
平成２０年度事業報告書
（平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日）

平成２１年６月１７日

社団法人日本農業法人協会

Ⅰ．会員数・都道府県組織等の動き

会員数１．

○平成２１年３月３１日現在で１,６９４会員となっている。昨年３月３１日に比べ

２５会員の減少となっている。

都道府県組織会長（運営委員）の交代（敬略称）２．

○岩手 （新）石川 紘一（有）奥羽石川農園

一関ミート（旧）石川 和宣（有）

○富山 （新）鍋嶋 太郎（有）ドリームファーム

仁光園（旧）島 哲雄（有）

○静岡 （新）稲吉 正博（有）ハニーポニック

（旧）青木 善明（有）青木養鶏場

○埼玉 （新）金井 明（株）金井ファーム

（旧）間室 照雄（有）サニベルグリーンハウス

○熊本 （新）中満 房夫（有）岳間製茶

コッコファーム（旧）松岡 義博（有）

○愛知 （新）伊藤 忠夫（農）白浜営農組合

（旧）西尾清二郎（有）西尾園芸

○滋賀 （新）福原 昭一（有）フクハラファーム

（旧）小杉 長男（有）小杉農園

役員の異動３．

○ ４月１日付けで、砂田嘉彦氏（全国農業会議所総務部付次長）が常務理事就任

○ ５月12日付けで、小島正興氏（財団法人国際メディア研究財団理事）が退任

○ ６月26日付けで、立花宏氏（社団法人日本経済団体連合会参与）が理事就任

○ ６月30日付けで、野村俊明氏（社団法人日本農業法人協会専務理事）が辞任

○ ７月１日付けで、紺野和成氏（農林漁業金融公庫顧客支援部副部長）が専務理

事就任

アグリサポート倶楽部（ＡＳＣ）会員の動き４．

○平成２１年３月３１日現在、個人２名、企業４９社



Ⅱ．会議の開催状況

１．総会

６月２６日（水） 第19回総会（有明ワシントンホテル）

○協議事項

①平成19年度事業報告

②平成19年度収支決算

③役員の補充・選任

④定款変更（住所の変更）

⑤その他（報告事項等）

３月５日（木） 第20回総会（浅草ビューホテル）

○協議事項

①平成20年度補正予算

②平成21年度事業計画

③平成21年度収支予算

④平成21年度会費額並びに賦課納入決定について

⑤平成21年度借入金最高限度額について

２．役員会

６月１１日（水） 第30回役員会（蚕糸会館 第２会議室）

○協議事項

（ ）①第19回総会提出予定議案 平成19年度事業報告・同決算等

②理事の補充・選任について

③役員改選の改定について

④ビジョン行動計画の進捗について

９月１９日（金） 会員選出役員会（ＡＰ浜松町）

○協議事項

①第27回運営委員会の協議事項などについて

②その他

１月２８日（水） 会員選出役員会（JALシティ田町）

○協議事項

①第28回運営委員会の協議事項について

②その他

２月１０日（火） 第31回役員会（蚕糸会館 第１会議室）

○協議事項

①第20回総会提出予定議案について

②役員改選について

③委員会及び部会の経過情勢について



④各都道府県からの意見に対する回答について

⑤その他

２月１０日（火） 会員選出役員会（蚕糸会館 第１会議室）

○協議事項

①前回の会員選出役員会及び運営委員会における議論に

ついて

②10周年記念事業について

③都道府県組織からの意見・要望に対する取組について

④会員拡大に向けた取組について

⑤協会組織の意思決定プロセスと組織の現状について

⑥新たな基本計画策定に対する社団の意見集約について

⑦その他

３月 ５日（木） 会員選出役員会（浅草ビューホテル）

○協議事項

①第20回総会・春季セミナーの確認

②10周年記念事業について

③褒賞受賞記念祝賀会の開催について

④会員拡大に向けた取組について

⑤協会組織の意思決定プロセスと組織の現状について

⑥その他

３．運営委員会

６月２日（月） 第26回運営委員会（蚕糸会館 第１・第２会議室）

○協議事項

（ ）①第19回総会提出予定議案 平成19年度事業報告・同決算等

②理事の補充・選任について

③役員改選の改定について

④ビジョン行動計画の進捗について

