プレスリリース
報道関係各位
平成２７年６月１５日
公益社団法人 日本農業法人協会
日本農業法人協会第３１回総会及び記者会見について
日本農業法人協会は、第 31 回（定期）総会において、役員改選をはじめと
する各種の取組みを決議し公表することから、下記のとおり記者会見を行い
ます。ご多用中とは存じますが、ご出席賜りますようご案内申し上げます。
記
１．日本農業法人協会第 31 回総会
日時：平成 27 年 6 月 17 日（水）13:00～14:20
会場：TKP 赤坂駅前カンファレンスセンター ホール 13A
内容：資料 1 参照
２．記者会見
日時：平成 27 年 6 月 17 日（水）15:30～16:30
会場：TKP 赤坂駅前カンファレンスセンター ホール 13C
内容：①役員新体制について
②「農業の成長産業化に向けたプロ農業経営者からの提言」について
③全国農業経営支援ネットワークの設立について
④ファーマーズ＆キッズフェスタの開催について
質疑応答
以上
<別添資料>
資料１ 第 31 回総会・夏季セミナー 次第
資料２ 「農業の成長産業化に向けたプロ農業経営者からの提言」概要版
資料３ 全国農業経営支援ネットワークの設立について
資料４ 第 6 回ファーマーズ＆キッズフェスタの開催について

（本件に関するお問い合わせ先）
公益社団法人日本農業法人協会 http://www.hojin.or.jp
総務・政策課 岸本 kishimoto@nca.or.jp・犬田･古澤
TEL：03-6268-9500 FAX：03-3237-6811
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資料１

公益社団法人日本農業法人協会

第31回総会・夏季セミナー 次第
開催日 平成27年6月17日（水）～18日（木）
場 所 TKP赤坂駅カンファレンスセンター

【６月17日】
13:00～14:20

第31回総会

(13F ホール13A)

◇主催者挨拶
◇御来賓祝辞
◇報告・協議事項
主要会務報告
[第１号議案]平成26年度事業報告の承認に関する件（案）
[第２号議案]平成26年度決算の承認に関する件（案）
[第３号議案]平成27年度借入最高限度額について（案）
[第４号議案]平成28年度会費額並びに納入について（案）
[第５号議案]定款の一部変更等について（案）
[第６号議案]理事及び監事の選任に関する件（案）
政策提言「農業の成長産業化に向けたプロ農業経営者からの提言」
14:40～16:10

トップセミナー

※日本政策金融公庫共催

『アサヒグループの経営戦略と、それを支えるリーダーの心構え』
アサヒグループホールディングス株式会社 相談役 荻田 伍 様
昭和４０年アサヒビール株式会社入社、平成１８年アサヒビール株式会社代表取締役社長兼COO、
平成２２年代表取締役会長兼ＣＥＯ、平成２３年７月アサヒグループホールディングス株式会社
平成２６年３月より現職

16:10～17:10

アグリマネジメント講演会

※農林中央金庫 共催

『農業経営とブランド戦略 ～日本型ＧＩ（地理的表示制度）の活用～』
昭和女子大学 現代ビジネス研究所 特命教授 上原征彦 先生
北海道出身。専門はマーケティング論・流通論・経営戦略論。
東京大学経済学部卒。日本勧業銀行勤務の後、（公財）流通経済研究所で研究に従事、明治学院
大学経済学部教授、明治大学専門職大学院教授を経て現職。
経済産業省 産業構造審議会 流通小委員会委員長、農林水産省 地知的財産発掘・活用全国協
議会 委員長などを務める、地域ブランド研究の第一人者。

