
平成２１年度事業報告書
（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）

平成２２年６月２３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

（１）会員数

○３月31日現在で１,７１２会員となっている。昨年４月１日に比べ18会員の

増加（入会112、退会94）となっている。

（２）都道府県組織会長（平成21年9月までは運営委員と称す）の交代（敬略称）

○栃木 （新）手塚 博志 （有）ティアンドティナーサリー

（旧）飯野 俊之 （株）アズ

○山口 （新）梶岡 春治 （有）梶岡牧場

（旧）秋本 清夫 （有）名田島農産

○鳥取 （新）藤井 一良 （有）真栄農産

（旧）米山 幹雄 （有）アグリ・フロンティア

○徳島 （新）山根 幸二 （有）アサヒ

（旧）佐藤 剛明 （有）佐藤農園

○奈良 （新）日下志 拓也 花の郷滝谷花しょうぶ園（有）

（旧）松井 正昭 （農）五條園芸

○北海道（新）堀江 英一 （株）もち米の里ふうれん特産館

（旧）谷口 威裕 （株）谷口農場

○山梨 （新）小林 輝男 （有）小林牧場

（旧）梅津 鐡市 （有）イズミ農園

（３）アグリサポート倶楽部（ＡＳＣ）会員の動き

○３月31日現在、個人２名、企業59社

昨年４月１日に比べ10会員の増加となっている。

Ⅱ．会議等の開催状況

（１）総会

６月17日（水） 第21回総会（浅草ビューホテル）

○協議事項

①平成20年度事業報告の承認に関する件

②平成20年度決算の承認に関する件

③理事の選任に関する件

３月12日（金） 第22回総会（第一ホテル両国）

○協議事項



①平成21年度補正予算の承認に関する件

②平成22年度事業計画の承認に関する件

③平成22年度収支予算の承認に関する件

④平成22年度会費額並びに賦課納入に関する件

平成22年度借入最高限度額の決定に関する件⑤

⑥定款の変更に関する件

⑦理事の補充・選任に関する件

（２）協会設立10周年記念式典

６月17日（水） 社団法人日本農業法人協会設立10周年記念式典（浅草ビュ

ーホテル）

（３）褒章受章記念祝賀会

６月18日（木） 坂本多旦氏、奥村一則氏、齋藤作圓氏黄綬褒章受章記念祝

賀会（ホテルグランドパレス）

（４）役員会

５月27日（水） 会員選出役員会（ＡＰ浜松町）

①第29回運営委員会の協議事項について

②10周年記念イベントの開催について

③その他

６月３日（水） 第32回役員会（蚕糸会館）

○協議事項

（ ）①第21回総会提出予定議案 平成20年度事業報告・同決算等

②協会設立10周年記念式典について

③褒章受章記念祝賀会の開催について

６月３日（水） 会員選出役員会（蚕糸会館）

①新たな｢食料・農業・農村基本計画｣に対する提言について

②農産物の輸出促進について（提言案）

③社団設立10周年記念行事について

④ビジョン行動計画と今後の進め方について

７月６日（月） 会員選出役員会（ＡＰ浜松町）

①協会組織等の概要

②今後の検討課題 他

７月29日（水） 会員選出役員会（東京グランドホテル）

①組織構成について

②10周年記念イベントについて 他

９月18日（金） 会員選出役員会（メルパルク東京）

①10周年記念イベントについて

②運営委員会の進行等について 他



11月18日（水）～19日（木） 会員選出役員会（サンピーチ岡山 他）

①10周年記念イベントについて

②委員会･部会報告 他

２月５日（金） 会員選出役員会（蚕糸会館）

①都道府県会長会議の資料及び進行について

②委員会･部会報告の進め方について

③10周年記念イベントについて 他

２月12日（金） 第33回役員会（中労基協ビル）

○協議事項

①平成21年度主要会務報告

②第22回総会提出予定議案について

（平成21年度補正予算、22年度事業計画・収支予算、定款変

更、理事の補充・選任等）

③諸規定の改正について

④10周年記念イベントの開催について

⑤各委員会活動の進捗について

（５）運営委員会・都道府県会長会議

