令和２年度事業報告書
（令和２年４月１日～令和３年３月31日）
Ⅰ．会員数・都道府県組織等の動き
（１）会員数（前年度末2,057会員）
３月31日現在で2,061会員となっている。前年度末に比べ4会員の増となっている。
（２）都道府県組織会長の交代（敬略称）
佐賀県
福島県
宮城県

（新）前田

清浩

（有）伊万里グリーンファーム

（旧）中島

構治

（有）ナカシマファーム

（新）降矢

敏朗

（有）降矢農園

（旧）高橋

良行

（株)グリーンファーム

（新）日野

雅晴

（有）日野畜産

（旧）郷右近
栃木県
埼玉県
岩手県
滋賀県
愛知県

秀俊

（有）大郷グリーンファーマーズ

（新）月井

美好

（有）ハーレイ牧場

（旧）平出

孝司

（有）エフ・エフ・ヒライデ

（新）臼倉

正浩

（株）しゅん・あぐり

（旧）互

泰 行

（新）照井

勝也

（株）西部開発農産

（旧）千葉

一幸

（有）ハッピーヒルファーム

（新）野田

藤雄

（農）夢ファームせんだ

（旧）宮尾

英明

（株）グリーンパワー長浜

（新）水谷

朱美

（有）ピアッツアベルディ

（旧）三浦

基彰

（有）三浦園芸

のりす(株)

（３）アグリサポート倶楽部（ＡＳＣ）会員の動き（前年度末155社（159口））
３月31日現在で、企業会員165社（169口）となっている。前年度末から10会員の増
となっている。

Ⅱ．会議等の開催状況
（１） 総会
６月30日

第40回総会（縮小開催）
○令和元年度事業報告・決算の承認に関する件
○理事の補充・選任に関する件

３月１日

他

第41回総会（縮小・ＷＥＢ開催）
○理事の補充・選任に関する件

（２）理事会
４月７日

第73回理事会（書面開催）
○在宅勤務規程の制定に関する件

６月５日

第74回理事会（書面開催）
○令和元年度事業報告・決算に関する件
○理事の補充・選任に関する件

他

９月10日

第75回理事会（ＷＥＢ開催）
○令和２年度下半期重点事業・補正予算の設定に関する件
○公益目的事業の内容変更（特定技能支援事業の開始）に
関する件

12月３日

他

第76回理事会（ＷＥＢ開催）
○選挙管理委員会委員の委嘱に関する件
○規程等の改正等に関する件

２月10日

他

第77回理事会（ＷＥＢ開催）
○令和２年度資金調達に関する件
○令和３年度事業計画・収支予算の設定に関する件
○第41回総会（臨時）の開催に関する件
○理事の補充・選任に関する件
○規程等の改正等に関する件

３月１日

他

第78回理事会（ＷＥＢ開催）
○専務理事の選定に関する件

（３）常任理事会・会員役員等懇談会 等
４月20日

第１回常任理事会（書面開催）
○ 会員の入会について

４月20日

第１回正副会長等懇談会 （ＷＥＢ開催）
○新型コロナウイルス感染症の影響について
○協会のあり方について

５月12日

他

第２回正副会長等懇談会（ＷＥＢ開催）
○政策提言公表の進め方について
○協会のあり方について

５月12日

第２回常任理事会（書面開催）
○会員の入会について

５月19日

他
他

第１回正副会長ミーティング（ＷＥＢ開催）
○ファーマーズ＆キッズフェスタ代替事業の検討について

５月25日

第２回正副会長ミーティング（ＷＥＢ開催）
○災害対策事業の進め方等について
○ＳＤＧs勉強会の立ち上げについて

５月29日

他

第３回正副会長ミーティング（ＷＥＢ開催）
○災害対策事業の進め方等について
○広報について

６月５日

他

第３回常任理事会（書面開催）
○会員の入会について
○第74回理事会付議事項について

６月８日

第４回正副会長ミーティング（ＷＥＢ開催）
○協会のあり方について
○新聞広告企画について
○ＳＤＧs勉強会の立ち上げについて

６月15日

他

第３回正副会長等懇談会 （ＷＥＢ開催）

他

○令和３年度税制改正要望について
○「協会のあり方」及び「新聞広告企画」について
６月17日

他

緊急正副会長ミーティング（ＷＥＢ開催）
○都道府県会長会議の進め方について
○新型コロナウイルス対策（２次補正）への対応について

６月30日

他

第５回正副会長ミーティング
○農水省訪問について
○特別定額給付金に関する県会長提案の取り扱いについて

７月10日

第４回常任理事会（書面開催）
○会員の入会について
○政策提言委員会外部委員委嘱終了について

７月14日

第４回正副会長等懇談会 （ＷＥＢ開催）
○ＢＣＰの取組について
○農水省との連携強化について

７月30日

他

第６回正副会長ミーティング（ＷＥＢ開催）
○新聞広告企画について
○７月豪雨の被災状況のヒアリング結果について

８月20日

他

第７回正副会長ミーティング（ＷＥＢ開催）
○第６回常任理事会・第75回理事会付議事項について
○政策関係について

８月24日

他

第５回正副会長等懇談会（ＷＥＢ開催）
○第75回理事会付議事項について
○第６回常任理事会付議事項について

８月24日

他

第５回常任理事会（書面開催）
○会員の入会について

９月10日

第６回常任理事会（ＷＥＢ開催）
○第75回理事会付議事項について
○会員の入会について

９月23日

他

第６回正副会長等懇談会（ＷＥＢ開催）
○ＢＣＰ策定依頼について
○共同物流・販売支援事業の取組み状況等について 他

10月21日

第７回正副会長等懇談会（ＷＥＢ開催）
○令和２年度上半期事業報告・中間決算について
○政策提言活動について 他

10月21日

第７回常任理事会（書面開催）
○会員の入会について

11月18日

第８回常任理事会（書面開催）
○会員の入会について

11月18日

第８回正副会長等懇談会（ＷＥＢ開催）
○令和３年度事業計画（骨子）案・予算案について
○特定技能等の外国人材関連事業の拡大に伴う増員について
○選挙管理委員会委員の委嘱について 他

