
平成１８年度事業報告書

Ⅰ．会員数・都道府県組織等の動き

１．会員数

○３月31日時点で１,７１０会員となっている。昨年３月末に比べ２２会

員の増加となっている （決算書上の会員数は１,６８９会員）。

２．都道府県組織会長（運営委員）の交代（敬略称）

○宮城 （新）伊藤 秀雄（有）伊豆沼農産

（旧）岩渕 弘 （有）くりこま高原ファーム

○栃木 （新）飯野 俊之（株）アズ

（旧）舘 芳衛（有）舘養豚場

○福井 （新）武藤 吉明（有）陶芸の里農産組合

（旧）竹島 善夫（有）藤島エンタープライズ

○長野 （新）川上 康治（株）あずみ野エコファーム

（旧）松井 衛（有）松井農園

○佐賀 （新）秋吉 義孝（株）石動農産

（旧）麻生 哲朗（株）麻生園芸

○熊本 （新）松岡 義博（有）コッコファーム

（旧）内田 孝昭（有）内田農場

○宮崎 （新）新福 秀秋（有）新福青果

（旧）間 和輝（有）はざま

○山梨 （新）梅津 鐵市（有）イズミ農園

（旧）山下 一公（有）ピーチ専科ヤマシタ

○鳥取 （新）米山 幹雄（有）アグリ・フロンティア

（旧）藤井 一良（有）真栄農産

○福島 （新）高橋 良行（株）グリーンファーム

（旧）高橋 勝信 みちのくグリーン牧場グループ

○高知 （新）中山 哲夫（農）霧山茶業組合

（旧）野中 秀彦（有）なっぱくらぶ

○群馬 （新）武井 尚一（有）武井農園

（旧）澤浦 彰治（株）野菜くらぶ

３．都道府県組織の動き



○３月15日 群馬県農業法人協会が37番目の支部に。

４．役員の異動

○ ９月４日付けで、山田 俊男氏（前全国農業協同組合中央会専務理

事）が理事辞任

、 （ ）○ ３月８日付けで 前嶋 恒夫氏 全国農業協同組合中央会常務理事

が理事就任

５．アグリサポート（ＡＳＣ）会員の動き

○ ３月31日現在、個人２名、企業40社

Ⅱ．会議の開催状況

１．総会

６月22日（木）第15回総会（浅草ビューホテル）

３月８日（木）第16回総会（浅草ビューホテル）

２．役員会

６月15日（木） 第26回役員会（虎ノ門パストラル）

○協議事項：平成17年度決算等について

10月30日（月） 会員選出役員会（JAビル）

○協議事項：平成18年度補正予算について等

２月28日（水） 第27回役員会（蚕糸会館）

○協議事項：平成18年度補正予算

平成19年度事業計画・予算等について

３．運営委員会

６月８日（木） 第20回運営委員会（蚕糸会館 第１・第２会議室）

○協議事項

①第15回総会提出予定議案（平成17年度事業報告・同

決算等）②「新たなビジョン」の策定について

③当面の政策対応について

④組織のあり方について

８月22日（火） 第21回運営委員会（東京グランドホテル）

○協議事項

①「新たなビジョン」の策定について

②当面の日程について

２月２日（金） 第22回運営委員会（都市センターホテル）

○協議事項

①平成19年度事業計画について

②平成19年度収支予算について



③長期ビジョンの策定について 他

４．三役会議

５月11日（木） 第18回三役会議（第２会議室）

○協議事項

①ビジョン・政策提言づくり及び組織改革等について

②当面の日程について

８月５日（土） 第19回三役会議（第２会議室）

○協議事項

①ビジョン・政策提言づくりについて

②当面の日程について

10月20日（金） 第20回三役会議（山形・安達農園）

○協議事項

①18年度補正予算について

②役員改選について

③ビジョン・政策提言づくりについて

④当面の日程について

１月13日（土） 第21回三役会議（第２会議室）

○協議事項

①平成19年度事業計画について

②平成19年度収支予算について

③ビジョン・政策提言づくりについて

④組織委員会の提案事項について

５．監事会

５月26日（金） 第８回監事会（第２会議室）

○協議事項

①平成17年度事業・活動報告概要の説明

②平成17年度決算報告書の説明

６．３委員会・専門委員会

４月14日（金） 「第2回輸出促進委員会 （第２会議室）」

○輸出促進に向けた政策提言のための課題抽出

○当協会における輸出促進に向けた取り組みについて

○「日本の農産物の輸出を飛躍的に推進する会」総会出

席および三浦副大臣との会談も合わせて実施

（ ） 「 」５月18日 木 第15回政策委員会・第3回基本政策委員会合同会議

（蚕糸会館）