５月27日（水） 第29回運営委員会（ＡＰ浜松町）

○協議事項

（ ）①第21回総会提出予定議案 平成20年度事業報告・同決算等

②理事・監事の選出について

③協会設立10周年記念式典について

④褒章受章記念祝賀会の開催について

⑤新たな｢食料･農業･農村基本計画｣に対する提言

⑥組織・事業推進委員会報告書（案）について

⑦農産物の輸出促進について（案）

９月18日（金） 第30回運営委員会（ＡＰ浜松町）

○協議事項

①今年度の事業等経過報告

②公益法人制度改革について

③10周年記念イベント/秋季セミナー（岡山）について

④委員会・部会の体制見直しについて/各部会での議論

※運営委員会から改組２月５日（金） 第１回都道府県会長会議（蚕糸会館）

○協議事項

①第22回総会議案について

②10周年記念イベントについて 他



（６）三役会議

４月13日（月） 三役会議（電話会議）

○協議事項

①10周年記念行事について

②褒章受章記念祝賀会について

５月21日（木） 三役会議

○協議事項

①総会議案について

②10周年記念行事について

③政策提言・ビジョン中間報告について

④その他

７月27日（月） 三役会議（電話会議）

○協議事項

①会員選出役員会の進め方について

②その他

９月７日（月） 三役会議（電話会議）

○協議事項

①新たな組織の構成について

②その他

11月２日（月） 三役会議

○協議事項

①半期決算について

②10周年記念行事について 他

12月14日（月） 三役会議

○協議事項

①来年度事業計画及び予算等について

②10周年記念行事について 他

１月13日（水） 三役会議

○協議事項

①第22回総会提出予定議案について

②公益法人制度改革について 他

（７）監事会

５月25日（月） 第11回監事会（全国農業会議所小会議室）

10月29日（木） 第12回監事会（全国農業会議所小会議室）

（８）委員会・部会等

４月20日（月） 金融税制部会（新公庫ビル）

○金融調整課との意見交換会



４月27日（月） 社会的責任研究部会（全国農業会議所会議室）

○部会取りまとめ資料作成について

４月30日（木） 人材育成部会（全国農業会議所会議室）

○部会における総括と今後の展望について

５月８日（金） 輸出促進部会（全国農業会議所会議室）

○政策提言（案）について

５月14日（木） 組織・事業推進委員会（ＡＰ浜松町）

○委員会報告書の作成について

５月26日（火） 食農融和推進部会（ＴＫＰ虎ノ門）

○食農教育マニュアル・今後の活動について、意見交換会

６月10日（水） 外国人制度部会（全国農業会議所会議室）

○部会における取りまとめ、今後の展望について

７月15日（水） 社会的責任研究部会（コッコファーム他）

○現地視察、意見交換（～16日）

７月23日（木） 輸出促進部会（全国農業会議所会議室）

○今後の計画について

７月28日（火） 政策経営委員会（全国農業会議所会議室）

○委員会の進め方について

８月26日（水） 社会貢献委員会（有明ワシントンホテル）

○委員会の進め方について

９月18日（金） 第１回全委員会・部会会合

○委員会の進め方について

９月30日（水） 組織運営委員会部会長会議（電話会議）

○委員会の進め方について

10月８日（木） 組織運営委員会部会長会議（電話会議）

○各部会の方向性の確認等

11月10日（火） 組織運営委員会合同部会

○各部会の課題抽出とスケジュール設定等

11月13日（金） 情報発信部会

○課題抽出とスケジュール設定等

11月19日（木） 会員拡大部会

○会員拡大に向けた方策の確定とアンケートの発信について

11月20日（金） 組織運営委員会合同部会（任意）

○各部会の課題解決に向けた議論

11月20日（金） 政策経営委員会合同部会

○各部会の課題抽出とスケジュール設定等

11月28日（土）～29日（日） 環境食農部会

○現地視察、意見交換会



12月10日（木） 組織運営委員会部会長電話会議

○各部会の進捗状況確認とスケジュール確認

12月10日（木） 農の雇用部会