他

12月３日

第９回常任理事会（ＷＥＢ開催）
○第76回理事会付議事項について
○会員の入会について
○常任理事会等の運営見直しについて

12月24日

第９回正副会長等懇談会（ＷＥＢ開催）
○第17回ブロック農業法人組織会長・事務局合同会議の進め方につ
いて
○委員会の活動報告について
○協会主要事業の状況について
○農水省との意見交換（農水省大臣官房デジタル戦略グループ）他

１月29日

第１回会員役員等懇談会（ＷＥＢ開催）
○令和３年度事業計画案・予算案について
○規程等の改正等について
○第23回都道府県会長会議の進め方について

１月29日

他

第10回常任理事会（ＷＥＢ開催）
○会員の入会について

２月10日

第11回常任理事会（ＷＥＢ開催）
○第77回理事会付議事項について

２月26日

第２回会員役員等懇談会（ＷＥＢ開催）
○HPの改修について
○政策提言関係について
○国連食料システムサミットについて

２月26日

他

第12回常任理事会（ＷＥＢ開催）
○会員の入会について

３月26日

第３回会員役員等懇談会（ＷＥＢ開催）
○政策提言関係について
○令和３年度次世代農業サミット事業実施方針について

３月26日

第13回常任理事会（ＷＥＢ開催）
○会員の入会について

（４）監事会
６月５日

第33回監事会
○令和元年度事業及び決算監査

10月23日

第34回監事会
○令和２年度上半期事業及び計算書類監査

（５）都道府県会長会議
６月23日

第22回都道府県会長会議（ＷＥＢ開催）
○令和２年度の協会活動について（意見交換）

２月９日

第23回都道府県会長会議（ＷＥＢ開催）
○令和３年度事業計画・予算案について
○委員会・部会の活動状況について
○農林水産省との意見交換

他

他

（６）ブロック別農業法人組織会長・事務局担当者会議 の開催
１月18日

東海ブロック（ＷＥＢ開催）

１月19日

中国ブロック（ＷＥＢ開催）

１月22日

関東ブロック（ＷＥＢ開催）

１月28日

北海道・東北ブロック（ＷＥＢ開催）

１月29日

北信越ブロック（ＷＥＢ開催）

２月１日

四国ブロック（ＷＥＢ開催）

２月２日

九州・沖縄ブロック（ＷＥＢ開催）

２月４日

近畿ブロック（ＷＥＢ開催）

（７）委員会・部会等の開催
４月13日

政策提言委員会（書面開催）

７月27日

女性農業者等活躍支援ミーティング（ＷＥＢ開催）

８月７日

技術革新ＷＧ（農業用ドローンに関する意見交換会、ＷＥＢ開催）

８月18日

外国人材部会（ＷＥＢ開催）

９月２日

女性農業者等活躍支援ミーティング（ＷＥＢ開催）

９月７日

コメ政策に関する検討会（ＷＥＢ開催）

10月１日

政策提言委員会（ＷＥＢ開催）

10月８日

資材・流通ＷＧ（ＷＥＢ開催）

10月９日

経営強化委員会（ＷＥＢ開催）

10月19日

災害対策ＷＧ（ＷＥＢ開催）

10月22日

農地集積等ＷＧ（ＷＥＢ開催）

10月26日

技術革新ＷＧ（農業用ドローンに関する意見交換会、ＷＥＢ開催）

11月４日

人材強化委員会（ＷＥＢ開催）

11月６日

米政策検討ＷＧ（ＷＥＢ開催）

11月16日

資材・流通ＷＧ（ＷＥＢ開催）

11月25日

災害対策ＷＧ（ＷＥＢ開催）

11月26日

農地集積等ＷＧ（ＷＥＢ開催）

12月１日

組織運営委員会（ＷＥＢ開催）

12月11日

持続可能な農業ＷＧ（ＷＥＢ開催）

12月17日

米政策検討ＷＧ（ＷＥＢ開催）

12月18日

農地集積等ＷＧ（ＷＥＢ開催）

12月18日

政策提言委員会（ＷＥＢ開催）

12月21日

人材育成ＷＧ（若手農業者と農水省との意見交換会、ＷＥＢ開催）

12月22日

人材育成ＷＧ（若手農業者と農水省との意見交換会、ＷＥＢ開催）

12月23日

輸出ＷＧ（農水省による輸出施策の説明・ＷＥＢ開催）

12月25日

畜産ＷＧ（ＷＥＢ開催）

12月25日

人材育成ＷＧ（若手農業者と農水省との意見交換会、ＷＥＢ開催）

１月13日

資材・流通ＷＧ（農水省との意見交換会、ＷＥＢ開催）

１月13日

農地集積等ＷＧ（農水省との意見交換会、ＷＥＢ開催）

１月13日

災害対策ＷＧ（ＷＥＢ開催）

１月21日

人材育成ＷＧ（ＷＥＢ開催）

１月25日

技術革新ＷＧ（農水省との意見交換会、ＷＥＢ開催）

１月27日

持続可能な農業ＷＧ（ＷＥＢ開催）

１月28日

災害対策ＷＧ（農水省との意見交換、ＷＥＢ開催）

２月３日