○協会の新たなビジョン作り、今後の政策方針について

６月８日（木） 「基本政策委員会正副会長打合 （蚕糸会館）」

○協会の新たなビジョン作りについて

９月６日（水） 「第2回農地制度委員会 （第１会議室）」

○協会の新たなビジョン作り、農地制度について

９月６日（水） 「第3回食料自給率向上委員会 （第２会議室）」

○協会の新たなビジョン作り、食料自給率向上に向けた

取組について

９月７日（木） 「第2回金融税制委員会 （第２会議室）」

○協会の新たなビジョン作り、金融税制のあり方につい

て

９月８日（金） 「第13回経営委員会 （第１会議室）」

○協会の新たなビジョン作り、委員会での取組事項につ

いて

９月８日（金） 「第4回基本政策委員会 （第２会議室）」

○協会の新たなビジョン作り、委員会での取組事項につ

いて

９月19日（火） 「第3回輸出促進委員会 （第１会議室）」

○協会の新たなビジョン作り、委員会での取組事項につ

いて

９月19日（火） 「第16回組織委員会 （第２会議室）」

○協会の新たなビジョン作り、委員会での取組事項につ

いて

９月22日（金） 「第2回人材育成委員会 （第２会議室）」

○協会の新たなビジョン作り、委員会での取組事項につ

いて

９月22日（金） 「第1回外国人研修制度委員会 （１階会議室）」

○協会の新たなビジョン作り、委員会での取組事項につ

いて

９月25日（月） 「第16回政策委員会 （第4回ビジョンPT会合と合同開」

催）

１２月７日（木 「組織委員会 電話会議」）

○組織委員会提案事項の構成等について

１２月７日（木 「食料自給率向上委員会 電話会議」）

○長期ビジョン策定に伴う委員会議案について



１２月１１日（月 「金融税制委員会 電話会議」）

○長期ビジョン策定に伴う委員会議案について

１２月１３日（水 「基本政策委員会 電話会議」）

○長期ビジョン策定に伴う委員会議案について

１２月１４日（木 「組織委員会ワーキンググループ会合」）

○組織委員会提案事項の作成について

１２月１８日（月 「金融税制委員会 電話会議」）

○長期ビジョン策定に伴う委員会議案について

１２月１９日（火 「第14回経営委員会 （虎ノ門パストラル）） 」

○長期ビジョン策定に伴う委員会議案等について

１２月２０日（水 「第4回輸出促進委員会 （正副委員長会議）） 」

○長期ビジョン策定に伴う委員会議案等について・輸出

促進に関する来年度事業の計画について

１２月２０日（水 「基本政策委員会電話会議」）

○長期ビジョン策定に伴う委員会議案等について

１２月２１日（木 「第17回政策委員会 （１階会議室）） 」

○第6回ビジョン 会合と合同開催。理念および目標設PT
定などについて

１月５日（金 「輸出促進委員会 電話会議」）

○輸出促進に関する来年度事業の計画について

１月23日（月 「輸出促進委員会 電話会議」）

○委員会提案事項の整理について

１月29日（月 「第18回政策委員会 （１階会議室）） 」

○第7回ビジョン 会合と合同開催PT
２月８日（木 「農地制度委員会 電話会議」）

○農地政策の見直しに関する打合せ

２月２８日（水 「第2回外国人研修制度委員会 （第2会議室）） 」

○外国人研修制度について・外国人労働力についての見

解検討について

３月８日（木 「第19回政策委員会 （浅草ビューホテル）） 」

○第8回ビジョン 会合と合同開催PT
３月９日（金 「第20回政策委員会 （浅草ビューホテル）） 」

○第9回ビジョン 会合と合同開催PT
３月３０日（金 「第21回政策委員会 （１階会議室）） 」

○第10回ビジョン 会合と合同開催。行動計画に向けたPT
検討について



３月３１日（土 「組織委員会ワーキンググループ （第2会議室）） 」

○協会組織の課題解決に向けた方向性について

７．ブロック交流会

○７月20日（木）21日（金） 四国ブロック農業法人交流会（徳島）

○８月２日（水）３日（木） 北信越ブロック農業法人交流会（富山）

○８月９日（水）10日（木） 東海ブロック農業法人交流会（岐阜）

○10月２日（月）３日（火） 農業法人全国秋季セミナー2006inいばらき

（関東ブロック交流会と共催）

○10月17日（火）18日（水） 静岡・愛知・長野３県交流会（長野）

○11月７日（火）８日（水） （宮崎）九州・沖縄地区農業法人シンポジウム