９月19日（金） 第27回運営委員会（ＡＰ浜松町）

○協議事項

①情勢報告（資源高騰対策等）

②各種報告事項

１月28日（水） 第28回運営委員会（JALシティ田町「鳳凰の間 ）」

○協議事項

（ ）①第20回総会提出予定議案 平成21年度事業計画・同予算等

②役員改選について

③委員会及び部会の経過情勢について



④各都道府県からの意見に対する回答について 他

４．三役会議

５月30日（金） 第24回三役会議（全国農業会議所 第２会議室）

○協議事項

①第19回総会の議案及び対応等について

②ビジョン行動計画の進捗について

③役員改選の改定について

７月25日（金） 第25回三役会議（高風荘）

○協議事項

①第27回運営委員会の開催について

②主要事業の進捗状況について

12月15日（月） 第26回三役会議（AP浜松町）

○協議事項

①来年度事業計画及び予算について

②主要事業の進捗状況について

③役員改選について

５．監事会

５月26日（月） 第10回監事会 （全国農業会議所 第２会議室）

６．委員会・部会等

４月７日（月） 輸出促進部会（弁護士ビル）

○香港･台湾･シンガポール商談会の結果報告、フォロー

アップ

○平成２０年度の実施計画について

４月30日（水） 競争力強化研究部会（長野・伊那梅園）

○競争力強化のあり方について検討

５月29日（木） 競争力強化研究部会（全国農業会議所 第２会議室）

○競争力強化のあり方について検討

６月３日（火） 農地制度・金融税制委員会合同部会（全国農業会議所

第２会議室）

○地域再生ビジョン等について

６月６日（金） 食農融和推進部会（全国農業会議所 第２会議室）

○今後の活動について

６月10日（火） 人材育成部会（全国農業会議所 第２会議室）

○農業技術検定など

（ ） （ ）６月12日 木 外国人制度部会 全国農業会議所 第１・第２会議室

○制度を取りまく情勢などについて



６月26日（水） 組織・事業推進委員会（有明ワシントンホテル）

○協会組織のあり方について検討

７月９日（水） 競争力強化研究部会（鹿児島・日野洋蘭園）

○競争力強化のあり方について検討

７月28日（月） 社会的責任研究部会（栃木・JETファーム他）

○現地調査・CSRガイドライン作成について

７月28日（月） 組織・事業推進委員会正副委員長会議（全国農業会議

所 第２会議室）

○来年度の組織運営に関して

８月11日（月） 輸出促進部会 電話会議

○欧州視察について

８月21日（木） 食農融和推進部会（山口・梶岡牧場 （～22日））

○食農の先進事例視察調査

８月29日（金） 競争力強化研究部会（石川・加賀フルーツランド）

○現地視察・競争力強化のあり方について検討

９月１日（月） 農地制度部会（全国農業会議所 第２会議室）

○農地制度改革に伴う検討

９月３日（水） 人材育成部会（全国農業会議所 第２会議室）

○人材育成に関わる諸検討

９月８日（月） 金融税制部会（電話会議）

○税制改正要望の検討

10月15日（水） 競争力強化研究部会（書面協議）

○ASCとの連携強化の取り組みについて

10月16日（木） 社会的責任研究部会（新潟・ごはん他 （～17日））

○現地調査・ ガイドライン検討CSR
11月11日（火） 食農融和推進部会（滋賀・小杉農園 （～22日））

○食農の先進事例視察調査

12月26日（金） 農地制度部会（都市センタービル）

○農地制度改革に関する農林水産省との意見交換会

１月29日（木） 輸出促進部会（協会事務所内）

○輸出促進事業の進捗確認等

２月９日（月 ・３月17日（火） 輸出促進部会 電話会議）

○平成２１年度の部会活動について

３月19日（木） 社会的責任研究部会（新潟・フジタファーム）

○現地調査



７．ブロック交流会

８月21日（木）～22日（金）北信越ブロック交流会 石川（福原組織事in
業推進委員長・紺野専務・新井課長）

９月４日（木）～５日（金）東北・北海道ブロック交流会 秋田（福原in
組織事業推進委員長・紺野専務・新井課長）

９月９日（火）～10日（水）中国・四国ブロック交流会 愛媛（福原組in