17:10～17:20

話題提供
農林水産省から情報提供
全国農業経営支援ネットワーク設立について

17:30～19:30

農業法人交流交歓会 (14F

ホール14A)
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公益社団法人日本農業法人協会

第31回総会・夏季セミナー 次第
開催日 平成27年6月17日（水）～18日（木）
場 所 TKP赤坂駅カンファレンスセンター

【６月18日】
9:00～10:30

会員限定アグリビジネス展示商談会～アグリサポート倶楽部交流会～
(13F ホール13A)
・弁当、食材宅配大手のヨシケイこうべ様が野菜等の新たな取引先を求めて出店されます
・新素材のフルーツパック、青果用の少量パック（コバヤシ様）
・農作業負担を軽減する腰部サポートウェア-（グレイン・エス・ピー様）
・特長野菜の紹介、鉄コーティング水稲直播栽培（JA全農様）
・後継者育成に最適な学校！日本農業経営大学校の紹介（アグリフューチャージャパン様）
・各種野菜の種や有機質肥料（朝日工業様）
・水稲用除草剤、担い手直送規格の紹介（協友アグリ様）
・防虫剤、害虫駆除機（井口様）
・280品種の識別が可能な、簡単・高精度コメ品種検査システム（東芝様）
・全国農地ナビを使ってみませんか？ナビの促進と活用についての調査（全国農業会議所様）
10:30～12:30

分科会
＜第１分科会＞自社経営の課題解決をお手伝いします！

(13F ホール13C)

～全国農業経営支援ネットワークが設立されました～
農業法人の経営課題、経営継承などについて、当協会と専門的な知見を有する団体・
企業が連携した総合支援窓口を設立！様々な課題の解決についてお手伝いします！

＜第２分科会＞ 各都道府県若手会ネットワーク×経営継承

(14F ホール14C)

各都道府県農業法人組織に生まれている若手会メンバーを中心に、協会の次世代を
担う経営者・従業員を対象とした経営継承のあり方を議論します。

＜第３分科会＞ 従業員のこと本当に知っていますか？

(14F ホール14A)

～農業経営者が知っておくべき右腕人材を育てる労務管理のポイント②～
農業法人における労働環境の整備を促すため、事例を用いた研修を通じて「労務管
理を怠ることの危険性」や労務管理を適切に行う実践力の向上を目指します。

13:30～15:30

水田農業ワーキンググループ

(14F ホール14B)

12:40～14:00

野菜流通研究会

(14F カンファレンス14A)

12:30～14:00

やまと凛々アグリネット(14F

カンファレンス14B)

12:30～14:00

きのこ経営研究会

(13F ホール13B)
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農業の成長産業化に向けたプロ農業経営者からの提言(概要)
（暫定版）

平成 27 年 6 月 17 日

（公社）日本農業法人協会

○基幹的農業従事者の平均年齢が66.8歳の農業界において、経営感覚に優れた担い手を育成・確保していくことは喫緊の課題。
農業の競争力強化・成長産業化を図るためにも、プロ農業経営者に施策を集中させ、農業の構造改革を促進させることが必要。
〇農業は自然環境の影響を受けやすく、生産サイクルも季節や立地と密接に関連していることから、その経営安定を図るための施策は必要不可欠。
一方で、水路の保全活動などを地域住民とプロ農業経営者が共同で行うことで、今後も農の多面的・公益機能を維持・発揮させることが必要。
○こうした実態を踏まえて、競争力あるプロ農業経営者を育成し、自立した農業経営の確立を図るために、以下の通り提言する。

競争力あるプロ農業経営者の育成
自立した農業経営の確立
提 言
◎法人の経営発展

◎耕畜連携の推進

◎法人経営の質向上

‣農地中間管理機構のフル稼働

‣畜産法人と稲作法人の連携推進

‣経営の法人化・のれん分けによる担い手確保・育成

⇒出し手への制度の周知徹底、受け手間の連担化等の調整機能
（コーディネート）強化、適切な地代設定

⇒畜産・稲作法人同士の直接的取引への重点支援
⇒既存のカントリーエレベーター等の保管施設の有効活用

⇒経営管理や経営能力など経営感覚の優れた担い手の育成・確保
⇒優れた経営感覚等を持った法人等からの"のれん分け"の推進

‣規模拡大時などの円滑な資金調達の仕組み構築

‣畜産法人による飼料用米の安定的確保

‣従業員の確保・育成

⇒規模拡大・新規事業開始時の円滑な資金調達(事業性評価など)