○各部会の進捗状況確認とスケジュール確認

12月10日（木） 組織運営委員会（電話会議）

○各部会の課題抽出、アンケート等について

１月８日（金） 組織運営委員会（電話会議）

○19日・20日の合同部会に際する資料原案について

１月10日（日）～11日（月） 政策・経営委員会合同部会

○新計画への意見発信とりまとめ等について

１月19日（火）～20日（水） 組織運営委員会合同部会

○協会組織体制・会員拡大方策案の決定について

１月30日（土）～31日（日） 環境食農部会

○現地視察、意見交換会

２月23日（火） 農の雇用部会

○人材の確保・育成に関する取り組み、外国人研修・技能実

習制度改正に伴う対応について

３月22日（月）～23日（火） 環境食農部会

○現地視察、意見交換会

（９）ブロック交流会

７月９日（木）～10日（金）東北・北海道ブロック交流会 北海道（松岡会in
長・紺野専務・山中課長）

８月３日（月）～５日（水）北信越ブロック交流会 新潟（武井副会長・佐in
藤参事・岸本主査）

９月１日（火）～２日（水）東海ブロック 長野県交流会 静岡（佐藤参事・+ in
新井課長）

10月15日（木）～16日（金）関東ブロック交流会 栃木（紺野専務・数納主in

査）

11月5日（木）～6日（金）九州・沖縄ブロック交流会 熊本（砂田常務・新in

井課長・高須主査）

11月19日（木）～20日（金）中四国ブロック交流会 岡山（秋季セミナーとin

共催 （紺野専務・砂田常務・佐藤参事・新井）

課長・北村課長）

２月９日（火）～10日（水）近畿ブロック交流会 和歌山（武井副会長・佐in
藤参事）

（10）都道府県農業法人組織事務局担当者会議

４月24日（金） ＡＰ浜松町

○協議事項：農業法人組織の運営について



①平成21年度の重点課題

②平成21年度当協会の事業計画・予算

（11）セミナー

６月18日（木）夏季セミナー （浅草ビューホテル）

農業法人全国秋季セミナー2009 晴れの国おかやま11月19日（木）～20日（金） in

（紺野専務・砂田常務・佐藤参事・新井課長・

北村課長）

（12）10周年記念イベント

８月７日（金）第１回イベント実行委員会 （協会会議室）

８月26日（水）第２回イベント実行委員会 （有明ワシントンホテル）

10月14日（水）第３回イベント実行委員会 （全国農業会議所会議室）

11月２日（月）第４回イベント実行委員会 （全国農業会議所会議室）

12月16日（水）第５回イベント実行委員会 （全国農業会議所会議室）

１月13日（水）正副委員長会議 （成田ゆめ牧場）

３月13日（土）～14日（日）イベント本番 （代々木公園ケヤキ並木）

（13）自主的研究会等の開催を支援

６月４日（木）稲作懇談会（農水省５階会議室）

７月13日（月）やまと凛々アグリネット現地研修会（旭川市）

７月15日（水）稲作懇談会（全国農業会議所会議室）

８月24日（月）稲作懇談会（全国農業会議所会議室）

10月23日（金）稲作懇談会（全国農業会議所会議室）

11月５日（木）やまと凛々アグリネット現地研修会（和歌山県 （～６日））

３月12日（金）稲作懇談会（ＫＦＣホール）

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

○７月13日発出 877件回収

（２）その他調査

○４月17日 インターンシップ受入意向調査

○５月28日 農水省 米政策・水田農業政策に関するアンケート

○６月４日 農水省 農業法人アンケート調査

○12月４日 三菱総研 省 2効果の「見える化」に関するアンケートCO
２．情報活動

（１ 「アグリビジネス経営塾」を作成・発信）

○384号（2009年４月２日号）から433号（2010年３月26日号）まで50回、特別版

10回、計60回発行。



（２ 「耳寄り通信」を作成・発信）

○2009年４月２日号から2010年３月29号まで15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10日（水）農業法人実態調査結果（農業法人白書）