人材強化委員会（ＷＥＢ開催）

２月５日

人材育成ＷＧ（ＷＥＢ開催）

２月８日

米政策検討ＷＧ（農水省との意見交換会、ＷＥＢ開催）

２月15日

資材流通ＷＧ（ＷＥＢ開催）

２月19日

外国人ＷＧ（ＷＥＢ開催）

２月24日

政策提言委員会（ＷＥＢ開催）

３月２日

人材育成ＷＧ（ＷＥＢ開催）

３月４日

人材育成ＷＧ（若手農業者と農水省との意見交換会、ＷＥＢ開催）

３月９日

人材育成ＷＧ（若手農業者と農水省との意見交換会、ＷＥＢ開催）

３月25日

輸出ＷＧ（ＷＥＢ開催）

（８）事務局担当者会議
５月13日

都道府県農業法人組織事務局担当者会議（書面開催）

Ⅲ．具体的な事業活動状況
（Ⅰ）調査・情報活動
１．情報活動
（１）農業法人経営関連情報の発信
○「アグリビジネス経営塾」を作成・発信
・850号（令和２年４月９日）から889号（令和３年３月25日）、号外（令和２年９
月10日）、新春号（令和３年１月７日）
（２）調査レポート等の公表
○農業法人白書2018（令和２年７月）を発行
〇農業法人白書2019（令和３年１月）を発行
（３）経営支援関連情報の発信
○「経営支援プロジェクトニュース」を作成・発信
・第１号７月17日、Japanese foods Premium Trade fair出展募集
・第２号８月27日、「JFバイヤーズ商談会2020」出展募集
・第３号10月26日、日蘭ウェビナーのご案内（オランダ大使館主催セミナー）
・第４号11月４日、「JAグループ国産農畜産物商談会」出展募集
・第５号１月４日、日蘭ウェビナーのご案内（オランダ大使館主催セミナー）
・第６号３月９日、「アグリＰＬＩアセスメントお試しキャンペーン」
（４）FAX等有料情報提供サービスの実施
○36件を受託・発信
（５）「会員向け農業情報おまとめ便」の作成・発送
○令和２年７月に賛助・ＡＳＣ13会員の商品・サービス情報（18種）を全会員に発送
（第40回総会冊子及び農業法人白書＜2018年農業法人実態調査結果＞と同封）
○令和３年２月に賛助・ＡＳＣ６会員の商品・サービス情報（７種）を全会員に発送

２．調査活動
（１）各種調査等の実施協力
○農業資材の調達等に関する意識調査（農林水産省、 ８/18～８/31）
（２）意見公募・アンケート
○新型コロナウイルス感染症への影響確認及び就職あっせん事業への協力について
（４/13）
○令和３年度税制改正に関する要望事項の募集（６/８～７/17）
○令和２年７月豪雨に対する被災状況の調査（７/９～７/17）
○政策提言成就に向けた意見募集について（７/20～７/31）
○ＢＣＰアンケート（７/22～８/17）
○農業用ドローンに関するＷＥＢアンケート（８/26～９/２）
○令和３年度税制改正要望に関するアンケート調査（９/４～９/18）
○2020全国農業法人実態調査（11/13～12/28）
○「手続きの簡素化とオンライン化」に関する意見募集（11/10～11/18）
○特定技能外国人の雇用に関する調査（12/25～１/15）
○令和３年１月大雪に対する被災状況の調査（１/13）
〇農業用ドローンの登録農薬拡大希望の募集（2/1～2/12）
〇畜産経営に関するアンケート（2/3～2/17）
〇若手農業経営者と農林水産省の意見交換会に関するアンケート（2/8～2/15）
○規制緩和に関するＷＥＢアンケート（2/28～3/9）
（Ⅱ）提案・提言活動
１． 農林水産省・政党等への政策提言・要請等
５月11日

「新たな畜舎建築基準等のあり方に関する検討委員会」（事務局：生産局
畜産部）に「中間とりまとめ案について」を 提出

５月22日

「日本農業の将来に向けたプロ農業経営者からの提言」公表

９月10日

「米に関する現状認識及び提案」を自民党農業基本政策検討委員会に提出

10月22日

「高収益次期作支援交付金運用見直しに対する要請」を農林水産省（事務
局：生産局園芸作物課）に提出

11月25日

「米政策に対する意見」を自民党 議員に提出

11月26日 「米政策に対する意見」を農林水産省（事務局：政策統括官付農産企画課）
に提出
２月17日

「農業用ドローン用農薬の登録拡大について」を農林水産省（事務局：消
費・安全局植物防疫課）に提出

２月17日 「農水省補助事業における複数戸要件の見直しについて」を農林水産省（事
務局：農村振興局鳥獣対策・農村振興課）に提出
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
（１）意見交換・審議会等
４月９日

