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第8回次世代農業サミット
参加者向けパンフレット
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【協⼒団体】
 一般社団法人全国農業会議所
 一般社団法人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
 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

 株式会社日本政策⾦融公庫

 全国農協⻘年組織協議会

 全国稲作経営者会議

 全国指導農業士連絡協議会

 全国農業⻘年クラブ連絡協議会

 農業⼥⼦プロジェクト

【運営協⼒】
 NPO法人日本プロ農業総合支援機構

【協賛】
 一般社団法人全国農業協同組合中央会
 農林中央⾦庫
 朝日アグリア株式会社

 全国農業協同組合連合会
 全国共済農業協同組合連合会
 クミアイ化学工業株式会社
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【主催】
 公益社団法人 日本農業法人協会

協賛企業4





全農のご提案する多収品種

上記以外の品種もご提案しますので、お問合せください！

⇒ＪＡ全農 米穀生産集荷対策部 事業企画課 ℡03-6271-8166



農業法人のみなさまへ 

～農業リスク診断活動のご案内～ 

ご自身の取り巻くリスクと現状の備えを「見える化」できます。 
例えばこのようなリスクへの備えはできていますか？ 

ＪＡ共済では、「農業リスク診断活動」を行っています！ 

農業には様々なリスクが潜んでいます 

■ 経営規模の拡大・６次産業化に伴って、リスクが増大・多様化 

■ 農業経営を取り巻くリスクを認識されていないケースが多数 

■ 一つひとつのリスクを認識されていても、備えが無いケースが多数 

■ ご自身で多様化した全てのリスクを把握し、対策を講じることは困難 

 

ご自身の経営にどのようなリスクが存在するか確認してみませんか？ 

農業を取り巻くリスクに備えていますか？ 

ＪＡ共済では、リスク対策に役立つＷＥＢサイトもご提供しています。 

経営者が万一の場合 

● 経営者が突然亡くなり、金融機関への 
借入金の返済が困難となった。 

● 経営者が突然亡くなり、経営者の遺族が 
    高額な相続税を納税することとなった。 

従業員の退職 

● 従業員が定年を迎え、退職金を支払う 
  必要が生じた。 

労務管理 

● 穀物保管倉庫での高所作業中に、従業員が転落
死し、従業員の遺族から賠償金を請求された。 

● 従業員が病気により身体障害状態となり、退 
     職することとなった。 

休業 

● 加工場が火災により全焼したため、生
産再開までの間、売上高が減少した。 

● 出荷した加工品により食中毒が発生したため、
２週間営業停止となり、売上高が減少した。 
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開催概要

 主催 （公社）日本農業法人協会
 開催日時 2021年7月16日（⾦） 10︓00〜16︓00

 開催方法 Zoom（15分前から入室可能）・一部地域ではリアル会場併用
 リアル会場 北海道・岩⼿県・宮城県・静岡県・京都府・⼭⼝県
 開催テーマ 「若⼿農業者が農業を語る」
 参加対象者 農業者（法人または個人）、農業関係企業・団体、マスコミ等
 参加費用 無料
 ZoomURL https://us02web.zoom.us/j/81120090147?pwd=eDJMcklTVkd0MjR3citYd2lsUDNodz09

ミーティングID: 811 2009 0147

パスコード: 864936
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出席状況

 総出席予定者 193名 （うち農業者135名）
 オンライン参加 82名 （うち農業者43名）
 会場参加 92名 （全て農業者、事務局等除く）
 会場参加内訳 北海道会場, 

6 岩手県会場, 

7

宮城県会場, 

7

静岡県会場, 

28

京都府会場, 

28

山口県会場, 

16
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開始時間 終了時間 内容 備考等
10︓00 10︓10 開会挨拶・オリエンテーション ⾹⼭会⻑、鈴⽊委員⻑

10︓10 11︓10 農業者発表①・②（各10分）⇒グループ討議（20分）⇒質疑（20分） ①吉⾒さん②古賀さん

11︓10 11︓20 休憩

11︓20 12︓20 農業者発表③・④（各10分）⇒グループ討議（20分）⇒質疑（20分） ③首藤さん④島田さん

12︓20 13︓10 休憩・昼食

13︓10 14︓10 農業者発表⑤・⑥（各10分）⇒グループ討議（20分）⇒質疑（20分） ⑤宮本さん⑥村田さん

14︓10 14︓20 休憩

14︓20 14︓50 アグリコーポレーション佐藤さん発表・質問

14︓50 15︓20 自分自身が取組みたいこと（15分×2） ブレークアウトルーム

15︓20 15︓30 休憩

15︓30 15︓50 全体での話し合い（テーマ「これから取組みたいこと」）

15︓50 16︓00 事務連絡・閉会 酒井さん

進⾏スケジュール7

進⾏上の留意点

 当日はディスカッションや発表時以外は、原則ミュートでお願いいたします。
 カメラはON/OFFどちらでも構いませんが、発⾔の際は極⼒ONにしてください。
 表⽰のお名前を下記に変更ください。