（２）６月15日（月）農業法人におけるＣＳＲに関するガイドライン

（３）６月30日（火）輸出促進に関する提案

（４）７月２日（木）新たな「食料･農業･農村基本計画」に対する提言

（５）７月13日（月）農業法人のための食農教育マニュアル

（６）10月16日（金）平成22年度税制改正要望

（７）11月９日（月）戸別所得補償制度に関する意見

（８）２月13日（土）新たな「食料･農業･農村基本計画」に対する提言

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

４月21日（火）同 企画部会（藤岡茂憲前副会長・平田克明会員）

６月１日（月）同 企画部会（藤岡茂憲前副会長・平田克明会員）

６月11日（木）同 企画部会現地視察（宮城 伊豆沼農産他 （藤岡茂憲）

前副会長）

７月31日（金）同 食料部会（藤岡茂憲前副会長）

８月３日（月）同 企画部会（藤岡茂憲前副会長・平田克明会員）

10月21日（水）同 企画部会（藤岡茂憲前副会長・平田克明会員）

11月12日（木）同 企画部会（藤岡茂憲前副会長・平田克明会員）

11月26日（木）同 食糧部会（藤岡茂憲前副会長・平田克明会員）

11月30日（月）同 企画部会（藤岡茂憲前副会長・平田克明会員）

12月10日（木）同 企画部会（藤岡茂憲前副会長・平田克明会員）

１月７日（木）同 企画部会（藤岡茂憲前副会長）

１月28日（木）同 企画部会（藤岡茂憲前副会長・平田克明会員）

２月12日（金）同 企画部会（藤岡茂憲前副会長）

３月３日（水）同 企画部会（藤岡茂憲前副会長）

３月12日（金）同 企画部会（藤岡茂憲前副会長）

３月19日（金）同 企画部会（藤岡茂憲前副会長）

３月25日（木）同 企画部会（藤岡茂憲前副会長）

３月30日（火）同 食糧部会（藤岡茂憲前副会長）

（２）食料自給率向上推進協議部会（ 推進本部）FOOD ACTION NIPPON
７月１日（水）第１回（武井副会長・紺野専務）



（３）意見交換等

① ４月20日（月）金融調整課との意見交換会（金融税制部会）

② ５月26日（火）文部科学省との意見交換会（食農融和推進部会）

③ ６月16日（火）金融調整課等との意見交換会（金融税制部会）

④ 10月22日（木）ＯＥＣＤ農業・貿易局・国際貿易農業政策課長等との意

見交換（藤岡茂憲前副会長・紺野専務）

⑤ 11月２日（月）ＪＡ全中・ＪＡ全農幹部との意見交換会（三役、佐藤参

事）

⑥ 11月24日（火）佐々木政務官との面談（武井副会長、秋吉理事、忠新潟

県会長、佐藤参事）

⑦ 11月24日（火）筒井農林水産委員長との面談（武井副会長、秋吉理事、

忠新潟県会長、紺野専務）

⑧ 12月15日（火）舟山政務官との面談（芹田秋田県会長、紺野専務）

⑨ 12月16日（水）戸別所得補償制度に関する研究会（全国稲作経営者会議

と共催）

⑩ ２月13日（土）山田副大臣との面談（松岡会長、秋吉理事、紺野専務）

⑪ ２月18日（木）民主党一川副幹事長への新基本計画に関する要望（松岡

会長、降矢副会長、紺野専務、砂田常務）

⑫ ２月22日（月）民主党本部との面談（紺野専務、砂田常務）

⑬ ２月22日（月）関東農政局との意見交換会（関東ブロック正副会長・事

務局、砂田常務、北村課長、岸本主査）

（４）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 ６月４日（木）農林水産省大臣官房輸出促進室との打合せ（伊藤理事、紺