規制改革推進会議

農林水産ＷＧ（齋藤副会長、山梨：三森氏）

４月21日

規制改革推進会議

農林水産ＷＧ（斎藤副会長、新潟：藤田氏、

山梨：三森氏）
４月22日

A-FIVEの検証に係る検討会（新潟：丸田氏）

４月28日

食料・農業・農村政策審議会企画部会（近藤副会長、福島 ：佐藤氏）

５月14日

規制改革推進会議

農林水産ＷＧ（斎藤副会長、新潟：藤田氏、

山梨：三森氏）
５月26日

規制改革推進会議

農林水産ＷＧ（斎藤副会長、新潟：藤田氏、

山梨：三森氏）
６月16日

食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会（宮崎：日高氏）

６月24日

食料・農業・農村政策審議会農業農村振興整備部会（茨城：横田氏）

６月30日

食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会（宮崎：日高氏）

６月30日

A-FIVEの検証に係る検討会（新潟：丸田氏）

７月15日

A-FIVEの検証に係る検討会（新潟：丸田氏）

７月30日

食料・農業・農村政策審議会食糧部会（山形：平田会長）

７月21日

農業版ＢＣＰに関する検討会（会員５名、事務局）

８月４日

食料・農業・農村政策審議会農業農村振興整備部会（茨城：横田氏）

８月６日

農業分野におけるＡＰＩ整備に向けた検討会（斎藤副会長、新潟：丸田氏）

８月27日

農業版ＢＣＰに関する検討会（会員５名、事務局）

８月31日

新農林水産生物多様性戦略検討会（井村副会長）

９月４日

農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会（井村副会長、茨城：横田氏、
埼玉：山崎氏）

９月10日

自民党農業基本政策検討委員会（井村副会長）

９月10日

米穀の商慣習に関する意見交換会（埼玉：山崎氏）

９月17日

食料・農業・農村政策審議会農業農村振興整備部会（茨城：横田氏）

９月30日

農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会（井村副会長、埼玉：山崎氏）

10月１日

農業版ＢＣＰに関する検討会（会員５名、事務局）

10月14日

農業分野におけるＡＰＩ整備に向けた検討会（斎藤副会長、新潟：丸田氏）

10月16日

食料・農業・農村政策審議会食糧部会（山形：平田会長）

10月19日

食料・農業・農村政策審議会農業農村振興整備部会（茨城：横田氏）

10月19日

新農林水産生物多様性戦略検討会（井村副会長）

10月19日

規制改革推進会議農林水産ＷＧ（群馬：澤浦氏）

10月27日

食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会（宮崎：日高氏）

10月28日

農林水産物・食品の輸出等への投資の促進に関する検討会（新潟：丸田氏）

10月28日

農業版ＢＣＰに関する検討会（会員５名、事務局）

10月30日

農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会（井村副会長、埼玉：山崎氏）

11月５日

食料・農業・農村政策審議会食糧部会（山形：平田会長）

11月11日

規制改革推進会議農林水産ＷＧ（井村副会長、群馬：澤浦氏）

11月18日

消費者委員会食品表示部会（井村副会長）

11月18日

農林水産物・食品の輸出等への投資の促進に関する検討会（新潟：丸田氏）

11月30日

規制改革推進会議農林水産ＷＧ（井村副会長、群馬：澤浦氏 、坪谷監事）

12月３日

農業分野におけるＡＰＩ整備に向けた検討会（斎藤副会長、新潟：丸田氏）

12月７日

農業版ＢＣＰに関する検討会（会員５名、事務局）

12月９日

農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会（井村副会長、埼玉：山崎氏）

12月10日

食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会（須藤監事 、熊本：前田氏、鹿
児島：福永氏）

12月14日

規制改革推進会議農林水産ＷＧ（井村副会長、群馬：澤浦氏）

12月28日

食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会（宮崎：日高氏）

１月８日

みどりの食料システム戦略意見交換会（山田会長、近藤副会長、斉藤副会
長、嶋崎副会長、井村副会長、甲斐専務、堀江常務）

１月14日

食料・農業・農村政策審議会農業農村振興整備部会（茨城：横田氏）

１月18日

新農林水産生物多様性戦略検討会（井村副会長）

１月19日

農業版ＢＣＰに関する検討会（会員５名、事務局）

１月20日

農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会（井村副会長、埼玉：山崎氏）

１月25日

食料・農業・農村政策審議会企画部会（近藤副会長）

１月29日

畜舎の規制緩和に関する意見交換会（斉藤副会長、北海道：川口谷氏、延
與氏、宮崎：香川氏）

２月１日

規制改革推進会議農林水産ＷＧ（井村副会長、群馬：澤浦氏）

２月25日

農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会（井村副会長、埼玉：山崎氏）

２月25日

農作業安全検討会（高橋理事）

２月26日

食料・農業・農村政策審議会食糧部会（山形：平田会長）

３月５日

食料・農業・農村政策審議会農業農村振興整備部会（茨城：横田氏）

３月５日

規制改革推進会議農林水産ＷＧ（井村副会長、群馬：澤浦氏）

３月９日

新農林水産生物多様性戦略検討会（井村副会長）

３月12日

食料・農業・農村政策審議会企画部会（近藤副会長）

３月19日

規制改革推進会議農林水産ＷＧ（井村副会長、群馬：澤浦氏）

３月24日

農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会（井村副会長、埼玉：山崎氏）

３月25日

食料・農業・農村政策審議会企画部会地球環境小委員会（井村副会長）

３月25日

農作業安全検討会（高橋理事）

３月25日

農林水産物・食品の輸出等への投資の促進に関する検討会（新潟：丸田氏）

３月26日

植物防疫の在り方に関する検討会（井村副会長）

３月26日

農林水産省大臣官房国際部との意見交換（会員役員等）

３月31日

規制改革推進会議農林水産ＷＧ（井村副会長、群馬：澤浦氏）

（２）農水省等関係省庁打ち合わせ（テーマ）【面談（含むＷＥＢ）実施】
４月７日

生産局畜産部畜産企画課（畜舎等の基準緩和）

４月14日

生産局畜産部畜産企画課（畜舎等の基準緩和）

４月22日

経営局経営政策課（コロナ対策）

６月22日

経営局経営政策課（役員による農水省訪問調整）

７月15日

政策統括官付穀物課（農産物検査・規格）

７月22日

生産局技術普及課（資材価格調査）

７月29日