織事業推進委員長・砂田常務・城間課長）

10月９日（木）～10日（金）九州・沖縄ブロック交流会 長崎（長谷川in
会長・福原組織事業推進委員長・砂田常務）

11月５日（水）～６日（木）関東ブロック交流会 東京（福原組織事業in
推進委員長・砂田常務・城間課長）

12月４日（木）～５日（金）東海ブロック交流会 岐阜（長谷川会長・in
福原組織事業推進委員長・紺野専務・砂田常務・佐藤参事・高須主

査）※秋季セミナーと併催

１月26日（月）～27日（火）近畿ブロック交流会 兵庫（藤岡副会長・in
紺野専務）

８．都道府県農業法人組織事務局主任者会議

４月18日（金） ビジョンセンター秋葉原

○協議事項：農業法人組織の運営について

①20年度の重点課題

②20年度当協会の事業計画・予算

９．セミナー

６月28日（金）夏季セミナー （有明ワシントンホテル）

12月４日（木）～５日(金）秋季セミナー（岐阜県岐阜市内）

３月６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を支援

（ ） （ ）（ ）1) ４月17日 木 やまと凛々アグリネット視察研修会 宮崎 18日

2) ５月23日（金）流通・金融・政策各会準備会（全国農業会議所 第

二会議室）

3) ６月２日（月）資源環境研究会（日立キャピタル）

4) ６月19日（木）金融・流通・政策研究会設立会合（全国農業会議

所 第１会議室）

5) ６月26日（木）資源環境研究会（有明ワシントンホテル）

（ ） （ ）6) ６月27日 金 金融・流通・政策研究会 有明ワシントンホテル

7) ６月27日（金）やまと凛々アグリネット研修会（有明ワシントン

ホテル）



8) ７月19日（土）資源環境研究会（伊豆沼農産）

（ ） （ ）（ ）9) ８月５日 火 金融・流通・政策研究会 農業者大学校 ～6日

10) 10月１日（水）金融・流通・政策研究会（戸田・内幸町）

11) 10月７日（火）稲作法人懇談会（虎ノ門パストラル）

12) 10月15日（水）やまと凛々アグリネット視察研修会（山梨）

（～16日）

13) 11月４日（火）金融・流通・政策研究会（星陵会館）

14) 11月10日（月）稲作法人懇談会（ＡＰ浜松町）

15) 12月１日（月）金融・流通・政策研究会（農林水産広報センター

第一会議室）

16) １月21日（水）金融・流通・政策研究会（星陵会館）

17) １月27日（火）稲作法人懇談会（蚕糸会館）

18) ２月20日（金）金融・流通・政策研究会（農林水産広報センター

第一会議室）

19) ３月５日（木）資源環境研究会（浅草ビューホテル）

20) ３月６日（金）やまと凛々アグリネット研修会（浅草ビューホテ

ル）

21) ３月６日（金）稲作法人懇談会（浅草ビューホテル）

Ⅲ．具体的な活動状況

（Ⅰ）調査･情報活動

１．調査活動

（１）会員基礎調査

○６月25日発出 876会員から回答

（２）その他調査

○４月23日 インターンシップ受入意向調査

○７月４日 全中アンケート

○８月12日 競争力強化アンケート

○12月９日 新規就農者支援アンケート

○12月18日 雇用に関するアンケート

○１月13日 全共連アンケート

○２月14日 省Co2見える化に係るアンケート調査

○２月20日 農地の賃借料情報提供に係る調査

２．情報活動

「アグリビジネス経営塾」を作成・発信（１）



○354号（2008年４月19日号）から383号（2009年３月26日号）まで発行。

「耳寄り通信」を作成・発信（２）

○2008年９月24日号から2009年３月18日号まで８回発行。

（Ⅱ）提案・提言活動

１．政策提言書・レポートの取りまとめ

（１）６月２日（月）地域の農業者やJA、異業種との連携による経営展開

と人材育成に関する提案

（２）９月24日（水）農地政策の見直しに関する提案

（３）９月24日（水）平成21年度税制改正要望

農業法人経営における農業資材等高騰の影響について（４）11月７日（金）

（５）12月２日（火）食農活動の取り組みに関するレポート