野専務）

② ６月10日（水）日本の農産物等の輸出を飛躍的に推進する会総会

（紺野専務）

③ ６月29日（月）農林水産物等輸出促進全国協議会総会（伊藤理事）

④ ６月30日（火）農林水産省に「農産物の輸出促進に関する提案」を提出

○ 12月２日（水）香港食品商談会（ 主催）への参画MURC

○ 日本食レストラン海外普及推進機構への参画

① １月28日（木）～29日（金）シドニー商談会

２月17日（水）～18日（木）トロント商談会②

３月６日（土）～７日（日）香港商談会③

（５）農商工連携研究会（経済産業省）への参画（紺野専務）

① ４月22日（水）

② ５月20日（水）

③ ５月20日（水）

④ ６月11日（木）



⑤ ８月27日（木）

⑥ ９月４日（金）

（６）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７日（木）

○５月25日（月）

○６月19日（金）

○７月９日（木）

○８月13日（木）

○10月６日（火）

○11月９日（月）

○１月13日（水）

○２月12日（金）

○３月25日（木）

②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34件

○ の開催ブロック別農業法人組織事務局担当者会議

８月28日（金） 九州･沖縄ブロック（佐藤参事・数納主査）

９月１日（火） 関東ブロック（砂田常務・数納主査）

９月８日（火） 北信越ブロック（砂田常務・新井課長）

９月９日（水） 近畿ブロック（紺野専務・数納主査）

９月14日（月） 北海道・東北ブロック（紺野専務・数納主査）

９月15日（火） 東海ブロック（佐藤参事・新井課長）

９月29日（火） 中国ブロック（紺野専務・新井課長）

９月30日（水） 四国ブロック（紺野専務・新井課長）

（ ）１月20日 水 北海道・東北ブロック（ ） 紺野専務・砂田常務・新井課長・数納主査

２月１日（月） 関東ブロック（紺野専務・砂田常務・佐藤参事・数納主査）

２月９日（火） 四国ブロック（砂田常務・数納主査）

２月９日（火） 九州・沖縄ブロック（紺野専務・山中課長）

２月10日（水） 近畿ブロック（佐藤参事・数納主査）

２月23日（火） 北信越ブロック（砂田常務・数納主査）

２月24日（水） 東海ブロック（砂田常務）

２月24日（水） 中国ブロック（佐藤参事・数納主査）

③全国中小企業団体中央会との打合せ（紺野専務）

４月22日（水）

５月20日（水）

６月24日（水）



２月25日（木）

④中小企業異業種交流財団推進会議 12月24日（木 （紺野専務））

（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17日（水）に浅草ビューホテルにて開催

（２）秋季セミナー 11月19日（木）～20日（金） 岡山全日空ホテルにて開催

２．ブロック別交流会への開催支援

（１）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 （３月末現在）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

66法人数 49 118 93

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

【表２】年度別傷害保険加入利用会員数・利用者数の推移 （３月末現在）

平成19年度 平成20年度 平成21年度

105利用会員数 131 112

1,285利用者数 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 （３月末現在）

平成19年度 平成20年度 平成21年度

26利用会員数 14 17

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 成約６件（８台）

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。

４法人（加入口数24口）加入。

６．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）８月25日（火）～26日(水)アグリフードEXPO東京（東京ビッグサイト）

（ ） （ ） （ ）２ 10月14日 水 ～16日(金) 東京ビッグサイトグルメ＆ダイニングスタイルショー

（ ） （ ） （ ）３ ２月２日 火 ～５日(金) 東京ビッグサイトグルメ＆ダイニングスタイルショー

アジア太平洋トレードセ（４）２月16日（火）～17日（水）アグリフードEXPO大阪（

）ンター



第7回Business Link商賣繁盛（インテックス大阪）（５）２月19日（金）

ＪＡグループ商談会（東京フォーラム）（６）３月17日（水）

７．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。

（１）10月26日（月）～27日（火） 個別研修（福島）

（２）３月５日（金）～６日（土） 個別研修（新潟）

(Ⅴ) 人材確保・養成活動

１．合同会社説明会の開催を支援。全８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

月日 5月16日 7月4日 9月12日 9月26日 10月31日 12月12日 1月23日

場所 東京 大阪 福岡 東京 大阪 北海道 東京

池袋 梅田 福岡 池袋 梅田 札幌 池袋

36 33 15 46 29 18 42出 展 法

人数

来 場 者 967 910 300 1,260 890 750 1,390

数

第８回

月日 2月13日

延べ場所 大阪

梅田

25 244出 展 法

人数

580 7,047来 場 者

数

２．農業インターンシップ学生・社会人紹介（全国農業会議所と共催）

○ インターンシップ企画運営委員会の開催

５月15日（金）

２月26日（金）

○ 134法人の協力を得て、学生のべ254人、社会人149人を紹介（３月末現在）

【表５】年度別受入法人数・学生数の推移

平成19年度 平成20年度 平成21年度

受入法人数 163 173 134

（ ）参加者数 160（21） 361 （92） 403 149（うち社会人）

84実際に受入した法人数 56 92



３．外国人技能評価試験の事前研修会の実施、 回、 名が受講（３月末現在）500 3,354

【表６】年度別実施回数・受講者数の推移

平成17年度 平成18年度 平成19度 平成20年度 平成21年度

500回 数 221 245 358 407

3,354受講者数 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69名、技能実習生152名、計221名