○11月14日（火）15日（水） 中国ブロック農業法人協会交流研修会（岡山）

○１月20日（土） 北海道・東北ブロック交流会（山形）

○３月15日（木）16日（金） 近畿府県農業法人現地交流会（大阪）

８．都道府県農業法人組織事務局主任者会議

４月26日（水） （東京ベイワシントンホテル）

○協議事項：農業法人組織の運営について

①18年度の重点課題

②18年度当協会の事業計画・予算

③18年度主要新規事項（組替含む）

④会社法改正のポイントについて

９．セミナー

○４月29日（土）秋季セミナープレイベント（茨城県つくば市）

○６月23日（金）夏季セミナー（浅草ビューホテル）

○９月23日（土）秋季セミナープレイベント（秋葉原ダイビル前）

○10月２日（月）３日（火） 秋季セミナー（茨城県つくば市）

○３月９日（金）春季セミナー（浅草ビューホテル）

１０．自主的研究会等の開催支援

）①４月５日 水 ６日 木 やまと凛々アグリネット視察研修（ ） （ ） （福島県

②４月24日（月）土地利用型農業部会 （第２会議室）

③６月８日（木）都市農業問題研究会 （ニッポン放送本社ビル）

④７月４日（火）土地利用型農業部会 （１階会議室）

⑤７月７日（金）都市農業問題研究会 （第２会議室）

⑥７月20日（木）土地利用型農業部会 （第２会議室）

⑦８月23日 水 マイナー作物等に係る農薬使用等に関する勉強会 １（ ） （

階会議室）

⑧10月23日 月 マイナー作物等に係る農薬使用等に関する勉強会 １（ ） （



階会議室）

⑨11月27日（月）やまと凛々アグリネット 視察研修（富山県）

⑩12月15日（金）都市農業問題研究会 （第２会議室）

⑪３月９日（金）やまと凛々アグリネット第３回総会 （浅草ビュー

ホテル）

（ ）⑫３月22日 木 23日 金 やまと凛々アグリネット視察研修（ ） （ ） 大分県

Ⅲ具体的な活動状況

（Ⅰ）調査・情報活動

１．調査活動

（１）農業法人短期動向調査

○11月２日 「農業法人短期動向調査 （第2回）を開始。250会員から回」

答（回収率14.7％） １月24日に発表。

（２）マイナー作物にかかる農薬使用の課題等について

○７月10日～14日 89会員から回答。

２．情報活動

（１）毎週1回 「アグリビジネス経営塾」を作成・発信、

○ 第290号（2006年４月６日号）から第328号（2007年３月29日号）まで

40回発行。

（Ⅱ）提案・提言活動

（ ）１ 政策提言等を取りまとめ． ※提案とその成果については２０ページを参照

「 」○ 日本農業法人協会における農産物等の輸出促進に係る取組みについて

（４月１４日自由民主党日本の農産物等の輸出を飛躍的に推進する会

に提出）

「『 （ ）』 『 』○ 自立できる稲作経営のための緊急調査 ２ における 貸し剥がし

に関する回答を精査した結果について （５月３０日新たな需給調整」

システム検証検討会に提出）

○「新たな需給調整システムへの移行の検証に関する意見 （６月２６日」

新たな需給調整システム検証検討会に提出）

○「農業分野における外国人技能実習制度の受け入れ人数枠の拡大につい

て（要望 （６月３０日農林水産省に提出））」

○「担い手に対する農用地流動化と面的集積を飛躍的に進めるための緊急

要請 （７月４日農林水産省に１２４５会員の署名を付して提出）」



○「集落営農の組織化に伴う農地の賃貸借、作業受託の契約解除（いわゆ

る「貸し剥がし ）への対応について（要請 （７月４日農林水産省」 ）」

に提出）

○「経営所得安定対策等大綱の実現に向けて （７月１４日自民党農林部」

会に提出）

○「平成１９年度税制改正要望 （１０月１７日自由民主党農林部会・総」

合農政調査会・林政調査会・農林水産関係団体委員会・農政推進協議

会合同会議に提出）

○「新たなビジョン」の具体化に向けた検討

・６月22日（木）第1回ビジョンプロジェクトチーム会合（浅草ビューホ

テル）

・７月24日（月）25日（火）第2回ビジョンプロジェクトチーム会合（大

阪ダイビル）

・８月11日（金）ビジョンアンケート発出

・８月22日（火）第3回ビジョンプロジェクトチーム会合（東京グランド

ホテル）

・９月３日（日）ビジョン説明会（香川・長谷川会長、高須主査）

・９月４日（月）ビジョン説明会（岡山・長谷川会長、高須主査）

