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2 0 1 3 年 8 月 19 日 

報道関係者 各位 

日 本 貿 易 振 興 機 構 （ジェトロ ）  

日 本 農 業 法 人 協 会 

 

日本貿易振興機構と日本農業法人協会との連携強化について 

 

   

独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）と公益社団法人 日本農業法人協会は、我が

国の農畜産物・食品等事業者の輸出支援を協力して取り組むため、本日（8月 19日）、業務

連携に関する覚書を締結しました。 
 

海外ビジネスに必要なノウハウ（貿易投資相談、セミナー等情報提供、個別企業支援、海

外バイヤー商談等各種事業）を持ち、国内外のネットワーク（３７国内貿易情報センターと７３

海外事務所）を有するジェトロと、 農業法人の経営確立・発展のノウハウを持ち、先駆的な

農業経営を行っている全国約 1,770 の農業法人会員や全都道府県に協会組織を有する日

本農業法人協会が連携することにより、ジェトロにとっては、貿易情報センターが主体となっ

て全国レベルで各地の農業法人協会とともに輸出に関心ある農業法人の掘り起こしを行い、

支援事業者の裾野拡大に繋がる一方で、日本農業法人協会は、ジェトロの有する海外情報

網を活用した農業調査研究、提案・提言、農業法人への情報提供等が行いやすくなるなど

期待されており、より効率的かつ効果的な事業実施に繋げることを目指します。 
 

以上のように、それぞれの強みを最大限に活かし、両者の連携を強化しながら、農畜産

物・食品等事業者のさまざまな海外展開ニーズに応えてまいります。 
 

連携内容・分野は、以下のとおりです（詳細は別添参照）。 

 

○法人協会会員等に対するジェトロ事業の紹介、取次ぎ 

○法人協会会員等と海外企業とのビジネスマッチング支援等 

○法人協会に対するジェトロ海外情報の提供 

○ジェトロ－法人協会の定期的な会合の開催 

 
 

◆同時資料配布先（案）：貿易記者会、農政クラブ、農林記者会 
 

◆お問合せ先： 

ジ ェ ト ロ  農林水産･食品部（担当：江口）     ℡ 03－3582－4966 

日本農業法人協会 総務・政策課 （担当：岸本）     ℡ 03－6268－9500 

 

添付資料：「独立行政法人日本貿易振興機構－公益社団法人日本農業法人協会の連携事業」
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別添 

 

 

独立行政法人 日本貿易振興機構－公益社団法人 日本農業法人協会の連携事業 

 

 

 

独立行政法人日本貿易振興機構（以下、「ジェトロ」という。）と公益社団法人日本農

業法人協会（以下、「法人協会」という。）は、「業務協力に関する覚書」第二条に基づき、

実施する連携事業は以下のとおり。なお、連携事業の内容については、予算、体制等も

踏まえつつ、必要に応じて見直すこととする。 

 

１．法人協会会員等に対するジェトロ事業の紹介、取次ぎ 

法人協会は、輸出を行いたい法人協会会員に対し、ジェトロの支援事業（セミナー、

輸出プロモーターなど）を紹介し、ジェトロに取次ぎを行う。 

 

２．法人協会会員等と海外企業とのビジネスマッチング支援等 

法人協会は、ビジネスマッチングを希望する法人協会会員に対し、ジェトロが参加す

る海外見本市事業や、バイヤー招聘事業などを紹介し、ジェトロに取次ぎを行う。 

 

３．法人協会会員に対する海外情報の提供 

ジェトロは、法人協会会員の集まり（セミナー、勉強会など）に職員等を派遣し、最

新の海外市場動向や制度情報などに関するセミナーを行う。また、より具体的な相談

等に対応することを目的に、専門家によるセミナーや相談会なども行い、法人協会会

員等の情報ニーズにきめ細かく対応する。 

 

４．ジェトロ－法人協会の定期意見交換会の開催 

両機関は、定期的に意見交換を行い、農業法人の関心国･地域、関心事項、諸問題等

の洗い出しを行うとともに、それらを踏まえた事業連携のあり方などを検討する。 

また両機関は、法人協会が取次いだ会員等農業法人のジェトロ事業の活用状況ならび

にジェトロが支援する個別案件についても情報交換を行う。 

以上 
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【企業名】  有限会社 柏崎青果（青森県） 
【事業内容】 地元産野菜の加工・販売 
【輸出成功商品】黒にんにく 
【輸出先】 スイス、香港、ベトナム （主に小売店向け） 
【事業者・商品の特徴】 

