通解雇した。 Ｘは、解雇

は無効であるとして訴えを提起した。 

   ②  判決「労働者勝訴」 

Ｘの起こした放送事故はＹ会社の対外的信用を著しく失墜するものであり、Ｘは、事故直後に自

己の非を認めなかったことを考慮すると、Ｘに非がないということはできない。しかし、放送事故

はＸの過失によるもので悪意・故意によるものでなく、先に起床してＸを起こすことになっていた

担当者も２回とも寝過ごしており、その担当者は譴責処分を受けたに過ぎない。Ｙ会社において、

過去に放送事故を理由に解雇された例はなく、会社は早朝ニュース放送の万全を期すべき措置を講

じていない。Ｘはこれまでに放送事故歴がなく平素の勤務成績も悪くなく、第２の放送事故につい

ても、結局は自己の非を認めて謝罪の意を表明している。これらの事実に鑑みれば、Ｘに対し解雇

をもってのぞむことはいささか苛酷に過ぎ、社会的に相当なものとして是認することはできない。 

 

(2) 判例事例２「能力不足を理由とする解雇は、どのような場合に有効なのか？」 

①  概要 

労働者Ｘは、業務遂行上問題を起こし上司に注意を受けたり、顧客から会社に対する苦情がしば

しばあったりしたため、勤務成績査定も低いものであった。次々と異動を命じられたが、異動先部

署から与える仕事がないと通告され、他部署での仕事も見つからなかったため、会社はＸに対し、

退職勧告を行った。しかし、Ｘはこの退職勧告に応じなかったため、「労働能率が劣り、向上の見

込みがない」という就業規則上の普通解雇事由に基づき、Ｘを解雇した。Ｘは、解雇は無効である

として、仮処分を申請した。  

   ②  判決「労働者勝訴」 

Ｘが会社の従業員として平均的な水準に達していなかったからといって直ちに解雇が有効となる

わけではなく、著しく労働能力が劣り、かつ向上の見込みがないときでなければならず、相対的な

評価を前提とするものではなく、解雇事由は、極めて限定的に解されなければならない。会社が、

Ｘに対し更に体系的な教育、指導を実施することでその労働能力を向上する余地もあるというべき

であり、Ｘの雇用関係を維持するための努力をしたものと評価することもできない。したがって、

本件解雇は権利の濫用に該当し無効である。 

 

(3) 判例事例３「事実を誇張歪曲して、学園や校長を誹謗中傷した職員の解雇は有効か？」 

   ①  概要 

Ｙ学園とＸ教員との間で教育方針をめぐって紛争が生じ、学校がこのＸ教員を解雇した。当該教

員は、弁護士会や地元メディアに対して、内容が真実ではない文章を送付するなどの行為や校長の

人格を攻撃するよう記述が含まれていたが、Ｘ教員は、これを真実と信じるに足る資料を有してい

なかった。Ｙ学園は、就業規則に規定する解雇事由に基づき、解雇の意思表示を行った。Ｘ教員は、

解雇は無効であるとして訴えを提起した。  

   ②  判決「労働者敗訴」 

Ｘ教員は、文書の送付によって学校教育及び学校運営の根幹にかかわる事項につき、虚偽の事実

を織り混ぜ、又は事実を誇張わい曲して、学園及び校長を非難攻撃し、全体としてこれを誹謗中傷

したものといわざるを得ない。Ｘ教員の行為は、校長の名誉と信用を著しく傷付け、ひいては学園

の信用を失墜させかねないものというべきであって、学園との間の労働契約上の信頼関係を著しく

損なうものであることが明らかである。したがって、本件解雇は権利の濫用には該当しない。（た

だし、本件は、二審では解雇無効の判断がなされている）。 

 

５ 判例から学ぶ  

上記の判例を見ても分かるとおり、労働者の帰責性や能力不足を就業規則等に規定していることのみ
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を理由に解雇することは使用者の権利濫用とみられる事例が多い。判例事例３ですら、二審で解雇無効

判断がされていることを鑑みると、よほどの理由がない限り解雇は認められない。使用者は、雇用した

労働者に対して雇用関係を維持する責任があり、十分な教育訓練、配置転換等の手段で解雇を回避する

相当の努力をしなければならない。労働者に可能な限り有利な事情を拾い上げ、それでも「やむを得な

い」と判断されなければ、労働者を解雇することは難しいと考えられる。 

事例には挙げていないが、たとえ経営が逼迫するような事案が生じたとしても、労働者を解雇する前

に、「人員削減の必要性があるか、解雇回避措置は十分か、人選の合理性はあるか、手続きの相当性は

あるか」が要求される。経営状況が厳しくなったとしても、労働者を解雇することは、「使用者が相当

の解雇回避努力をした後の最後の手段」と考えるべきである。 

 