（６）１月29日（木）ＷＴＯ農業交渉に関する見解

（７）３月31日（火）飼料用コメへの支援に関する見解

２．農林水産省・政党等との意見交換、審議会、研究会への会員の参加等

（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

５月15日（金）同 審議会○

７月25日（金）同 審議会（持ち回り審議 （藤岡茂憲副会長・平田克○ ）

明会員）

７月30日（水）同 食糧部会（藤岡茂憲副会長）○

９月12日（金）同 企画部会（藤岡茂憲副会長・平田克明会員）○

11月19日（水）同 企画部会（藤岡茂憲副会長・平田克明会員）○

11月28日（金）同 食糧部会（藤岡茂憲副会長）○

１月27日（火）同 審議会 （藤岡茂憲副会長・平田克明会員）○

２月26日（木）同 企画部会（藤岡茂憲副会長・平田克明会員）○

３月17日（火）同 企画部会（藤岡茂憲副会長・平田克明会員）○

３月31日（火）同 食糧部会（藤岡茂憲副会長）○

（２）食料自給率向上推進協議部会（ 推進本部）FOOD ACTION NIPPON
○11月４日（火）第１回（長谷川久夫会長）

（３）全国水田農業推進協議会

○12月26日（金）第１回（長谷川久夫会長）

（ ） （ ）４ 農地政策に関する有識者会議懇談会 忠 前副会長 木内博一 千葉県会員



○２月20日（金）

（５）農林中央金庫・JAバンク中央本部委員への就任

○７月２２日（火）牧 秀宣 前理事が農林中央金庫経営監理委員に就任

（６）意見交換等

○４月25日（金）地域農業とのコラボレーションに関する今井審議官等と

の意見交換（牧 秀宣 愛媛県会長）

○５月28日（水）経営政策課との意見交換（梅津鐵市 山梨県会長）

○６月２日（月）経営政策課との意見交換（松本武 熊本県会員）

○６月20日（金）経営政策課との意見交換（澤浦彰治 群馬県会員）

○７月24日（木）経営政策課との意見交換（香山勇一 熊本県会員）

○７月25日（金）経営政策課との意見交換（佛田利弘 石川県会員）

○７月31日（木）経営政策課との意見交換（更家史朗 三重県会員）

○８月４日（月）経営政策課との意見交換（秋竹信吾 和歌山県会員）

○８月27日（水）経営政策課との意見交換（田中 進 山梨県会員）

○９月19日（金）金融調整課との意見交換（斉藤一志 山形県会員）

（ ） （ ）○10月３日 金 総合食料局計画課との意見交換 芹田省一 秋田県会長

○10月８日（水）経営局・農村振興局に代表要請（農地・税制部会）

○11月10日（月）岡島官房長との意見交換（稲作法人懇談会）

○12月26日（金）農地制度改革に関する農林水産省との意見交換（会員選

出理事・農地制度部会等）

（ ） （ ）○３月２日 月 総合食料局計画課と意見交換 笠原節夫 神奈川県会長

（ ） （ ）○３月４日 水 消費安全局消費者情報官室との意見交換 食農融和部会

（７）農林水産物等輸出促進全国協議会等への参画及び輸出促進事業への取組

①農林水産物等輸出促進全国協議会

○６月20日（金）農産物等輸出促進全国協議会総会（長谷川会長）

②「農林水産物等輸出促進事業」を受託

○８月６日（水）～８日（金）農産物等輸出促進事業 台湾環境調査（紺

野専務・山中課長）

○８月13日（水）～19日（火）農産物等輸出促進事業 香港 展FOOD EXPO
示商談会（山中課長・高須主査）

○８月26日（水）～30日（土）海外バイヤー招聘 東京→宮城・三重・徳

島（紺野専務・佐藤参事・山中課長・高須主査）

○10月19日（日）～22日（水）農産物等輸出商談会 香港（紺野専務・高

須主査・名取）



（ ） （ ）○10月23日～25日 土 農産物等輸出商談会 台湾 紺野専務・高須主査

○11月９日（日）～16日（日）農産物等輸出環境調査 ヨーロッパ（高須

主査）

○２月２日（月）～８日（日）農産物等輸出展示商談会 ドイツ（紺野専

務・高須主査）

（ ） （ ） （ ）○２月４日 水 ～５ 木 海外バイヤー招聘 大阪アグリフード にてEXPO
○２月26日（水）～３月３日（火）農産物等輸出調査 シンガポール・タ