⇒配合飼料メーカー等への安定的な飼料米の供給

‣農畜産物の原料・原産地表示と国産農産物消費拡大

‣稲作法人に対する恒久的な制度の構築

⇒中・外食含む原産地表示の情報充実
⇒農業法人等による機能性表示食品制度の普及推進

⇒制度の恒久化・コスト削減対策と適切な交付単価の設定

‣経営コスト削減と飼料・燃油高騰対策
⇒農業機械の部品共通化等によるコスト削減、卸売市場等を活用
した物流・保管コスト削減、飼料・燃油等の高騰対策

⇒乾籾・地域内流通の促進、多収性品種（専用品種）等の育
種開発、多収性品種の生産振興、数量検査の費用軽減、コ
メ産地での配合飼料工場整備

⇒雇用環境を整備している法人に対するインセンティブ付与（農の
雇用事業の期間延長・交付単価の引き上げなど）
⇒就業経験に応じた研修実施とキャリア形成の促進(Off-JT など)
⇒従業員定着のための雇用環境整備(社会保険制度等への加入促進)
⇒労働安全衛生教育の研修等の充実

【提言Ⅰ：Ｐ.2～8】

【提言Ⅱ：Ｐ.8～9】

‣耕畜双方が連携した施策・システム構築

◎経営安定対策の充実

‣認定農業者制度の見直し
⇒再認定基準の厳格化、国・都道府県認定などの制度の新設

【提言Ⅵ：Ｐ.15～18】

◎法人設立・経営継承の窓口設置

‣新たな経営安定対策としての収入保険制度

‣法人設立・経営継承に係る相談窓口機能の充実化・設置

⇒提出書類の簡素化、保険金の試算等が簡素にできる仕組み、制度設計へプロ農業経営者の声を反映

⇒法人設立の相談窓口設置・充実化、全国農業経営支援ネットワークの立ち上げによる法人支援

‣営農類型別の経営対策

‣経営再建・再生とＭ&Ａ対策の相談窓口設置

⇒稲作・畑作経営対策、野菜・花卉・施設経営対策、果樹・薬用作物経営対策、畜産経営対策

⇒農業の経営再建・再生の専門相談窓口の設置、税制特例措置の充実

【提言Ⅲ：Ｐ.10～12】

【提言Ⅶ：Ｐ.18～19】

◎震災・災害対策の充実

◎多面的・公益機能の発揮

‣震災復興の推進 ⇒基盤整備の実施、協業組織の支援、東日本大震災の特例措置の継続
‣原発事故の風評払拭と農地等の活用 ⇒風評被害の払拭、除染農地の実証実験ﾌｨｰﾙﾄﾞとしての活用
【提言Ⅳ：Ｐ.12～13】

‣農の公益機能の明確化と国民的啓発 ⇒公益機能を国民共有の財産として位置付ける
‣資源循環社会の構築 ⇒地域内エネルギー自給率の向上、低投入・循環型社会の構築
【提言Ⅴ：Ｐ.13～15】
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資料２

資料３

プレスリリース

平成 27 年 6 月
公益社団法人日本農業法人協会

農業「経営」の課題解決を支援！

「全国農業経営支援ネットワーク」が開設されます
6 月 17 日、公益社団法人日本農業法人協会（以下、
「協会」）は農業における様々な経営課
題を受け、解決を支援するワンストップ窓口「全国農業経営支援ネットワーク」を開設します。
日本の農業においては、農業法人および個人の専業・大規模経営体が年々増加しております。
しかし、その経営の円滑な運営や、次世代に引き継ぐための事業継承など、経営課題を必要な
ときに問合せができる一元的な専門窓口はありませんでした。
協会では、農業法人および個人の専業経営体が抱える様々な課題について、農業外の企業・
団体とも連携し「全国農業経営支援ネットワーク」を組織するとともに、相談窓口を設置して
専門的な知見を踏まえた課題解決を展開いたします。
構成団体（6 月 11 日時点・予定）
・全国農業経営コンサルタント協会
・全国農業経営支援社会保険労務士ネットワーク
・クミアイ化学工業（株）

・損害保険ジャパン日本興亜（株）

・アグリビジネス投資育成(株) ・アサヒグループホールディングス（株）
・野村アグリプランニング＆アドバイザリー（株）
・三井住友海上保険（株）

・（株）農林水産広報センター

・
（株）神明ホールディング

・ソリマチ（株）

・サンテーラ（株）

・東京海上日動火災保険（株）

・
（株）井口

・（株）インターリスク総研

・日本農薬（株）

・あらた監査法人

・農林中央金庫

・（株）都築経営研究所

・新日本監査法人

・（株）マネジメントパートナーズ

・JA 三井リース（株）

他

スケジュール
6 月 22 日より公益社団法人日本農業法人協会事務局に専門相談員を設置します。
電話番号：03-6268-9500
e-mail ： nogyo＠hojin.or.jp
協会ホームページでも窓口設置について掲示します。
本件に関するお問い合わせ
公益社団法人日本農業法人協会
Tel:03-6268-9500
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担当