経営局金融調整課（コロナ対策・石川県農業法人協会提言関連）

８月18日

内閣府規制改革推進室（意見交換）

８月25日

経営局経営政策課（税制改正要望）

８月26日

政策統括官付穀物課（農産物検査・規格）

８月26日

消費・安全局植物防疫課（農業用ドローン）

９月３日

生産局技術普及課（農業用ドローン）

９月４日

大臣官房政策課（コロナ対策）

９月15日

生産局穀物課（飼料用米アンケート）

10月５日

消費者庁食品表示課（精米の３点セット表示）

10月６日

文科省初等中等教育局（令和３年度概算要求事項）

10月13日

経営局就農・女性課（外国人材ＷＧ）

10月19日

経営局農地政策課（税制改正要望）

10月28日

食品産業局市場流通課（資材・流通ＷＧ）

10月28日

生産局技術普及課（資材・流通ＷＧ）

10月28日

政策統括官付農産企画課（米政策）

10月28日

経営局経営政策課（人材ＷＧ）

10月30日

経営局就農・女性課（外国人材ＷＧ）

11月５日

経営局農地政策課（農地ＷＧ）

11月13日

経営局保険課（災害対策ＷＧ）

11月13日

政策統括官付農産企画課（米政策）

11月16日

大臣官房デジタル戦略グループ（手続きのオンライン化・簡素化ＷＧ）

11月19日

経営局経営政策課（人材ＷＧ）

11月27日

農村振興局農地資源課（基盤整備事業要件）

12月９日

経営局農地政策課（農地ＷＧ）

12月９日

農村振興局農地資源課（基盤整備事業要件・農地ＷＧ）

12月15日

生産局技術普及課（資材・流通ＷＧ）

１月８日

政策統括官付農産企画課（米政策ＷＧ）

１月８日

経営局経営政策課（人材ＷＧ）

１月19日

文科省初等中等教育局（令和３年度事業）

１月25日

消費・安全局植物防疫課（農業用ドローン）

１月26日

国土交通省航空局安全部安全企画課（農業用ドローン）

１月26日

消費・安全局動物衛生課（鳥インフルエンザ）

１月26日

経営局経営政策課（人材ＷＧ）

２月３日

経済産業省特許庁総務部秘書課弁理士室（農業知財）

２月４日

農林水産省審議官（国連食料システムサミット）

２月12日

大臣官房国際部国際機構グループ（国連食料システムサミット）

３月２日

経営局経営政策課（人材ＷＧ）

３月10日

農村振興局農村政策部農村計画課（農地転用）

（３）委員等の主な就任状況
・農林水産省食料・農業・農村政策審議会委員（近藤副会長）
・農林水産省食料・農業・農村政策審議会企画部会地球環境小委員会専門委員
（井村副会長）
・農林水産省食料・農業・農村政策審議会食糧部会臨時委員（山形：平田会長）
・農林水産省食料・農業・農村政策審議会食糧部会経営所得安定対策小委員会臨時委員
（山形：平田会長）
・農林水産省食料・農業・農村政策審議会食料産業部会委員（近藤副会長）
・農林水産省食料・農業・農村政策審議会果樹・有機部会（有機関係）臨時委員
（井村副会長）

・農 林 水産 省 食 料・ 農 業・ 農 村政 策 審 議会 果 樹・ 有 機部 会 （ 果樹 関 係） 委 員（ 福 島 ：
佐藤氏）・臨時委員（専務）
・農林水産省食料・農業・農村政策審議会畜産部会委員（熊本：前田氏（委員）、
須藤監事（臨時委員）、鹿児島：福永氏（臨時委員））
・農林水産省食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会臨時委員（宮崎：日高氏）
・農林水産省食料・農業・農村政策審議会農業農村振興整備部会臨時委員
（茨城：横田氏）
・農林水産省食料・農業・農村政策審議会農業保険部会委員（熊本：前田氏）
・新農林水産生物多様性戦略検討会委員（井村副会長）
・農林水産省産業連携ネットワーク幹事（団体）
・農林水産物等輸出促進全国協議会（団体）
・アグリビジネス投資育成株式会社取締役（常務）、投資審査委員（森顧問税理士）
・農政推進協議会（団体）
・公益財団法人食の安全・安心財団理事（山田会長）
・ロボット革命イニシアティブ協議会（評議員：団体）
・TACパワーアップ表彰審査委員会審査委員（山田会長）
・ＮＰＯ法人日本食レストラン海外普及推進機構

理事（笠原顧問）

・日本政策金融公庫 農業経営アドバイザー試験外部有識者（笠原顧問）
・農業経営アドバイザー活動推進協議会構成員（団体）
・独立行政法人農林漁業信用基金運営委員（ 北海道：川口谷氏、長野：津滝氏、山口：
松村氏）
・一般社団法人アグリフューチャージャパン理事（山田会長）
・革新的技術創造促進事業評議委員（専務）
・農業次世代人材投資事業推進委員（専務）
・公益財団法人国際農業者交流協会理事（専務）
・農の雇用事業審査委員（常務）
・契約野菜収入確保モデル事業実施主体審査委員（常務）
・端境期等対策産地育成強化推進事業実施主体審査委員会（常務）
・農作業安全総合対策推進事業検討委員（参事）
・中古農業機械査定士技能検定委員（参事）
・経済産業省中小サービス等生産性戦略プラットフォーム（団体）
・日本農林規格調査会臨時委員（川上理事）
・「ホワイト物流」推進会議委員（山田会長）
・トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会委員（事務局長）
・トラック運送業の生産性向上協議会委員（事務局長）
・農業技能実習事業協議会（団体）
・農業特定技能協議会（団体）
・農業機械技術検討委員会委員（岸本課長）
・農業分野におけるオープンAPI整備に向けた検討会委員（斎藤副会長、新潟：丸田氏）
・農業版ＢＣＰに関する検討会委員（山形：平田会長、福島：高橋理事、新潟：山波氏、
長野：中平氏・永井氏、岸本課長）
・農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会（団体）

・食品流通合理化検討会委員（専務）
・農産物検査規格検討会委員（齋藤副会長）
・農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会（井村副会長）
・規制改革推進会議農林水産ＷＧ専門委員
（斎藤副会長、新潟：藤田氏、山梨：三森氏/～令和２年７月まで）
（井村副会長、群馬：澤浦氏/～令和２年８月から）
・コメ海外市場拡大戦略プロジェクト推進支援事業選定審査委員（常務）
・日本農業技術検定協会監事（常務）
・収入保険中央推進協議会（団体）
・野菜制度検討会委員（近藤副会長、埼玉：小暮氏、群馬：毛利氏、参事）
・A-FIVEの検証に係る検討会委員（新潟：丸田氏）
・農林水産物・食品の輸出等への投資の促進に関する検討会 委員（新潟：丸田氏）
・農作業安全検討会委員（高橋理事）
・植物防疫の在り方に関する検討会委員（井村副会長）
・全国担い手育成総合支援協議会幹事（団体）
（Ⅲ）研修・教育活動
１． 全国セミナー・ブロック交流会の開催
○全国セミナー
夏季セミナー（６月）及び春季セミナー（３月）は新型コロナの影響により中止
○ブロック交流会
11月19日（木）～20日（金）北海道・東北農業法人WEEK2020ふくしま
関東、北信越、東海、近畿、中四国、九州・沖縄Ｂは新型コロナの影響により中止
○若手農業者コンクール（設立20周年記念事業）
３月１日（月）