６ 大切なこと 

(1) 採用面接の徹底 

従業員の採用を本人と面接をしないで決めるということは、まず考えられない。面接に際して、応

募者の態度や振る舞いを客観的に評価し、自らの経営の現状と将来像、経営主の夢を相手に分かりや

すく伝え、共感できる人材の確保に努めることが必要である。 

(2) 労働条件の明示 

労働基準法で定められている労働条件（労働契約期間、就業の場所及び従事する業務、始業就業の

時間、所定労働時間を超える勤務の有無、休憩、休日、休暇、賃金に関する事項、退職「解雇の事由

を含む」）を明示し、納得して就業してもらうことが必要である。 

(3) 良好な労使関係の構築 

労務管理において最も大切な事項は良好な労使関係の構築である。上述した採用面接の徹底や労働

条件の明示等は、この良好な労使関係を構築するための手段である。労働関係の諸規定を整備して労

働者に気持ちよく仕事をしてもらうとともに、普段のコミュニケーションや面接を通じた労働者の意

向把握と諸規定への反映などの取り組みも必要である。 

 

７ 最後に 

人材不足であるからと言って、安易に雇用してしまい、後にトラブルとなってしまっては、使用者に

とっても雇用される労働者にとっても悲劇である。そうならないために、農業経営者は、採用時の人選

に細心の注意を払うとともに、労働条件の書面による契約や就業規則の作成と労働者への周知、採用後

の良好な労使関係の構築を図ることが大切である。 

支援する行政において、今後、外国人材の受け入れ制度の構築や各種雇用関連事業活用の提案は大切

であるが、安易に「人材が足らないなら雇用すればよい」というのではなく、必要に応じて専門家と連

携し、農業経営者と労働者が双方気持ちよく仕事ができる環境整備を念頭に現地での助言・提案をして

いく必要があると考える。 

 

 

＜参考文献＞ 

○  最新重要判例２００ 労働法 第５版 大内伸哉 著 
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米粉を利用した加工について 
 
１ はじめに 

     今、米粉というと、一般的には「うるち米を砕いて粉にしたものだ」とかなりの消費者が認識してい

るだろう。しかし、うるち米に限らず米を粉砕した米粉は、昔から和菓子の材料に利用されていた。和

菓子の材料としては、うるち米を粉にしたものと、もち米を粉にしたものがあり、それぞれ粒子の細か

さによって名称と用途分けがされてきた。うるち米の粉は、「新粉」「上新粉」「上用粉」の名称で、

団子、柏餅・ういろう、薯蕷饅頭などに広く使用されてきた。一方、パンや洋菓子に米粉を利用するよ

うになったのは、和菓子の利用に比較すればまだ新しくここ十数年のことである。日本人がかなりの割

合で口にするパン等の小麦粉製品を米粉に置き換えることで、米の消費拡大を行い、ひいては日本の食

料自給率の向上に繋げようと、新しい食の可能性を広げることが目標の一つだった。私が初めて県内で

つくられた米粉パンを食べたのは和食文化振興チームにいた平成 15年のことであるが、正直美味しくな

いという感想だったと記憶している。また、当時は小麦と米の価格差から、価格も高くパンの価格相場

にあっていなかった。しかし、最近は、製粉技術の発達により、粒子が細かく、澱粉の損傷も小さくな

った米粉が製造されるようになり美味しいパンやケーキが増えている。価格も手ごろになった。県内の

女性起業グループ等では、地元の米粉を利用したパンや焼き菓子がつくられるようになってきた。また、

米粉を利用して新商品をつくりたいという声も聞こえてくる。今回は、今後の需要拡大が期待されてい

る現在の米粉について加工特徴等を紹介する。 

  