・９月５日（火）ビジョン説明会（山口・長谷川会長、高須主査）

・９月７日（木）ビジョン説明会（鹿児島・松藤副会長、栗毛野参事）

・９月14日（木）ビジョン説明会（宮城・稲垣常務）

・９月22日（金）ビジョン説明会（広島・長谷川会長、高須主査）

・９月25日（月）第4回ビジョンプロジェクトチーム会合（1階会議室）

・９月27日（水）ビジョン説明会（大分・野村専務、栗毛野参事）

・10月２日（月）ビジョン中間報告（茨城・ホテルグランド東雲）

・10月４日（水）ビジョン説明会（佐賀・忠副会長）

・10月11日（水）会長・プロジェクトリーダー会合（第二会議室）

・10月24日（金）ビジョン説明会（山形・新井課長）

・11月１日（水）ビジョン説明会（鳥取・栗毛野参事）

・11月９日（木）ビジョン説明会（愛媛・梶山課長）

・11月10日（金）第5回ビジョンプロジェクトチーム会合（1階会議室）

・11月15日（水）ビジョン説明会（岩手・安達副会長、梶山課長）

・11月16日（木）ビジョンプロジェクト電話会議

・11月17日（金）ビジョンプロジェクト電話会議

・11月21日（火）ビジョン説明会（滋賀・野村専務、高須主査）

・11月22日（水）ビジョン説明会（兵庫・野村専務、高須主査）



・11月28日（月）ビジョン説明会（茨城・長谷川会長、高須主査）

・11月30日（木）ビジョン説明会（秋田・梶山課長）

・11月30日（木）ビジョンプロジェクト正副委員長会議（第二会議室）

・11月30日（木）ビジョン説明会（秋田・梶山課長）

・12月１日（金）ビジョン説明会（福島・安達副会長、稲垣常務）

・12月４日（月）ビジョン説明会（富山・高須主査）

・12月４日（月）ビジョン説明会（長野・長谷川会長、梶山課長）

・12月５日（火）ビジョン説明会（愛知（東海B ・佛田リーダー他））

・12月14日（木）ビジョンプロジェクト正副委員長会議（第二会議室）

・12月16日（土）ビジョン説明会（熊本・野村専務）

・12月18日（土）ビジョン説明会（群馬・栗毛野参事）

・12月19日（火）ビジョンプロジェクト電話会議

・12月21日（火）第6回ビジョンプロジェクトチーム会合（1階会議室）

・12月27日（水）ビジョンプロジェクト電話会議

・１月９日（火）ビジョンプロジェクト正副委員長電話会議

・１月21日（日）～28日（日）オランダ・フランス視察（長谷川会長、

佛田リーダー、高須主査）

・１月29日（月）第7回ビジョンプロジェクトチーム会合（1階会議室）

・３月８日（木）第8回ビジョンプロジェクトチーム会合（浅草ビューホ

テル）

・３月８日（木）第16回総会にてビジョン承認

・３月９日（金）第9回ビジョンプロジェクトチーム会合（浅草ビューホ

テル）

・３月30日（金）第10回ビジョンプロジェクトチーム会合（1階会議室）

２．自主的研究会の開催支援

（６ページのとおり）

３．農林水産省・政党等との意見交換、審議会・研究会等への会員の参加等

（１）衆議院農林水産委員会における参考人陳述

○ ４月26日（水）衆議院農林水産委員会において、忠聡副会長（ 有）（

神林カントリー農園代表）が農業法人の立場から意見陳述を行った。

（２）経済財政諮問会議農業ワーキンググループにおける意見陳述

（ ） 、○ ２月20日 火 経済財政諮問会議農業ワーキンググループにおいて

（ ）、 （（ ） ）、駒谷信幸会員 (農)駒谷農場代表 佛田利弘会員 株 ぶった農産代表

澤浦彰治会員（グリンリーフ（株）代表）が意見陳述を行った。



（３）各種審議会等へ代表が委員等として参画、農業法人としての意見を表明

① 食料・農業・農村政策審議会

４月14日（金）同 審議会（駒谷信幸会員）

６月29日（木）同 総合食料分科会食糧部会（藤岡茂憲理事）

７月31日（月）同 総合食料分科会食糧部会（藤岡茂憲理事）

８月10日（木）同 審議会（駒谷信幸会員）

９月15日（金）同 施策部会（駒谷信幸会員）

９月21日（木）同 消費安全分科会（駒谷信幸会員）

11月20日（月）同 施策部会（駒谷信幸会員）

11月24日（金）同 総合食料分科会食糧部会（藤岡茂憲理事）

３月15日（木）同 施策部会（駒谷信幸会員）

３月27日（火）同 総合食料分科会食糧部会（藤岡茂憲理事）

② 食料自給率向上協議会（武井尚一会員）

５月26日（金）第５回（ 〃 ）

９月19日（火）第６回（稲垣常務）