新井

arai@nca.or.jp

資料４

報道関係各位

平成 27 年 6 月吉日
ファーマーズ＆キッズフェスタ実行委員会

農業×都市部ファミリーイベント
「第 6 回ファーマーズ＆キッズフェスタ２０１５～農業と子どもの未来が日本を元気にする～」
１１月１４日（土）・１５日（日） 日比谷公園にて開催決定！
「ファーマーズ＆キッズフェスタ実行委員会（実行委員長：藤岡茂憲）は、２０１５年１１月１４日（土）・１５日（日）の２
日間、「第６回ファーマーズ＆キッズフェスタ２０１５」を開催する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。
「日本の農と食の素晴らしさを都会の子ども達に発信したい！」というプロ農業者の思いから、２０１０年より「ファーマ
ーズ＆キッズフェスタ」を開催し、第５回となった昨年は２日間で 55,570 人の方々にご来場頂けるイベントへと成長しま
した。本年度も「農と食が子どもを元気にして、日本を元気にする」ことを目標に、全国のプロ農業者が集い、農と食の
大切さ、楽しさについて紹介していきます。
（詳細：http://farmerskids.jp/）

「ニッポンの元気な農と食を都市部の消費者、とくに子どもたちへ伝えたい！」
という思いから、食べて楽しんで学べるイベント展開を計画しています。
日本全国の新鮮でおいしい農産物の販売

野菜や果物などの食べ比べや農産

や郷土料理の提供などを行います。

加工品の制作体験など体感しながら
学べます。

大型トラクターや動物とのふれあい

地方に伝わる伝統芸能や農業○×クイズな

など都心ではなかなか体験できない

ど、ステージ企画も盛りだくさん。

コーナーなどが登場！
ステージ企画などもりだくさん

■本件に関して■ファーマーズ＆キッズフェスタ運営事務局
■ 公益社団法人日本農業法人協会 小笠原 圭吾
FAX：03-3237-6811 E-mail： ogasawara@nca.or.jp
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TEL： 03-6268-9500

参考資料

公益社団法人 日本農業法人協会の概要
平成２７年６月１５日現在
１．名

称

公益社団法人日本農業法人協会

２．事務所の所在地

東京都千代田区二番町 9-8 中労基協ビル１F

３．設 立

平成１１年６月２８日

日

４．設立の目的
わが国農業経営の先駆者たる農業生産法人その他農業を営む法人の経営確立・発展
のための調査研究、提案・提言、情報提供等の活動を進めることにより、わが国農業・
農村の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
５．事業の概要
前項４の目的を達成するため、下記の事業を行う。
(1)農業法人に関する経営情報の収集・提供及び農業法人の組織活動の推進に向けた調
査研究
(2)調査研究等を踏まえた、農業経営政策、適切な土地利用、農村社会の発展等に関す
る提案・提言
(3)農業経営体の育成と国民生活の向上をめざした、農業経営改善の研修と教育、農業
経営者の相互交流、職業安定法（昭和 22 年法律第 141 条）に規定する職業紹介事
業をはじめとした人材確保及び育成に資する活動、国際理解と途上国支援に向けた
外国人技能実習生等の受入と研修
(4)一般国民に対する啓発・普及、農商工連携の推進、農業の６次産業化の推進
(5)国民食料の安定供給に向けた農業資材や生産物等の物流調整活動、コスト低減、生
産性向上の研究
(6)その他目的を達成するために必要な事業
６．会

員

(1) 正会員：１,８３０（本協会の目的に賛同する農業法人、農業法人志向農業者等）
(2) 賛助会員：７（本協会の事業を賛助するために入会した農業関係団体等）
（全国農業会議所、全国農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会、農林中央
金庫、カゴメ株式会社、一般社団法人全国農業経営コンサルタント協会、全国共済
農業協同組合連合会、一般社団法人日本フードサービス協会）
(3)アグリサポート倶楽部会員：１２１（情報提供に協力する個人・企業団体等）
（金融機関、税理士等専門家やコンサルタント、研究機関、メーカー、団体等）
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