夢コンテスト2040～20年後の経営ビジョン～（WEB・ライブ配信）

視聴数：Zoom約130名、YouTube約270名（LIVE配信中のみ）
最優秀賞：（株）アグリコーポレーション
優秀賞：（有）樫山農園
（有）かわに

佐藤氏（長崎）

樫山氏（徳島）、（有）岡山県農商

河二氏（石川）、（株）リコペル

丹波たぶち農場

板橋氏（岡山）、

米田氏（山梨）、（農）

田渕氏（兵庫）、
（有）やまがたさくらんぼファーム

矢

萩氏（山形）（順不同）
２．次世代農業サミット
○実行委員会の運営（日本農業法人協会有志会員、全国稲作経営者会議

青年部、全

国農業青年クラブ連絡協議会、農業女子プロジェクトで構成）
・会議開催

４月14日（書面）、７月14日（ＷＥＢ）、８月20日（ＷＥＢ）

○オンライン交流会の企画・運営
９月11日

第１回交流会（申込者：103名、うち農業者67名）

10月16日

第２回交流会（申込者： 72名、うち農業者50名）

11月20日

第３回交流会（申込者： 98名、うち農業者58名）

12月18日

第４回交流会（申込者： 22名、農業者限定）

１月22日

第５回交流会（申込者： 39名、うち農業者26名）

２月19日

第６会交流会（申込者： 63名、農業者限定）

３月19日

第７回交流会（申込者： 47名、農業者限定）

３．各種勉強会の開催
○ＳＤＧs勉強会の開催
７月16日

第１回勉強会（参加者：28名）

９月17日

第２回勉強会（参加者：42名）

12月23日

第３回勉強会（参加者：49名）

○ＢＣＰ（事業継続計画）勉強会の開催
７月22日

ＢＣＰ（事業継続計画）策定マニュアルの作成・配布

８月21日

第１回勉強会（参加者：13名）

８月31日

第２回勉強会（参加者：43名）

９月11日

第３回勉強会（参加者：155名）

９月25日

第４回勉強会（参加者：75名）

10月12日

第５回勉強会（参加者：12名）

10月22日

第６回勉強会（参加者：36名）

４．自主的研究会の開催を支援
◯F・Kサポートクラブ（９月23日設立）
９月23日

設立

10月８日

ファーマーズ＆キッズフェスタの後継企画等の検討

11月18日

ファーマーズ＆キッズフェスタの後継企画等の検討

12月16日

主催協力の挨拶実施（農業経営大学校）

12月17日

主催協力の挨拶実施（食農連携機構・J-PAO）

１月21日

ファーマーズ＆キッズフェスタの後継企画実現に向けた打ち合わせ

３月４日

ファーマーズ＆キッズフェスタの後継企画実現に向けた打ち合わせ

○野菜流通研究会
10月21日

「BCP勉強会」および意見交換会

12月10日

国内研修会1日目（コロナ禍における野菜経営の意見交換）

12月11日

国内研修会2日目（福井和郷・陶芸の里農産組合視察）

○先端技術研究会
11月16日

情報交換会

（Ⅳ）経営改善支援活動
１．農業法人の経営診断事業
日本政策金融公庫から無担保・無保証人でスーパーＬ資金の借入が可能となる「円滑
化貸付制度」の利用を希望する法人に対し、経営診断を実施
【表１】経営診断実施法人数の年度別推移

（３月31日現在）

年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和２年度

診断先数

62

21

５

２

１

２．従業員等を対象とした会員限定の「傷害保険制度」（保険期間：毎年10月開始～１年
間）を推進
【表２】傷害保険加入利用会員数・利用者数の年度別推移
平成28年度
利用会員数

80（

平成29年度

８）

82（

平成30年度

９）

82（

11）

（３月31日現在）
令和元年度

令和２年度

74（ 34）

79（45）

※カッコ内は業務災害補償保険（平成29年度以前は無記名式傷害保険）の利用数
※令和２年度は10月１日加入更新
３．セーフティーネット活動
（１）会員限定「食品あんしん制度」（保険期間：毎年４月開始～１年間） を推進
【表３】食品あんしん補償制度利用会員数の年度別推移

（３月31日現在）

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和２年度

45

46

55

51

利用会員数

（２）会員限定「家畜再生産費用補償保険」を推進
17会員24農場が加入（保険期間：毎年３月15日開始～１年間）
（３）会員限定「使用者賠償責任保険」を推進
10会員が加入（保険期間：毎年３月開始～１年間）
４．相談窓口
○信用調査（30件）
５．関係機関との連携
（１）農業界・経済界・研究機関との連携（農業技術革新・連携フォーラム）
構成組織：農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）、日本経済団体連合会、
先端農業連携機構
運営会議
会

８月31日、９月14日（オンライン開催に向けて準備）

期：令和2年12月14日～28日（オンライン専用サイト）、参加者235名

（２）（一社）日本フードサービス協会との連携
◯８月27日～９月11日 JFフードサービスバイヤーズ商談会（開催日：11月17日）への
出展募集（申込13社）
（３）農業経営支援連絡協議会
構成組織：日本食農連携機構、日本GAP協会、日本プロ農業総合支援機構
運営会議