「氏名＠法人・団体名」 （例）次世代 太郎＠次世代ファーム
 途中退室は自由です。
 遅れて参加される場合、入室まで時間がかかる場合がございます。

ミュート解除
…
…

名前の変更

※名前の変更方法（例）

…

＜Zoom画面のイメージ＞
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発表者プロフィール
第8回次世代農業サミット
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【代表発表者︓⻑崎県】（当協会主催︓夢コンテスト2040最優秀賞）
株式会社アグリ・コーポレーション 代表取締役 佐藤 義貴 氏

2011年に五島市三井楽町に4,000坪の農地を購入し農業経営を
スタート。現在は45haの農地全てを有機認証を取得し、有機
安納芋・有機紫芋といった甘藷専門のオーガニックファーマー。
「⾚ちゃんに安全を、⺟親に安⼼を」をコンセプトに⾚ちゃん
向けに有機栽培した芋をベビーフードとして2019年に新設した
工場で製造している。
「オーガニックをプラットフォームとした街づくり」を⻑期ビ
ジョンに掲げ、耕作放棄地解消、地元雇用及び移住者を受け入
れ41名体制。
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1975年、⻑野県⻑和町⽣まれ、31歳で就農。
「⼼に残るものづくり」を理念に、2015年アスパラマル(株)を設⽴
2020年、アスパラガス画像処理自動選別システムを導入し、地域の⽣産
者が集荷しやすい環境を整え、潰しあう事なく共存する仕組みを目指す。

他者から⾒たアスパラマル（あくまでも個人的な感想）
・アスパラのプロ、法人化を合わせた⾒事な事業継承(ベジアーツ ⼭本裕之)

・地域農業に新しい風を吹かすパイオニア、事務所おしゃれ(アグレス土屋梓)

【発表者①︓⻑野県】（日本農業法人協会枠）
アスパラマル株式会社 代表取締役 吉⾒ 雅史 氏
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【発表者②︓福岡県】（農業⼥⼦PJ枠）
うるう農園 古賀 百伽氏

前職︓保険営業
2017年 有明海の海苔漁師だった夫と新規就農
2018年 いちご栽培、観光農園開始
2019年 特別栽培認証、2019年度じゃらん九州人気いちご狩り
施設グランプリ優勝
2020年 法人化、2020年度じゃらん九州人気いちご狩り施設グ
ランプリ優勝
2021年 建設部門法人化、スイーツ店オープン予定
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【発表者③︓愛媛県】（4Hクラブ枠）
株式会社 維⾥ 代表取締役 首藤 元嘉 氏

２０１２年親の離農をきっかけに就農。
２０１９年法人化。
愛媛県⻄条市で全圃場自然栽培にて⽔稲を中⼼に⽣産し、自社
農産物を加工・販売している。ワークショップや農業体験を通
じた消費者交流や企業CSRの受け入れも積極的に⾏なっている。
事業ドメインを環境保全と設定し、ミッションは「農業を通じ
て、食と暮らしをととのえる」こと。⼦どもたちに豊かな地域
の未来を残すべく活動している。
R3年度、全国農業⻘年クラブ連絡協議会 顧問
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【発表者④︓神奈川県】（農業⼥⼦枠）
株式会社 ゆうゆう農場 マーケティングマネージャー 島田 馨⼦氏

1977年⽣まれ、東京都出身。津田塾⼤学英⽂科を2000年に卒業
後、印刷・広告代理店・会計事務所を5年ずつ経験。⼩笠原旅⾏
をきっかけに移住に憧れ、まずは「お試し」と神奈川の農業⽣
産法人に転職。
⽣産と同時に前職のノウハウを活かして業務整理、販促等の⾒
直しを⾏い、3年で年商3倍増を達成。お客様の「美味しい」と
いう⾔葉を喜びに、トライ＆エラーの毎日を過ごしている。
「農業は身近」ということを一人でも多くの人に知ってもらう
ことが願い。
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【発表者⑤︓⽯川県】（4Hクラブ枠）
宮本農産 宮本 健一氏

1987年⽣まれ。2010年に神⼾学院⼤学経営学部を卒業、その後
プロスノーボーダーを目指すも断念。㈱PlanDoSeeにて、神⼾
でのホテル勤務を経て2013年地元、⽯川県に戻り親元就農。
2017年に事業承継を⾏う。現在は⽔稲・⼩松イ草を栽培・加工
を⾏う、北限のイグサを作り続ける唯一の農家。

全国農業性クラブ連絡協議会の役員を歴任し、若⼿農業界の発
展に尽⼒している。
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【発表者⑥︓京都府】（日本農業法人協会枠）
ロックファーム京都株式会社 代表取締役 村田 翔一氏

２０１８年春に消防士を退職し、就農。
九条ねぎの周年栽培に挑戦し２０１９年に「ロックファーム京
都㈱」を設⽴。
同年、九条ねぎに特化した販売会社「京葱SAMURAI㈱」を⽣産
法人３社で設⽴。
また常識にとらわれない発想でスイートコーンを自社ブランド
化。「京都舞コーン」は２０２０年一⼤ヒット商品に。
２０２１年には農福連携事業として就労継続支援事業所「ロッ
クスターズ」を設⽴。
今後もより一層農業の可能性を広げていきたい。
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