を受け入れ（３月末現在 。）

【表７】年度別研修生・実習生の推移

平成19年度 平成20年度 平成21年度

69研修生 73 91

152実習生 111 150

221計 184 241

71受入法人数 55 75

（Ⅵ）啓発・普及活動

１．講師斡旋活動

（長谷川前会長）６月30日 ７月22日 ８月10日 ９月４日

10月27日 10月28日 11月20日 12月12日

１月13日 １月20日

（松岡会長） 11月９日 ２月25日

（伊藤副会長） １月29日

（武井副会長） ７月28日 ３月５日

（降矢副会長） ８月28日 11月26日

（紺野専務） ４月９日 ７月28日 ８月５日 ９月４日

１月27日 ３月15日

（藤井理事） １月22日

（岩見理事） １月26日 ２月２日

（安達茂夫会員）１月15日

（嶋崎秀樹会員）１月15日 １月19日

（大塚裕樹会員）１月19日

（田中進会員） １月22日

（軽部英俊会員）１月26日

（梶谷和豊会員）１月29日

（平田真一会員）２月２日

（松岡幸雄会員）２月５日

（吉村孫徳会員）２月５日

（松本武会員） ２月10日



（坂上康博会員）２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）４月27日（月）高度化検討会（全国農業会議所 会議室）

（２）５月26日（火）多角化検討会（ＴＫＰ虎ノ門）

（３）６月18日（木）経営高度化ワークショップ（浅草ビューホテル）

（４）７月15日（水）多角化・高度化現地調査（熊本他）

（５）10月14日（水）～16日（金）多角化・高度化ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（東京ビッグサイト）