（ ）③新たな需給調整システムへの移行の検証に関する検討会 北村歩監事

５月30日（火）第３回

６月26日（月）第４回

７月31日（月）第５回

④ 都市農業の振興に関する勉強会 （ 島五兵衛会員・大森齊会員）野

５月29日（月）

６月９日（金）

８月４日（金）

11月２日（木）

12月８日（金）

２月５日（月）

⑤ 農地政策に関する有識者会議(忠副会長）

1月30日（火）

３月９日（金）

⑥ 農地政策に関する有識者会議 専門部会(忠副会長）

１月30日（火）

２月20日（火）

３月１日（木）

３月23日（金）

⑦ 農林水産物等輸出促進全国協議会等への参画



３月10日（金 「日本の農産物の輸出を飛躍的に推進する会 （吉） 」

川幸人輸出委員会副委員長）

４月14日（金 「日本の農産物の輸出を飛躍的に推進する会」総会）

（ ）および三浦副大臣との会合 吉川輸出委員会副委員長

４月21日（金 「日本の農産物の輸出を飛躍的に推進する会 （野） 」

村専務）

５月31日（水）農林水産物等輸出促進全国協議会総会（長谷川会

長）

６月９日（金 「日本の農産物の輸出を飛躍的に推進する会 （吉） 」

川幸人輸出委員会副委員長、野村専務、高須主査）

８月30日（水 「日本の農産物の輸出を飛躍的に推進する会」総会）

（稲垣常務）

11月１日（水 「日本の農産物の輸出を飛躍的に推進する会」総会）

（野村専務）

⑧ 中小企業施策との連携に関する勉強会

２月13日（火）芹田省一会員、伊藤秀雄会員、

香山勇一会員、松本武会員

２月21日（水）有識者ヒアリング（稲垣常務）

３月30日 水 農林水産省・中小企業基盤整備機構との打合せ 稲（ ） （

垣常務）

⑨ 検討委員会GAP
９月22日（火）第1回準備委員会（高須主査）

12月８日（火）第2回準備委員会（高須主査）

２月28日（火）第1回 検討委員会（野村専務）GAP

○ 意見交換等

①６月14日（水 「自由民主党食料問題勉強会」農業関係団体との意見）

交換（野村専務・稲垣常務）

②６月30日（金）山田農村振興局長との意見交換（長谷川会長・稲垣

常務）

③７月４日（火）井出経営局長との意見交換（長谷川会長・土地利用

型農業部会会員）

④７月19日（水）宮腰農林水産副大臣との意見交換（忠副会長・北村

農地制度委員長）

⑤７月14日（金）自民党農林部会での意見陳述（忠副会長）

⑥７月24日（月）関西経済同友会との懇話会



（ ）⑦７月28日 金 食料供給コスト縮減に係るヒアリング（ ） 田中良隆会員

⑧８月10日（木)高橋経営局長との意見交換（長谷川会長、忠副会長、

野村専務）

⑨８月23日(水）経営政策課長との意見交換（三役および３委員正副委

員長）

⑩10月17日（火）松岡農林水産大臣との意見交換（三役・輸出促進委

員会委員）

⑪10月17日（火）自民党農林部会等合同会議（稲垣常務）

⑫10月30日（月）全農との意見交換会（会員選出役員）

⑬12月１日（金）高橋経営局長との意見交換（安達副会長 他）

⑭１月10日（水）高橋経営局長との意見交換（安達、忠副会長、農地

制度委員会委員）

（ ） （ 、⑮１月30日 火 農林漁業金融公庫髙木総裁との意見交換 正副会長

ビジョン 、政策委員会委員）PT
⑯２月７日（水）農林中央金庫との意見交換会（正副会長・北村監事

政策委員会委員、金融税制委員会委員）

（ ） （ ）⑰２月26日 月 自由民主党 農地政策検討スタディチーム 忠副会長

⑱２月27日（火）日本経団連との意見交換（正副会長・政策委員会正

副委員長・農地制度委員会委員・ビジョン 正副委PT
員長）

（ ） （ 、⑲３月30日 金 農林漁業金融公庫髙木総裁との意見交換 正副会長

政策委員会委員・ビジョン ）PT

７．農林中央金庫・ＪＡバンク中央本部委員への就任

○６月27日（火）北村歩監事が農林中央金庫経営監理委員に就任（以後、

毎月1回のペースで委員会開催）

（Ⅲ）研修・教育活動

１．農業法人全国セミナーの開催

○ 夏季は６月23日（金 、春季は３月９日（金）に東京・浅草ビューホテ）

ルにて開催。

○ 秋季は茨城県農業法人協会及び関東ブロック農業法人協会との共催に

より10月２日（月）～３日（火）に茨城県つくば市内にて開催。全国

の農業法人会員および関係者、消費者等457名が参加。

○ 秋季セミナーに先駆け、９月23日（土）に東京・秋葉原駅前にて一般