イ（城間課長・高須主査）

（８）中小企業施策における連携及び農商工連携関連事業の実施について

①中小企業基盤整備機構との打合

○５月15日（木）

○６月６日（金）

○６月24日（火）

○８月13日（水）

○11月20日（木）

②地域活性化全国支援機関連絡会議

○７月７日（月）

○11月20日（木）

③農商工連携施策に関わる事業として「農業経営創業・事業拡大支援事業」を受託

○経営相談 38件

成長支援活動検討委員会 10月21日○

○成長支援活動 20件

○ の開催ブロック別農業法人組織事務局担当者会議

12月17日（水） 近畿ブロック（砂田常務）

12月17日（水） 四国ブロック（新井課長・数納主査）

12月18日（木） 九州・沖縄ブロック（砂田常務・数納主査）

12月19日（金） 北海道・東北ブロック（紺野専務・新井課長）

12月24日（水） 関東ブロック（砂田常務・佐藤参事・新井課長）

12月24日（水） 北信越ブロック（紺野専務・数納主査）

12月25日（木） 東海ブロック（紺野専務・数納主査）

12月26日（木） 中国ブロック（佐藤参事・新井課長）

３月10日（火） 関東・北信越ブロック（紺野専務・佐藤参事）

（ ） （ ）３月12日 木 近畿・東海・中四国ブロック 新井課長・数納主査

３月18日（水） 北海道・東北ブロック（紺野専務・数納主査）

３月25日（水） 九州・沖縄ブロック（佐藤参事・数納主査）



○事業承継・農商工連携に関わる の開催経営セミナー

３月10日（火） 東京

３月12日（木） 大阪

３月18日（水） 仙台

３月25日（水） 福岡

○ の開催先進的事例視察

３月18日（水） 仙台

３月25日（水） 福岡

（９）農林水産分野における地球温暖化対策調査について

（農業分野における省 2効果の「見える化」に係る取組が消費者や生産CO
者に与える効果・影響の評価を実施）

①検討委員会の開催

10月31日（金）

１月30日（木）

３月10日（火）

②消費者アンケートの実施

○11月14日（金 ・15日（土） 第47回農林水産祭実りのフェスティバル）

○12月６日（土 ・７日（日） 熊本・(有)コッコファーム）

○12月13日（土 ・14日（日） 宮城・(有)伊豆沼農産）

○３月１日（土） 茨城・ 株）みずほ（

③生産者アンケートの実施

２月21日（土） 全会員を対象に発送

（Ⅲ）研修・教育活動

１．農業法人全国セミナーの開催

（１）夏季は6月28日（金）に東京ベイ有明ワシントンホテルにて開催。

（２）秋季は岐阜県農業法人協会及び東海ブロック農業法人協会との共催

により12月４日（木）５日（金）に開催。

（３）春季は3月6日（金）に浅草ビューホテルにて開催。

２．ブロック別交流会への開催支援

（１）全国７ブロックで、１ブロックあたり20万円を助成。

（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



【表１】年度別経営診断実施法人数の推移

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

１１８ ９３法人数 ５７ ４９

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 。）

【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18年度 平成19年度 平成20年度

１３１ １１２利用会員数 １３５

利用者数 １,４９５ １,３６６ １,２８０

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18年度 平成19年度 平成20年度

１４ １７利用会員数 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

○業務用車両自動車リース制度 照会８件、成約４件

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「台風リスク補償制度」を提

供。３法人（加入口数23.5口）加入。

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