（６）11月28日（土）～29日（日）経営多角化・高度化現地調査（大阪・兵庫）

（７）１月30日（土）～31日（日）経営多角化・高度化現地調査（宮城）

（８）２月２日（火）多角化・高度化シンポジウム（東京ビッグサイト）

（９）３月12日（金）経営セミナー（両国第一ホテル）

（10）３月22日（月）～23日（火）経営多角化・高度化現地調査（神奈川）

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17日（木）

（２）第１回研修会 11月26日（木）～27日（金）宮城県仙台市

（３）第２回研修会 12月16日（水）～17日（木）香川県高松市

（４）第３回研修会 １月７日（木）～８日（金）宮崎県宮崎市

（５）第４回研修会 １月27日（水）～28日（木）京都府京都市

（６）第５回研修会 ２月17日（水）～18日（木）北海道札幌市

（７）第６回研修会 ３月23日（火）～24日（水）鹿児島県鹿児島市

３．他団体総会等への参画

（ ） （ ） （ ）１ ５月28日 木 日本ブランド農業事業協同組合総会 長谷川前会長・佐藤参事

（２）６月３日（水）日本食レストラン海外普及推進機構総会（紺野専務）

（３）６月19日（金）全国担い手育成総合支援協議会通常総会

（武井副会長・砂田常務）

（４）６月24日（水）アグリビジネス投資育成株式会社総会 （砂田常務）

（５）８月11日（火）全国担い手育成総合支援協議会第１回臨時総会(砂田常務）

（６）10月16日（金） (砂全国担い手育成総合支援協議会平成２１年度第２回臨時総会

田常務）

（７）３月11日（木）全国農業会議所通常総会 （松岡会長、砂田常務）

（８）３月18日（木）全国担い手育成総合支援協議会通常総会 (砂田常務）

（９）３月18日（木）日本農業技術検定協会総会 (佐藤参事・山中課長）

４．諸委員会等への参画

（１）４月22日（水）全国中小企業団体中央会会議 （紺野専務）

（２）４月24日（金）みどりの会 （紺野専務）



（３）５月19日（火）全国農業会議所中央会員連絡会 （砂田常務）

（４）５月20日（水）全国中小企業団体中央会会議 （紺野専務）

５月20日（水）ＪＰＡＯ企画運営委員会 （城間課長）（５）

（６）６月４日（木）日本生産性本部会議 （紺野専務）

（ ） （ ）（ ）７ ６月９日 火 全国担い手育成総合支援協議会第１回常任幹事会 砂田常務

（８）６月15日（月）全国担い手育成総合支援協議会第１回幹事会 （砂田常務）

全国担い手育成総合支援協議会第８回通常総会 （武井副会長・砂田常務）（９）６月19日（金）

（10）６月22日（月）若年就職支援機関連携就農事業委員会 （砂田常務）

（11）６月24日（水）全国中小企業団体中央会会議 （紺野専務）

（ ）（ ） （ ）12 ６月29日 月 スローじんせい二毛作再チャレンジ支援事業関係団体連絡会議 砂田常務

（ ）（ ） （ ）13 ７月８日 水 食品流通高付加価値推進モデル事業・モデル検討委員会 砂田常務

（14）７月10日（金）全国農業会議所中央会員連絡会 （佐藤参事）

（ ） （ ） （ ）15 ７月10日 金 全国担い手育成総合支援協議会第２回常任幹事会 砂田常務

（16）７月14日（火）第１回農地情報収集・提供検討委員会 （砂田常務）

（17）７月14日（火）全国担い手育成総合支援協議会第3回常任幹事会（砂田常務）

（18）７月15日（水）全国担い手育成総合支援協議会第1回臨時総会（砂田常務）

（19）７月15日（水）全国担い手連絡協議会 （紺野専務）

（20）７月16日（木）全国農業会議所第72回臨時総会 （砂田常務）

（21）７月17日（金）知的財産事業運営委員会 （佐藤参事）

（22）７月24日（金）日本生産性本部会議 （紺野専務）

（23）７月24日（金）農の雇用事業推進委員会 （砂田常務）

（24）８月10日（月）全国担い手育成総合支援協議会第３回幹事会（砂田常務）

（25）８月11日（火）ＪＰＡＯ企画運営委員会 （紺野専務）

（26）９月９日（水）法人経営人材育成事業第1回検討委員会 （松岡会長）

（27）９月16日（水）ＪＰＡＯ企画運営委員会 （紺野専務）

（28）９月16日（水）全国中小企業団体中央会会議 （紺野専務）

食品流通高付加価値モデル推進事業第２回モデル検討委員会（砂田常務）（29）９月30日（水）

（30）10月５日（月）若年就職支援機関連携就農事業委員会 （砂田常務）

（31）10月７日（水）日本食レストラン海外普及推進機構理事会（紺野専務）

（32）10月14日（水）ｶｰﾎﾞﾝﾌｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄ第１回ＰＣＲ等検討委員会（数納主査）

（33）10月21日（水）ＪＰＡＯ企画運営委員会 （新井課長）

（34）10月22日（木）法人経営人材育成事業第2回検討委員会 （砂田常務）

雇用能力開発機構作業部会 （佐藤参事）（35）10月27日（火）

（36）11月４日（水） （砂田常務）第２回農地情報収集・提供検討委員会

雇用能力開発機構作業部会 （佐藤参事）（37）11月５日（木）

（38）11月12日（木）法人経営人材育成事業第3回検討委員会 （砂田常務）

（39）11月18日（水）ＪＰＡＯ企画運営委員会 （岸本主査）

雇用能力開発機構作業部会 （佐藤参事）（40）12月４日（金）



（41）12月８日（火）全国担い手育成総合支援協議会第６回幹事会（砂田常務）

（42）12月９日（水）ｶｰﾎﾞﾝﾌｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄ第２回ＰＣＲ等検討委員会（数納主査）