消費者への周知を促すためのプレイベントを開催。茨城県農業法人協



会会員の農産品を約300人の消費者に配布。

２．ブロック別交流会への開催支援

○ 全国８ブロックで、１ブロックあたり20万円を助成 （開催実績は６。

ページ）

(Ⅳ)経営改善支援活動

１．農業経営診断事業の実施

無担保・無保証人の「スーパーＬ円滑化貸付・法人特例枠」を希望する

法人に対して経営診断を実施（49法人）を実施

【表１】年度別経営診断実施法人数の推移

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

法人数 ７０ ３６ ５７ ４９

ＡＳＣ会員の三菱東京ＵＦＪ銀行が、当協会の会員限定で、かつ当協会

の経営診断（円滑化の診断含む）を金利優遇要件とした融資商品の取扱い

を開始（会員証明延べ13件発行・3/31現在）

２．従業員等を対象とした会員限定の「傷害保険制度」を推進（10月１日年

度更新、135会員、1,495人が加入申込 。）

【表２】年度別傷害保険加入利用会員数・利用者数の推移

平成16年度 平成17年度 平成18年度

利用会員数 １４９ １４８ １３５

利用者数 １,４４７ １,５４０ １,４９５

３．会員限定「食品あんしん制度」を推進

【表３】年度別食品あんしん補償制度利用会員数の推移

平成16年度 平成17年度 平成18年度

利用会員数 １１ ７ １２

４．農業法人サポートリース活動の具体化に向けた検討

○12月19日（火）第14回経営委員会にて、自動車リース事業の議論。

５．農業セーフティネット支援活動の具体化

○「農業版天候デリバティブ」定型商品として 「低温リスク補償制度」を提、

供（６月、加入１件 「台風リスク補償制度」を提供（加入３件））、



６．取引先信用調査

○会員が新規に商取引を行う前に、相手企業の情報を得るための調査（調

査料は原則無料 。平成１８年度４２件の依頼に対応。）

７ 「実践企業的経営体養成研修」で法人経営者や幹部候補者等の担い手養成．

のための研修会を計６回実施（全６回で２１５名が参加 。）

※プログラムについては、２１ページを参照。

８．①７月25日（火 「加工･業務用野菜産地と実需者との交流会」出展者へ）

の支援

②８月８日（火）～９日（水 「アグリフード 2006」における会員の出） EXPO
展支援を実施。

③11月10日（金 「加工･業務用野菜産地と実需者との交流会」出展者への）

支援

④３月20日（火） グループ農畜産物展示商談会 出展者への支援JA
農林漁業金融公庫主催の展示商談会「アグリフードＥＸＰＯ2006 （8月8、」

9日開催）において会員の出展支援を実施。また農林水産省主催の「加工･

業務用野菜産地と実需者との交流会」において会員の出展支援を実施。

． 、 、９ その他研修・教育活動を含め 農業法人の支援活動等について賛助会員

ＡＳＣ会員、ＡＳＣ加入希望企業等と多数回にわたり協議・検討 （ASC会。

員名簿については別途添付）

(Ⅴ) 人材確保・養成活動

１．合同会社説明会の開催を支援。全7回実施 （全国農業会議所と共催）。

【表４】各回別の出展法人数・来場者数

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 合計

6 月 1 0 7月22日 9月１日 1 0 月 1 4 1 1 月 2 5 2月10日 3月10日月日

日 日 日

場所 東京 東京 東京 大阪 北海道 東京 大阪

池袋 水道橋 六本木 梅田 札幌 池袋 梅田

出 展 法 50 36 28 36 21 65 45 292

人数

約870 約 1,825 約300 約 740 約 360 約1,100 約 770 約5,965来 場 者

数

２．農業インターンシップ学生紹介（全国農業会議所と共催）

○ 207法人の協力を得て、学生のべ183人を紹介



【表５】年度別受入法人数・学生数の推移

平成16年度 平成17年度 平成18年度

受入法人数 87 198 207

学生数 202 153 183

85 67 74実際に受入した法人数

３．外国人技能検定試験の事前研修会の実施、245回、2,189名が受講

○ 職種別：施設園芸 1,246 畑作 507 養鶏 142 養豚 110 酪農 1（ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、 （