２ 米粉の特徴とパンや洋菓子を製造する上の留意点 

     製粉技術の発達により、小麦粉を利用したものと遜色ないパンや洋菓子ができる米粉がつくられるよ

うになったが、そもそもの米と小麦の違いから、加工の際には米粉の特徴に留意する必要がある。米粉

の特徴と小麦粉の代替えとして米粉を利用した場合の製造上の留意点は下記のとおりである。 

特徴１）グルテンがない 

           小麦粉と一番異なる点は米粉にはグルテンがないことである。そのため、米粉パンを製造する

には、小麦グルテン＊１を添加する、小麦粉と米粉を混ぜる（米粉混合パン）、米粉のみに増粘多

糖類＊２等の粘性物を添加する（小麦・グルテンフリー米粉パン）のいずれかの工夫が必要になる。

また、米粉のみだと生地が伸びにくくちぎれやすいため、ピザ生地等をつくる際は、豆腐を加え

て硬さを調節することも一つの方法である。ケーキ類の膨らみは卵白やベーキングパウダーで膨

らみを出す。より粒子の細かな米粉であれば小麦粉でつくる製造方法のままで十分な製品づくり

が可能である。クッキー等は米粉の割合が多いと焼き上がり直後はもろく崩れやすい。冷えると

固くなるが衝撃に弱い。そのため流通上の扱いを考え使用する包材も工夫することが必要となる。

なお、米粉と小麦粉の割合によって仕上がりの固さや食感を調節することができる。また、焼き

上がりの色が白っぽくなる。 

           ＊１  小麦グルテン・・・  水に不溶のタンパク質で、小麦中のタンパク質の約 85％をグルテ

ンが占めている。生地をこねることによってグルテンが膜をつくり、

イースト菌が作り出す炭酸ガスを包み込んで伸びることでパンの生

地膨らむ。 

           ＊２  増粘多糖類・・・・   複数の糖からなる水溶性の多糖類で、主にゲル化・増粘、タンパ

クの安定化、乳化による気泡形成、ネットワーク形成、保水、被膜

形成の機能を持つ。米粉パンは、マメ科の植物の実から抽出したグ

ァーガムなどが使われる。 

特徴２）吸水性が高い 

           米粉は小麦粉より吸水性が高いため、パンはもっちりとして柔らかい仕上がりになる。また、

ケーキ類はしっとりとした食感の仕上がりになる。いずれも小麦粉より重量感のある仕上がりに

なることが多い。 

利用する米粉の粒子の細かさや澱粉損傷率によって吸水スピードや吸水量が異なるので、加え

る水分量の調整が重要になる。米粉自体が重いため、水を加えて時間が経過すると水分量の多い

ゆるめの生地等は沈殿する。その場合は、焼成前に混ぜなおすか、ケーキ類で混ぜなおせない生

地については寝かしの時間をおかず焼成する。 
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特徴３）吸油率が低い 

           米粉は小麦粉より給油率が低い。揚げ菓子の製造において、小麦粉よりサクサクとした軽めの

製品をつくることができる。しかし、小麦粉より老化が早く、時間経過とともに固くなり日持ち

が厳しい。 

特徴４）ダマができにくい 

           米粉は、グルテンなく、吸水性がよいことから、小麦粉を利用時に必要なふるい作業が不要で

ある。ダマができにくく作業性がよい。 

     以上の他に、米と同じ栄養価があること、癖がないこと、米特有の風味と香りがあること、といった

特徴がある。このような点を踏まえて米粉を利用したいろいろな商品づくりに取り組んでみると面白い。 

 

３ 製粉技術について 

     粉砕技術の進歩によって、米粉の製粉技術は以前に比べて格段に向上している。現在、粉砕機には、

「気流粉砕機（ジェットミル）」「胴搗き粉砕機（スタンプミル）」「高速粉砕機（ピンミル）」「ロ

ール粉砕機」が開発されている。その中で「気流粉砕機（ジェットミル）」で粉砕する気流式粉砕が米

粉の粒子が細かく品質が良いと評価が高いが、最近では他の製粉機もかなり進化している。何をつくる

かによって必ずしも気流式粉砕での米粉でなくとも十分よい商品をつくることができる。なお米粉用製

品機械については、農林水産省がＨＰで全国のメーカーの製品を紹介しているので参考にされたい。 

（http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/ricemill.html） 

女性起業グループ等が米粉を利用した製品を製造する場合、地元で生産された米を製粉製造業者に委

託して米粉にすることが多い。米粉の仕上がりは、その粉砕技術によって品質の差が大きくなることか

ら、自分達が望むレベルの製粉技術を有している製造業者に委託することが重要なことである。 

 

４ 米粉の用途別基準について 

     一般家庭において米粉そのものの利用拡大は、現状ではそれほど進んでいない。その理由は、販売店

での取り扱いが少ないというのもあるが、使い方がわかりにくいということにある。入手した米粉を利

用してつくってはみたがレシピ通りに仕上がらず、消費者ががっかりするのである。小麦粉には、用途

に応じて「薄力粉」、「中力粉」、「強力粉」の基準があり、どういうものを作るのに向いているかが

分かるようになっているが、米粉にはその基準がなく、何をつくるのに適した米粉なのかが分からない

という不親切さがあった。そこで、農林水産省は、米粉の普及に向け、平成 29年３月に、「米粉の用途

別基準」を公表し、主な用途について、菓子・料理用、パン用及び麺用に分類し、消費者が選択できる

ようにした。用途別基準の対象事業者については、事業規模の大小にかかわりなく全ての米粉製造業者

が対象となっている。現在スーパーマーケット等で販売されている米粉は、少しずつではあるが量、種

類とも増えており、今後は一般家庭での利用も増え身近な食材の一つになっていくであろう。 

  

５ 今後の加工について 

     消費者が米粉製品に求める価値は多様だが、やはり美味しさは重要である。美味しくないものは、味

にまさる価値がなければ次回購入されることはない。大量生産でない起業グループにおいては、地域で

生産された米粉（米）を使い且つ美味しい製品をつくりあげて欲しい。そのためには、利用する米粉の

特徴を掴み、何度も試作を行い、材料の配合割合から製造工程に関するデータをきっちり抑え、よりよ

い製品づくりの工夫をしていただきたいと思う。 

 

＜引用・参考資料等＞ 
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