1991年創業、青森県の特産品である長いも、にんにく、ご
ぼう、大根などの加工・販売。 

青森で大量に生産される大根を乾燥させた「切り干し大
根」「切り干しdeサラダ」は大ヒット商品。高温多湿の環境

で発酵・熟成に時間をかけることで各種アミノ酸やポリフェ
ノールなどの健康成分が豊富で、にんにく特有のにおい
も取り除けて食べやすい「熟成おいらせ黒にんにく」を開
発、日本でも各種受賞を果たすなど話題を集めた。海外
でも健康志向が高まっていることを受け、輸出への取組を
行っている。 

【ジェトロ事業の活用】 
•海外見本市出展 
•バイヤー招聘商談会 
•貿易相談 
•貿易実務講座 
•ミッション派遣（現：海外商談会） 
•輸出有望案件発掘支援事業 

【輸出成功のポイント】 

① 健康志向の高まりを受け、健康面と食べやすさを訴求
した高い商品力 

② 数多くの商談会や見本市に出展する経営者の意欲と
熱意 

③ 作り手の顔が見えるプロモーション 

【企業名】      株式会社 雲仙きのこ本舗（長崎県） 
【事業内容】きのこ類､きのこ類を材料とした麺類､ 
                     汁物などの製造と販売 
 

【輸出成功商品】乾麺 
 

【輸出先】  欧米・オーストラリアなど（主に小売店向け） 
 

【事業者・商品の特徴】 
1943年創業、えのき､ｴﾘﾝｷﾞ､椎茸等きのこ類の生産と
同調製品の製造・販売。 

国産の厳選された粉､水､だしを使いきのこ類を具に添
えた「養々麺」は、ﾒﾃﾞｨｱで度々紹介され､販売量は年間
約250万食。 米の食品専門商社へ毎月120食分の各種

乾麺を輸出。同商社からは更にきのこの輸出も勧めら
れ、現在はえのき、エンリギを 
隔週500パックハワイに出荷。 

 

【ジェトロ事業の活用】 
•海外見本市出展 
•バイヤー招聘商談会 
•貿易相談 
 

【輸出成功のポイント】 
①ジェトロ事業を活用し現地消費者の嗜好に合う商材 
 を選定。 ｢食感がいい｣ ､｢作り方が簡単｣､｢細麺で食
べ易い｣など現地で高評価。 

②こだわりの材料、独自の製法の高い商品力と海外の
健康志向のなか、最適なパートナーを見つけたこと 

③数多くの商談会・見本市に参加する経営者の意欲･
熱意 

農業法人のジェトロ成功事例   



日本農業法人協会の活動紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

■調査・情報活動    

農業法人の実態や課題を把握し、自助

努力のポイントや提言の対象となる政

策・施策の参考データの収集に努めてい

ます。また、会員の経営改善に役立つ情

報提供に力を入れています。 

○「会員基礎調査」⇒会員の経営実態や

経営課題等について調査分析 

○調査レポートの公表（平成 24 年度） 

 ・「消費税の増税は農業経営にどう影

響するか」 

 ・「金融取引の円滑化に向けた財務状

況の自己点検」 

○「アグリビジネス経営塾」の発信⇒税

務、労務、マーケティング、経営紹介

など、年間 40 回以上にわたって情報

提供しています。 

○「耳より通信」の発信⇒新しい制度や

事業の紹介、お得な経営関連情報など

をタイムリーに提供しています。 

○会員の生産情報の公開⇒会員間での

取引・連携を深めるため、web 上の会

員専用ページで、希望する会員の生産

（商品）情報を公開しています。 

○耕畜連携マッチング情報の公開⇒飼

料作物などの仕入及び出荷希望情報

を会員専用ページで提供し、会員同士

が直接交渉する機会を設けています。 

 

■提案・提言活動    

 政府や政党との意見交換や審議会、研

究会への会員の参加を通じて、日本農業 

 