84）

【表６】年度別実施回数・受講者数の推移

平成14年度 平成15年度 平成16度 平成17年度 平成18年度

回 数 100 140 174 221 245

受講者数 708 954 1,389 1,942 2,189

４．外国人研修生の第１次受入機関として、研修生62名、技能実習生108名、

計170名を受け入れ

【表７】年度別研修生・実習生の推移

平成16年度 平成17年度 平成18年度

研修生 57 61 62

実習生 45 82 108

計 102 143 170

受入法人数 40 45 52

（Ⅵ）啓発・普及活動

１．2006年度版「日本農業法人名鑑 （会員名簿）を作成・全会員に配布」

２．農業法人キャラバン隊活動の実施

・８月22日（火） 滋賀

・９月19日（火） 鹿児島

・２月22日（木） 和歌山

３．アグリファン倶楽部活動の実施

和歌山・広島・大阪・山口の４県にて農業法人の交流・体験活動を支

援。

４．イベント活動

①７月25日（火 「加工･業務用野菜産地と実需者との交流会」出展者へ）

の支援

②８月８日（火）～９日（水 「アグリフード 2006」への出展） EXPO



③11月10日（金 「加工･業務用野菜産地と実需者との交流会」出展者へ）

の支援

④３月20日（火） グループ農畜産物展示商談会 出展者への支援JA
５．講師斡旋活動

○実績４件 （長谷川会長）６月14日 東京都

６月27日 滋賀県

７月３日 新潟県

12月５日 東京都

（Ⅶ）担い手育成総合支援活動

１．実践企業的経営体養成研修活動

。企業的に農業経営に取組む担い手の経営管理能力向上を目的とした活動

①実践企業的経営体養成研修会企画委員会の開催

○９月５日（火）第１回研修企画委員会（東京）

○３月22日（木）第２回研修企画委員会（東京）

②実践企業的経営体養成研修会の開催

○６月23日（金） 第１回研修会（東京）

○10月25日（水）～26（木）第２回研修会 （東京）

○11月28日（火）～29日（水）第３回研修会（福岡）

○１月18日（木）～19日（金）第４回研修会（大阪）

○２月８日（木）～９日（金）第５回研修会（北海道）

○３月７日（木）～８日（金）第６回研修会（東京）

２．経営多角化・高度化支援活動

経営の多角化･高度化に取り組む担い手の事例調査を行い、報告書を作成

するとともに、シンポジウムによる啓発を行う。

①経営多角化高度化推進検討会の開催

○８月１日（火）第１回推進検討会（東京）

○２月13日（火）第２回推進検討会（東京）

②経営多角化高度化調査の実施

○９月14日（木）第１回調査（奈良・王隠堂農園）

○９月20日（水）第２回調査（沖縄・勝山シークワーサー）

○10月26日（水）第３回調査（新潟・フジタファーム）

○11月20日（月）第４回調査（熊本・松本農園）

○12月１日（金）第５回調査（宮城・ヒルズ）

○12月11日（月）第６回調査（北海道・谷口農場）



③「経営多角化・高度化シンポジウム」を開催