（43）12月10日（木）日本食レストラン海外普及推進機構理事会（紺野専務）

雇用能力開発機構作業部会 （佐藤参事）（44）12月11日（金）

（45）12月15日（火）法人経営人材育成事業第４回検討委員会 （砂田常務）

（46）12月16日（水）ＪＰＡＯ企画運営委員会 （紺野専務）

（47）12月16日（水）若年就職支援機関連携就農事業委員会 （砂田常務）

（48）12月22日（火） （砂田常務）農業労働力実態分析調査企画委員会

知的財産事業運営委員会 （佐藤参事）（49）12月24日（木）

（50）12月24日（木）中小企業異業種交流財団審議会 （紺野専務）

第４回「農の雇用事業」事業推進委員会 （砂田常務）（51）12月24日（木）

（52）12月24日（木）ＮＰＯ農商工連携研究会 （紺野専務）

（53）１月20日（水）ＪＰＡＯ理事会 （北村課長）

（54）１月26日（火）若年就職支援機関連携就農事業委員会 （砂田常務）

国産野菜の生産・利用拡大優良事業者表彰審査委員会（砂田常務）（55）１月27日（水）

（56）２月１日（月）全国担い手育成総合支援協議会第７回幹事会（砂田常務）

雇用能力開発機構作業部会 （佐藤参事）（57）２月４日（木）

２月18日（木） 第２回省ＣＯ２効果可視化委員会 （数納主査）（58）

（59）２月22日（月）ＪＰＡＯ企画運営委員会 （紺野専務）

第３回 特色あるＪＡＳ規格検討委員会 （ ）（60）２月23日（火） 紺野専務

全国中小企業団体中央会審議会 （岸本主査）（61）２月25日（木）

食の安全・安心財団評議会 （ ）（62）２月25日（木） 紺野専務

全国中小企業団体中央会審議会 （ ）（63）２月25日（木） 紺野専務

食品流通高付加価値ﾓﾃﾞﾙ推進事業ﾓﾃﾞﾙ検討委員会（砂田常務）（64）２月26日（金）

第３回農地情報収集・提供検討委員会 （砂田常務）（65）３月３日（水）

第５回農の雇用事業推進委員会 （砂田常務）（66）３月３日（水）

知的財産運営委員会 （佐藤参事）（67）３月８日（月）

農業人材育成事業第３回検討会 （砂田常務）（68）３月10日（水）

農業労働力実態分析調査企画委員会 （砂田常務）（69）３月11日（木）第２回

雇用改善会議 （砂田常務）（70）３月16日（火）第２回

（71）３月17日（水）ＪＰＡＯ役員会 （北村課長）

（72）３月17日（水 （日本産食肉輸出）招聘計画協議会 （岸本主査））

（ ） （ ） （ ）73 ３月26日 金 食品流通高付加価値ﾓﾃﾞﾙ推進事業ﾓﾃﾞﾙ検討委員会 砂田常務

（74）３月29日（月）ＮＰＯ農商工連携研究会 （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

○ ４月14日（火） 熊本県総会（砂田常務）



○ ４月20日（月） 神奈川県総会（紺野専務）

○ ４月21日（火） 岩手県総会（伊藤理事・紺野専務）

○ ４月27日（月） 長野県総会（紺野専務）

○ ５月１日（金） 兵庫県総会（岩見理事・砂田常務）

○ ５月22日（金） 鹿児島県総会（秋吉理事・紺野専務）

○ ５月25日（月） 長崎県総会（秋吉理事・城間課長）

○ ５月26日（火） 群馬県総会（紺野専務）

○ ６月１日（月） 佐賀県総会（紺野専務）

○ ６月８日（月） 宮城県総会（紺野専務）

○ ６月10日（水） 石川県総会（藤田理事・佐藤参事）

○ ６月12日（金） 茨城県総会（紺野専務・砂田常務）

○ ６月15日（月） 福島県総会（紺野専務）

○ ６月24日（水） 京都府総会（紺野専務）

○ ６月25日（木） 宮崎県総会（新井課長）

○ ６月25日（木） 福岡県総会（秋吉理事）

○ ６月25日（木） 沖縄県総会（砂田常務）

○ ６月26日（金） 栃木県総会（数納主査）

○ ７月13日（月） 埼玉県総会（砂田常務）

○ ７月22日（水） 島根県総会（藤井理事・新井課長）

○ ７月22日（水） 山口県総会（紺野専務）

○ ８月11日（火） 滋賀県総会（紺野専務）

○ １月28日（木） 静岡県総会（川森理事・砂田常務）

○ ２月24日（水） 北海道総会（紺野専務）

○ ３月５日（金） 秋田県総会（北村課長）

○ ３月５日（金） 青森県総会（砂田常務）

２． の開催ブロック別農業法人組織事務局担当者会議

○ ８月28日（金） 九州・沖縄ブロック（佐藤参事・数納主査）

○ ９月１日（火） 関東ブロック（砂田常務・数納主査）

○ ９月８日（火） 北信越ブロック（砂田常務・新井課長）

○ ９月９日（水） 近畿ブロック（紺野専務・数納主査）

○ ９月14日（月） 北海道・東北ブロック（紺野専務・数納主査）

○ ９月15日（火） 東海ブロック（佐藤参事・新井課長）

○ ９月29日（火） 中国ブロック（紺野専務・新井課長）

○ ９月30日（水） 四国ブロック（紺野専務・新井課長）

（ ）○ １月20日 水 北海道・東北ブロック（ ） 紺野専務・砂田常務・新井課長・数納主査

○ ２月１日（月） 関東ブロック（紺野専務・砂田常務・佐藤参事・数納主査）

○ ２月９日（火） 四国ブロック（砂田常務・数納主査）

○ ２月９日（火） 九州・沖縄ブロック（紺野専務・山中課長）



○ ２月10日（水） 近畿ブロック（佐藤参事・数納主査）

○ ２月23日（火） 北信越ブロック（砂田常務・数納主査）

○ ２月24日（水） 東海ブロック（砂田常務）

○ ２月24日（水） 中国ブロック（佐藤参事・数納主査）