法人協会の考えを伝えています。 

平成 24 年度の主な取組は以下のとお

りです。 

○TPP に関する政府との意見交換会 

○消費税の価格転嫁対策に関する意見

交換会 

○新たな農業経営指標検討会 

○JA 全中との意見交換会 

○全国農業会議所との意見交換会 

○九州北部豪雨に関する要望書提出 

○農業法人白書 2011 発表 

○東京電力へ要望書提出・申し入れ 

○民主党・税制改正要望ヒアリング 

○公明党・平成 25 年度予算及び税制改

正要望ヒアリング 

○自民党・税制改正要望ヒアリング 

○農水省・経営局長との意見交換会 

○石破茂・自民党幹事長との意見交換会 

○林芳正農林水産大臣との意見交換会 

○「わが国農業のあるべき姿の実現に向

けた提言-プロ農業者の目線から-」

（中間取りまとめ）発表 

 
菅 義偉官房長官との懇談 

 日本農業法人協会は、農業経営者が組織する団体として、会員の相互研さんや

わが国の農業・農村の発展に資する提案・提言活動、農業の人材確保・育成活動、

会員の経営改善支援など、様々な活動を実施しています。 

 各種セミナーや情報交換会、実需者との産地見学交流会などの開催、政府・国

会等への政策提言や各種要望など、経営者団体だからこそできる活動を展開して

います。また、農業法人の実態を広く知っていただくため、農業法人白書の発刊

やファーマーズ＆キッズフェスタなどのイベントを開催しています。 



■研修・教育活動    

 各界の著名人を講師に迎えるトップ

セミナーや課題別の研修会を開催し、自

己啓発や農業経営者としての能力開発

を目指しています。 

【平成 24 年度実績】 

○トップセミナーⅠ 

 「自立型姿勢で日本を、世界を変え

る！日本のプロ農業への期待！そし

て未来デザインのすすめ！」 

 講師：フードコンサルタント 

柿澤一（かきざわ・ひとし）氏 

○トップセミナーⅡ 

 「モスフードサービスの取組と農業法

人への期待」 

 講師：(株)モスフードサービス取締役

商品本部長 

後藤幸一（ごとう・こういち）氏 

○課題別セミナー 

 ①農業施策に関する説明と意見交換

会 

 ②若手会セミナー（ファーマーズ＆キ

ッズフェスタ、新しい流通構造、世

界を耕す、ドリームプランプレゼン

テーション） 

 ③農業向けファンドの活用について 

 ④国産農畜産物の輸出に向けて 

 ⑤法人経営の課題と解決（販路開拓、

財務、資金繰り） 

※この他、全国７ブロックで研修交流会

を開催しています。 

 

 

セミナー風景 

■経営改善支援活動    

 会員の経営改善支援に資する様々な

取組を実施しています。 

○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、経

営診断を実施しています。 

○ビジネスマッチング等の支援⇒ （一

社）日本フードサービス協会・（一）

日本総菜協会との連携で、産地見学・

商談・交流会を開催しています。 

○会員限定の傷害保険制度の推進⇒ 

従業員などを対象とした団体割引保

険料を適用した傷害保険制度の推進

を図っています。 

○経営のセーフティーネット活動（会員

限定） 

 ①食品あんしん制度の推進⇒食品の

製造・加工事業における異物混入や

食中毒等に備えたＰＬ保険及び各

種費用損害に対する保険制度です。 

 ②農業版天候デリバティブ⇒自然災

害のリスクによる減収に対して補

償金を支払う制度です。 

 ③直売所保険制度⇒直売所で発生す

る様々な事故に対応できる保険制

度です。 

 

産地見学・商談会（ほ場見学） 

   
商談会風景 



○農産品の輸出に向けた情報収集と 

調査活動⇒日本貿易振興機構（JETRO）

や NPO 日本食レストラン海外普及推

進機構（JRO）との連携・協力による

海外派遣ミッション及び招聘事業・商

談交流会の開催等を支援しています。 

 

シカゴ・ＮＲＡショー 出展 

 

香港レストラン向けワークショップ 

 

■人材確保・育成活動    

法人経営に有用な人材の確保や円滑

な新規就農に結びつける取組など、様々

なフェイズの人材確保と育成について

対応する取組を行っています。 

○合同会社説明会の開催⇒リクルート

ジョブズと連携し、東京や大阪を中心

に１年間に 10 回程度、農業法人など

に就職したい人の説明・相談会を実施

しています。 

○農業インターンシップ事業の実施⇒ 

農業法人での農業体験・就業体験を希

望する学生、社会人、採用内定者を対

象にインターンシップ事業を実施し

ています。 

○外国人技能実習生の研修・受入事業の

実施⇒外国人技能実習生の受入に必

要な研修事業と実習生を受け入れた

会員企業への監査指導を実施してい

ます。 

 

合同会社説明会（東京） 

■啓発・普及活動    

農業の楽しさや大切さ、食料の安定供

給に農業法人が果たしている役割を広

く PR し、元気な農業を発信することで

日本を元気にしたいと考えています。 

○ファーマーズ＆キッズフェスタの開

催⇒「農業と子供の元気が日本を元気

にする」をテーマに、「観る」、「食

べる」、「遊ぶ」、「学ぶ」の４つの

視点から日本農業法人協会のメッセ

ージを発信するメインイベントです。 

○農業法人白書の刊行⇒農業法人の規

模や経営課題、今後の事業展開の意向

など、農業法人の“いま”をコンパク

トに取りまとめた資料です。 

○講師斡旋活動の実施⇒日本農業法人

協会に登録する先進的な農業経営者

が、農業経営の法人化や経営の多角化

などについて適切なアドバイスをし

ています。 

 
ファーマーズ＆キッズフェスタの風景 