○３月９日（金）東京・浅草ビューホテルにて開催

（Ⅷ）産業雇用高度化活動

人材育成・より高度な雇用のあり方についての調査検討・推進を行う

①検討委員会等の開催

（ ） （ ）○10月18日 水 第1回雇用高度化推進委員会 東京・虎ノ門パストラル

○10月24日（火）厚生労働省・雇用能力開発機構との打合せ（東京・イ

イノビル）

） （ ）○12月１日(金 第2回雇用高度化推進委員会 東京・虎ノ門パストラル

） （ ）○２月16日(金 第3回雇用高度化推進委員会 東京・虎ノ門パストラル

（ ）○３月23日(金) 第4回雇用高度化推進委員会 東京・虎ノ門パストラル

②現地調査の実施(人材育成委員会)

○11月23日(木)～24日(金) 長野県・もんじゅ山／トップリバー

○11月29日(水)～30日(木) 石川県・和多農産

○12月14日(木)～15日(金) 熊本県・木之内農園／コッコファーム

○３月22日(木)～23日(金) 群馬県・武井農園

○３月22日(木)～23日(金) 大分県・メルヘンローズ／ハーブガーデン

○３月26日(月)～27日(火) 北海道・谷口農場／駒谷農場

○３月28日(水)～29日(木) 鳥取県・アグリ･フロンティア／竹本園／

真栄農産

（Ⅸ）組織活動強化対策

１．都道府県農業法人組織（支部）総会等への役職員の派遣

○４月24日（月） 茨城県役員会（野村専務・山中課長・数納主査）

○４月27日（木） 長野県（稲垣常務・山中課長）

○４月27日（木） 神奈川県（野村専務・梶山課長）

○５月16日（火） 広島県（高須主査）

○５月18日（木） 鹿児島県（長谷川会長・岸本主査）

○６月６日（火） 福島県（安達副会長・栗毛野参事）

○６月８日（木） 茨城県（数納主査）

○６月20日（火） 石川県（稲垣常務）

○６月26日（月） 北海道（稲垣常務）

○６月30日（金） 沖縄県（野村専務・高須主査）

○７月４日（火） 大分県（稲垣常務・数納主査）

○７月５日（水） 山口県（新井課長）



○７月７日（金） 山形県（野村専務・名取）

○７月13日（木） 京都府（新井課長）

○７月20日（木） 島根県（栗毛野参事）

○７月28日（金） 岡山県（稲垣常務）

○９月14日（木） 宮城県（稲垣常務）

○１月30日（火） 静岡県（栗毛野参事）

○２月22日（木） 奈良県（野村専務・新井課長）

○２月１日（木） 九州ブロック会長会議（栗毛野参事）

○２月15日（木） 中国ブロック会長会議（稲垣常務）

○３月２日（金） 北海道（稲垣常務）

○３月14日（水） 青森県（稲垣常務）

○３月15日（木） 群馬県（稲垣常務）

○３月19日（月） 新潟県（野村専務）

（Ⅸ）役職員の状況

専務理事 １名（農林漁業金融公庫より出向）

常務理事 １名（全国農業会議所より出向）

参事 １名（全国農業協同組合連合会より出向）

職員 ９名

（ 、 、 ）男 ６名 正職員４名 契約職員１名 農林漁業金融公庫より出向１名

女 ３名（正職員１名、契約職員１名、派遣職員１名）

計 12名