査概要把握は原則無料 。平成20年度211件の依頼に対応。）

７．マッチング事業への取組

以下の各展示会等にて出展の支援を実施。

（１）４月２日（水）～４日(金)第３回グルメ＆ダイニングスタイルショー

（東京・有明ビッグサイト）会員5社出展

（ ） （ ） （ ）２ ８月26日 火 ～27日(水)アグリフードEXPO東京 東京・有明ビッグサイト

（３）10月20日（月）～23日（木）第４回グルメ＆ダイニングスタイルショー2

008秋（東京・有明ビッグサイト）

（４）２月３日（火）～６日（金）第５回グルメ＆ダイニングスタイルショー2



009春（東京・有明ビッグサイト）

（５）２月４日（水）～５日（木）アグリフードEXPO大阪（大阪・ｱｼﾞｱ太平

洋ﾄﾚｰﾄﾞｾﾝﾀｰ）

（６）２月19日（木）三菱東京UFJ銀行商談会（東京・幕張メッセ）

（ ） （ ） （ ） （ ）７ ２月24日 火 ～25日 水 JAグループ商談会 東京・六本木ヒルズ

（ ） （ ） （ ）８ ３月17日 火 アグリビジネスネットワークフェア 東京・池袋サンシャイン

（ ） （ ） （ ）９ ３月27日 金 アグリビジネスネットワークフェア 大阪・梅田スカイビル

８．ＧＡＰ普及推進の取組

○ 会員経営におけるGAP導入支援のため、各種研修を実施。

開催実績：集合研修 ５回 個別研修 ３回

(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 第８回

6月14日 7月6日 9月13日 9月28日 10月25日 11月29日 2月22日 3月14日月日

場所 東京 大阪 東京 北海道 大阪 東京 大阪 東京

池袋 梅田 浅草 札幌 梅田 秋葉原 梅田 池袋

４６ ２９ ３８ １４ ３０ ３５ ２７ ６９出 展 法

人数

来 場 者 970 730 940 700 720 860 約1450 約1740約 約 約 約 約 約

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）

173法人の協力を得て、学生のべ269人、社会人92人を紹介○

【表５】年度別受入法人数・学生数の推移

平成18年度 平成19年度 平成20年度

173受入法人数 207 163

（21） （92）参加者数 183 160 361（ ）うち社会人

74 56 92実際に受入した法人数

３．外国人技能評価試験の事前研修会の実施、４０７回、２,８７６名が受講

【表６】年度別実施回数・受講者数の推移

平成16年度 平成17年度 平成18度 平成19年度 平成20年度

回 数 174 221 245 358 407

受講者数 1,389 1,942 2,189 2,391 2,876



４．外国人研修生の第１次受入機関として、研修生91名、技能実習生150名、

計241名を受け入れ

【表７】年度別研修生・実習生の推移

平成18年度 平成19年度 平成20年度

研修生 62 73 91

実習生 108 111 150

計 170 184 241

受入法人数 52 55 75

（Ⅵ）啓発・普及活動

１．2008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（福井県・大分県・和歌山県）

３．アグリファン倶楽部活動の実施

○三重県、和歌山県、山口県、大阪府にて農業法人の交流・体験活動を

支援。

４．講師斡旋活動

○実績６件 （長谷川会長）１月16日 １月19日 １月26日 ２月17日

（藤田理事） 11月17日

（紺野専務） 11月10日

（Ⅶ）担い手育成総合支援活動

１．経営多角化・高度化推進事業

（１）５月27日（火）高度化検討会（全国農業会議所 第二会議室）

（２）６月６日（金）多角化検討会（全国農業会議所 第二会議室）

（３）７月28日（金）高度化現地調査（栃木・JETファーム等）

（４）８月21日（木）多角化現地調査（山口・梶岡牧場等）

（５）10月16日（木）高度化現地調査（新潟・ 株）ごはん等）（

（６）11月11日（火）多角化現地調査（滋賀・小杉農園等）

（ ）（ ） （ ）７ ２月３日 火 経営多角化・高度化シンポジウム 東京ビッグサイト