４月23日、６月16日、９月９日、９月16日

（４）担い手組織との連携（日本農業者協議会）
構成組織：全国稲作経営者会議、全国指導農業士連絡協議会、全国農業青年クラブ連
絡協議会、農業女子プロジェクト、全国認定農業者協議会、（全国農協青
年組織協議会事務局）
（５）アグリサポート倶楽部
○新規入会相談

34件対応（昨年度40件）

○オンライン交流会：
11月16日（申込者：40名）
１月18日（申込者：50名）
３月15日（申込者：50名）
６．ＢＣＰガイドライン策定（Ｊ－ＰＡＯとの共同策定）
（１）勉強会・検討会の開催
○会員委員：埼玉・新井氏、山梨・田中氏、京都・宮川氏
○オンライン会議開催：９月18日、９月30日、10月13日、10月26日、11月11日、
12月９日
〇ガイドラインの策定、公表：1月29日
７．東京農工大学大学院卓越大学院プログラム支援
○オンライン講義：９月４日（有）浅井農園

浅井社長

○ヒアリング先紹介：会員２先
(Ⅴ)

人材確保・養成活動

１．合同会社説明会（インターンシップブース）の開催を支援
【表４】令和２年度の開催
日時

7/26

8/1

9/27

10/17

11/14

12/5

2/7

2/27

合計

場所

東京

東京

東京

東京

大阪

大阪

東京

東京

全8回

23

26

61

42

28

25

48

37

290

面談
人数

２．農業インターンシップ学生・社会人紹介（３月31日現在）
【表５】受入法人数・参加者数の年度別推移

年

度

受入登録法人数
参加者数 （う ち社 会人 ）
実際に受入した法人数

28年度

29年度

30年度

令和元年度

令和2年度

428

372

334

500

264

809（244）

728（193）

630（175）

736（229）

582（236）

163

163

165

199

147

※平成30年度までは全国農業会議所と共催
３．外国人技能実習生農業研修会の実施（3月31日現在）
【表６】実施回数・受講者数の年度別推移
年

度

回

数

受講者数

27年度

（単位：回数/人）

28年度

29年度

30年度

令和 元年 度

２年 度

501

530

698

848

990

706

3,187

3,343

3,677

4,190

5,028

3,507

(1,339) （1,501）

(1,411)

（647）
※29年度以降の（）内はうち専門級の受講者数

※２年度４月中旬～６月中旬は、新型コロナウイルスの影響で未実施。

４．外国人技能実習生受入れ（3月31日現在）
技能実習１号116名、技能実習２号211名、技能実習３号71名、計398名を受入れ
帰 国 待 機者 と し て 、 「 特 定 活 動」 ５ 名 が 待 機 中 、 令 和３ 年 ３ 月 に 入 国 予 定 であ っ た
40名が入国待機中
【表７】技能実習生の年度別推移
年

度

27年度

（単位：人/法人）

28年度

29年度

30年度

令和元年度

２年 度

技能実習1号

67

129

106

122(16)

120(26)

116(19)

技能実習2号

120

97

123

161(0)

187(19)

211(43)

技能実習3号

―

―

―

13(0)

39(0)

71(1)

計

187

226

229

296(16)

346(45)

398(63)

受入法人数

43

45

48

59(7)

68(11)

73(15)

※（

）内は九州地区の受入人数

５．農作業安全基礎研修会
○農作業安全の講習や農機・刈払機の取扱い、肥料・農薬の基礎講習とし た研修会の開
催（（一社）全国農業改良普及支援協会と連携）。令和２年度は、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大防止の措置として集合型の研修の代わりに研修動画を作成、２月
５日～３月19日にWeb配信を行い、５会員・５県において社内研修および県内研修会で
活用。また、配信を行った研修動画および、新たに作成した研修動画の合計３つの講
義を収録したDVDを農作業安全総合推進協議会で作成し、都道府県農業法人組織へ配
布。
６．就職あっせん事業
○新 型 コロ ナ ウ イル ス 感染 症 拡大 時 に おけ る 国内 の 働き 口 の 確保 及 び 農 業 界の 人 材 不
足や技能実習生の来日困難等を解決するため、就農を希望する全国の求職者を会員に
斡旋。事業検討のため試行的な取組みとして、４月末～６月に実施。
参加法人数
107社

延べ求人件数

申込求職者数

マッチング数

約500人分

64名

約250件

紹介実施社数
75社

７．農業労働力支援協議会
農業人材分野において、ＪＡ全中、ＪＡ全農、農林中金、ＪＡ共済連、全国農業会議
所と連携し、多様な人材の確保・育成等に関する協議会を運営。
７月22日

会議（前年度事業総括、今年度実施内容確認）

１月13日

会議（今年度の取組共有・来年度以降の事業計画議論）

３月25日

協議会（今年度の取り組み報告・来年度以降の事業方針説明）

８．就職氷河期世代資格習得等支援事業（厚生労働省委託事業）
農業分野における「就職氷河期世代（35 歳以上 54 歳以下）」の安定就労に向けた支援と
して、厚生労働 省の委 託事業を受託し 「就職氷河期世代の方向けの短期資格等習得コース事
業」を創設。農業法人等への就職に役立つ知識 ・資格等の修得と職場実習等を組み合わせた
『出口一体型』プログラムを実施。令和２年度の訓練は２回、令和３年度に４回、令和４年
度に３回の全９回の訓練で 500 人の訓練実施を目標とする。

（１）職業訓練カリキュラムの策定
①カリキュラム策定委員会の開催
第１回:６月 29 日、第２回:８月５日、第３回：３月 16 日
農業分野の就職に必要な知識・資格等を習得できる訓練カリキュラムを検討。
②会員宛にニーズ調査の実施

第１回:６月８日～６月 19 日、第２回:９月 16 日～９月 23 日
108 社回答中、正規転換を希望する 14 社が雇用するパート・アルバイトの合計は 319 名。
（２） 事業の周知
① 訓練生募集パンフレットを９月下旬に全国の労働局、ハローワーク、都道府県農業法人
組織事務局、会員に向けて発送。
② 事業説明会の実施：９月25日（ WEB 開催）
③ 訓練生募集専用WEBサイトの開設：９月18日
④ 第２回訓練生募集時
１）会員向け：事業活用案内の実施（11/27）
２）一般向け： WEB 広告の出稿（期間：11月下旬～12月下旬）
⑤ 第３回訓練生募集時
１）会員向け：事業活用案内（令和３年２月発行のおまとめ便へ同封）
２）一般向け：オンライン説明会（3/19）

WEB 広告の出稿（期間：令和３年３月上旬～４月中旬）
○その他、全国各地セミナー等で事業説明を実施。
（３）訓練生募集
①募集時期

第１回:９月 18 日～10 月 12 日、第２回:12 月１日～12 月 31 日、
第３回：令和３年３月 22 日～４月 21 日

②募集方法

ⅰ.ハローワーク経由、ⅱ.専用 WEB サイト、ⅲ.会員法人等からの紹介

③募集定員

第１回：50 名、第２回：50 名、第３回：50 名

（４）職業訓練カリキュラムに基づく「職業訓練（職場見学・体験 ＋ 座学と実習）」の実施
①「職場見学・体験」：全国８ブロックで「職場見学・体験」に参加（１日間）。
②「座学と実習」：運転操作、安全衛生、生活設計の３つの単位より、各１つ以上を履修。
■「座学」では「安全衛生」「生活設計」単位について全編 e ラーニング講座にて受講。
■「実習」では「運転操作」単位（準中型自動車免許、大型特殊自動車免許、フォークリ
フト運転技能講習、車両系建設機械運転技能講習、無人航空機（ドローン）操縦技能等）
について各教習施設で実施。
（５）訓練実施状況
令和２年度
訓練

第１回訓練

訓練実施人数（うち会員等の非正規雇用者） ７名（０名）

第２回訓練
34 名（１名）

訓練途中離脱者

０名

３名

訓練修了者数

７名

31 名

※第３回訓練について は、４月21日まで募集中

（Ⅵ）啓発・普及活動
１．講師斡旋活動
○のべ12件実施（敬称略）
７月17日（金） 徳島県農業法人協会定例会（徳島） 大西
10 月 28 日（水）徳 島 県 農 業 法 人 協 会 定 例 会 （ 徳 島 ） 秋川

規夫
正

（株）中大
（株）秋川牧園

10 月 29 日（木）令和２年度全国農業経営アドバイザーミーティング（東京）

山田

敏之

こと京都（株）

11 月 20 日（金）徳島県次世代農業サミット（徳島）

鈴木

貴博

（株）鈴生

12 月 15 日（火）農業法人セミナー（宮城）

山田

敏之

こと京都（株）

２月 15 日（月）令和２年経営戦略セミナー（岩手） 山田

敏之

こと京都（株）

２月 22 日（月）令和２年度農業サロン（三重）

山田

敏之

こと京都（株）

３月４日（木） 農業のＢＣＰセミナー（京都）

山田

敏之

こと京都（株）

高田・村上氏

Ｊ－ＰＡＯ

３月４日（木） 徳島県農業法人定例会（徳島）

浅井

雄一郎

(株)浅井農園

３月 19 日（金）ＢＣＰ研修会（長崎）

山田

敏之

こと京都（株）

３月 23 日（火）経営向上研修会（埼玉）

高田・村上氏

Ｊ－ＰＡＯ

３月 29 日（月）ＢＣＰ策定セミナー

山田

こと京都（株）

敏之

２． ファーマーズ＆キッズフェスタ
○執行部（正副会長）の事業廃止方針を受け、６月中旬に主要協賛団体 等に事前説明
○実行委員会の開催

７月３日（今年度の事業中止）

○有志実行委員会の開催支援

７～８月で合計４回開催（ＷＥＢ開催）

◯後継企画の検討を行う自主的研究会「F・Kサポートクラブ」の設立（９/23）
◯賛助団体全社に向けて今年度の中止連絡および、来年度以降の主催廃止を報告
（10/21）
（Ⅶ）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
７月13日

栃木県農業法人協会総会（岩男参事）

７月29日

うつくしま福島農業法人協会若手会総会（岸本課長）

７月30日

神奈川県農業法人協会総会（岩男参事）

11月13日

（一社）熊本県農業法人協会「新規会員オリエンテーション＆セミナー」
（岩男参事）

11月16日

JAバンク徳島次世代農業サミット開催支援（岸本課長・石川調査役）

11月24日

茨城県農業法人協会

11月26日

宮城県水田セミナーWEB開催協力（岸本課長）

12月 3日

佐賀県セミナー開催支援（岸本課長・石川調査役）

１月14日

鹿児島県農業法人協会

１月25日

神奈川県農業法人セミナー（岩男参事・岸本課長）

１月28日

滋賀県セミナーWEB開催支援（石川調査役）

３月２日

富山県農業法人協会総会（井村副会長）

３月18日

新潟県農業法人協会総会・記念セミナー（坪谷監事）

３月23日

彩の国さいたま農業法人協会・経営向上研修会（岸本課長・石川調査役）

日本経済に関する記念講演会（岩男参事）

食と農を結ぶ交流フォーラム（ WEB）（甲斐専務）

２．関係機関総会等への役員の派遣
６月29日

（一社）全国農業会議所通常総会（堀江常務）

12月23日

（一社）アグリフューチャージャパン社員臨時総会（山田会長）

３月８日

（一社）全国農業会議所臨時総会（堀江常務）

３月30日

（一社）アグリフューチャージャパン社員定時総会（山田会長）
以上