（ ）（ ） （ ）８ ３月６日 金 経営多角化・高度化シンポジウム 浅草ビューホテル

２．実践企業的経営体養成研修会

（ ）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）企画検討委員会 ９月24日（水）

（２）研修会



○11月４日（火）～５日（水）第１回研修会（島根）

○１月22日（木）～23日（金）第２回研修会（熊本）

○２月12日（木）～13日（金）第３回研修会（京都）

○２月19日（木）～20日（金）第４回研修会（札幌）

○３月３日（水）～５日（金）第５回研修会（東京）

３．他団体総会等への参画

（１）４月８日（火）経営者協会総会（砂田常務）

（２）６月２日（月）日本ブランド農業事業協同組合総会・竣工記念式

（野村専務）

）（ ） （ ） （３ ６月16日 月 全国担い手育成支援協議会総会 長谷川会長・野村専務

（４）６月17日（火）日本食レストラン海外普及推進機構総会（砂田常務）

（５）６月20日（金）農産物等輸出促進全国協議会総会（長谷川会長）

（６）９月18日（木）全国農業会議所臨時総会（長谷川会長）

４．諸委員会等への参画

（１）５月14日（水）全国就農情報収集・提供連絡協議会（野村専務）

（２）５月16日（金）農業インターンシップ企画運営委員会（高須主査）

（３）６月６日（金）担い手育成支援総合協議会監事会（砂田常務）

（４）６月23日（月）先進経営体研修活動等実施検討委員会（砂田常務）

（５）７月30日（月）知的財産事業運営委員会（佐藤参事）

（ ）（ ） （ ）６ ８月４日 月 食品流通高付加価値モデル推進事業検討委員会 佐藤参事

（７）８月８日（金）農業労働力実態分析調査企画委員会（数納主査）

（ ） （ ） （ ）８ ８月12日 火 若者就職支援機関連携就農事業 編集会議 砂田常務

（ ） （ ） （ ）９ ８月27日 水 若者就職支援機関連携就農事業 編集会議 砂田常務

（10）９月11日（水）担い手育成総合支援協議会担当者会議（砂田常務）

（11）10月24日（金）チャレンジファームスクール検討委員会（砂田常務）

（12）10月29日（水）省エネ利子助成事業審査選定委員会（砂田常務）

（13）12月４日（木）優良担い手表彰伝達式・経営改善シンポジウム

（城間課長、岸本主査）

（ ） （ ） 、 ）14 12月17日 木 第1回農商工連携研究会(木内博一千葉県会員 紺野専務

（15）12月10日（水）日本の食料のあり方を探るシンポジウム

（長谷川会長、紺野専務、砂田常務、城間課長）

（ ） （ ） 、 ）16 １月14日 水 第2回農商工連携研究会(木内博一千葉県会員 紺野専務

（17）１月29日（木） （砂食品流通高付加価値モデル推進事業現地調査

田常務）

（ ） （ ） 、 ）18 ２月３日 日 第3回農商工連携研究会(木内博一千葉県会員 紺野専務

（19）２月５日（木）チャレンジファームスクール検討委員会（砂田常務）



（20）２月12日（木）担い手育成支援総合協議会監事会（砂田常務）

（ ） （ ） 、 ）21 ３月10日 火 第4回農商工連携研究会(木内博一千葉県会員 紺野専務

（ ） （ ） 、 ）22 ３月24日 火 第5回農商工連携研究会(木内博一千葉県会員 紺野専務

Ⅳ．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

（１）４月22日（火） 岩手県（数納主査）

（２）４月25日（水） 兵庫県（砂田常務）

（３）４月25日（水） 群馬県（佐藤参事）

（４）５月19日（月） 長野県（野村専務）

（５）５月21日（水） 神奈川県（佐藤参事）

（６）５月21日（木） 広島県（新井課長）

（７）５月23日（金） 長崎県（砂田常務）

（８）５月27日（火） 鹿児島県（佐藤参事）

（９）５月29日（木） 千葉県（長谷川会長・野村専務）

（10）５月31日（土） 茨城県（野村専務・砂田常務）

（11）６月10日（火） 宮城県（砂田常務）

（12）６月13日（金） 福島県（藤岡副会長）

（13）６月16日（月） 福岡県（秋吉理事）

（14）６月18日（水） 大分県（野村専務）

（15）６月19日（木） 石川県（長谷川会長）

（16）６月20日（金） 奈良県（砂田常務）

（17）７月７日（月） 香川県（砂田常務）

（18）７月９日（水） 山口県（砂田常務）

（19）７月16日（水） 島根県（砂田常務）

（20）７月23日（水） 京都府（数納主査）

（21）７月23日（水） 秋田県例会（紺野専務）

（22）８月13日（水） 岩手・宮城地震 義援金引渡式（長谷川会長・砂田

常務）

（23）８月18日（月） 千葉県意見交換会（長谷川会長・紺野専務・砂田常

務・新井課長）

（24）８月21日（木） 九州・沖縄ブロック会長・担当者会議（佐藤参事・

山中課長）

（25）８月26日（火） 埼玉県例会（佐藤参事）

（26）10月22日（水） 福井県農業法人セミナー（山中課長）



（27）11月４日（火） 北海道役員会（紺野専務）

（28）11月19日（水） 新潟県農業法人セミナー（紺野専務）

（29）11月19日（水） 福島県農業法人研修会（佐藤参事）

（30）11月21日（金） 群馬県農業法人セミナー（山中課長）

（31）12月16日（火） 大分県農業法人協会総会（紺野専務）

（32）１月14日（水）～15日（木） 熊本県新春セミナー（砂田常務）

（33）１月26日（月） 秋田県例会（砂田常務）

（34）１月29日（木） 外国人研修制度九州・沖縄ブロック研修会・意見交

換会（山中課長）

（35）１月29日（木） 群馬県農業法人セミナー（新井課長）

（36）２月２日（月） 和歌山県法人化推進セミナー（砂田常務）

（37）２月３日（火） 福井県農業法人セミナー（砂田常務）

（38）２月９日（月） 福島県農業法人セミナー（紺野専務）

（39）２月19日（金） 鳥取県農業法人協会総会（砂田常務）

（ ） （ ） （ ）40 ２月20日 土 中国・四国ブロック農業法人協会代表者会議 砂田常務

（41）２月25日（水） 北海道農業法人協会総会（紺野専務）

（42）３月11日（水）～12日（木） 秋田県農業法人協会総会（佐藤参事）

（43）３月12日（水） 青森県農業法人協会総会（城間課長）

（44）３月13日（金） 新潟県農業法人協会総会（紺野専務）

２．ブロック別事務局担当者会議の開催

（１）12月17日（水） 近畿ブロック（砂田常務）

（２）12月17日（水） 四国ブロック（新井課長・数納主査）

（３）12月18日（木） 九州・沖縄ブロック（砂田常務・数納主査）

（４）12月19日（金） 北海道・東北ブロック（紺野専務・新井課長）

（５）12月24日（水） 関東ブロック（砂田常務・佐藤参事・新井課長）

（６）12月24日（水） 北信越ブロック（紺野専務・数納主査）

（７）12月25日（木） 東海ブロック（紺野専務・数納主査）

（８）12月26日（木） 中国ブロック（佐藤参事・新井課長）

（９）３月10日（火） 関東・北信越ブロック（紺野専務・佐藤参事）

（ ） （ ） （ ）10 ３月12日 木 近畿・東海・中四国ブロック 新井課長・数納主査

（11）３月18日（水） 北海道・東北ブロック（紺野専務・数納主査）

（12）３月25日（水） 九州・沖縄ブロック（佐藤参事・数納主査）

Ⅴ．ビジョン行動計画の進捗について

ビジョンの推進及び政策課題を議論する場である各部会において積極的な

活動を展開した。詳細は別途報告。



Ⅵ．岩手・宮城内陸地震への対応

平成２０年６月１４日に岩手県内陸南部を震源として発生した岩手・宮城

内陸地震は、各地に大きな被害をもたらすととも、当協会会員にも甚大な被

害をもたらした。

当協会においては、地震発生直後より情報を収集し、６月２６日には緊急

役員会 会員選出 を開催し 協会としての対応を協議し 国等に対する 岩（ ） 、 、 「

手・宮城内陸地震農業災害対策に関する緊急要望 、日本農業法人協会会員等」

による「岩手・宮城内陸地震農業法人災害救援募金活動」を実施した。

１６３会員・３２都道府県組織の募金と、平成２０年６月２６日の当協会

総会会場での会員等からの募金をあわせての募金額は３０１万２千円に達し

た。

贈呈された募金は、岩手県・宮城県農業法人協会が行った被害状況調査を

もとに、被災した会員（岩手1社、宮城12社）に対し、被害状況に応じて５段

階（10万円～57万2千円）に分けて贈呈された。




