J-PAO Press
「第 2 回食と農の祭典」開催決定

のう

11 月 19(土)～20(日)に東京・日比谷公園に
て、第２回食と農の祭典「ファーマーズ＆キッ
ズフェスタ」が開催されます。
主催は第 2 回食と農の祭典実行委員会（構成
団体：社団法人日本農業法人協会、J-PAO、
日本ブランド農業事業協同組合、一般社団法人
日本養豚協会）
。
また、多くの J-PAO 会員に協賛をいただい
ています。
これからポスターの配布等が始まります。
多くの方にご来場いただきますようお願い
します。
ホームページは以下の場所にあります。
http://farmers-kids.jp/
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くことができ、書物を読むことだけではわから
ない様々なことがわかりました。
今回と次回の J-PAO Press にて、２つの農
業実習の内容を紹介します。
そして、9/24~9/25 には、様々な講義やﾛｰﾙﾌﾟ
ﾚｲﾝｸﾞ研修を行い、この研修の最終課題である
㈱内子フレッシュパークからりが農商工連携
で開発した商品の「販売戦略展開表」と「セー
ルスマニュアル」のブラッシュアップを行いま
した。
集合研修はこれにて終了。あとは最終課題を
受講生が提出し、それを㈱内子フレッシュパー
クからりに提出して終了となります。

→J-PAO ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞのﾊﾞﾅｰをｸﾘｯｸしても表示でき
ます。

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞを開催
J-PAO は、日本政策金融公庫農林水産事業
本部から農業経営ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ試験制度の運営事
業を受託しています。
この事業の一環として、東京・千代田区・星
陵会館にて 9/15(木)～9/16(金)に農業経営ｱﾄﾞ
ﾊﾞｲｻﾞｰ試験合格者を対象とした研修「平成 23
年度第 1 回農業経営ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ」を開催
し、280 名の農業経営ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰが参加しまし
た。
9/15 には、㈱Ｏｋｕｒｕｓｋｙ（オクルス
カイ）
・村山代表取締役（石川県）から、
「新規
参入農業経営者からの提言『ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰに期待
すること』
」についての講演と、３人の農業経
営ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰから事例発表がありました。
また、9/16 には、農林水産省食料産業局企
画課・神井弘之食品企業行動室長から「ﾌｰﾄﾞ･
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（ＦＣＰ）について」、㈱
日本政策金融公庫営業推進部・森和志農業課長
から「農業経営者向け資金制度について」講演
がありました。

農商工連携人材育成事業が終了
J-PAO は、本年５月から実施していた農商
工連携人材育成事業について、農業者の実地研
修として、8/27~28 に㈱サラダボウル（山梨県）、
9/3~4 に㈱野菜くらぶ（群馬県）と二つに別れ
て実施しました。多くの受講生が農作業は初め
てであり、また、農業経営者の話をその場で聞

写真：ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ研修の様子

栃木県「農業ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ」継続実施
栃木県農業大学校主催の「とちぎ農業ﾋﾞｼﾞﾈ
ｽｽｸｰﾙ」が開講しています。このﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙの
中で、昨年度に引き続き、J-PAO が委託をう
け、担当している「経営改革プランニング」が
8/9 から始まりました。
内容（全 7 回）はまず事例研究を行い、その
後自らの経営拡大プランの作成を講義と演習
を通じて行い、最後に発表をするというもので
す。講師は、運営会員の農業経営支援ｾﾝﾀｰが務
めます。

韓国 KBS の取材を受けました
J-PAO は、9/7(水)に韓国放送公社（KBS）
の取材を受けました。
取材陣は、日本農業に関するドキュメンタリ
ー番組制作の為に来日し、J-PAO の活動状況
について髙木副理事長へ熱心にインタビュー
をしていました。また事務所内の様子も撮影さ
れましたので、我々事務局員の登場もあるかも
しれません。
番組は 10/26(水)23:30～24:25 に韓国で放映
予定となっています。放映後、J-PAO に番組
の DVD が贈られる予定です。

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-9 第一丸三ビル６階
ＮＰＯ（特定非営利活動）法人 日本プロ農業総合支援機構 （担当：長島、高田）
TEL 03-6684-1015
FAX 03-6684-1016
E-mail : info@j-pao.org
http://www.j-pao.org

J-PAO Press

06 Oct., 2011
No.39
©J-PAO Office 2007

事務局に新メンバー２名加わる
９月末で事務局を退職した千葉氏に替わ
り、新メンバーが２名加わりました。地域資
源利用型産業創出緊急対策事業（バイオマ
ス・太陽光発電）を担当します。よろしくお
願いします。
○岩崎 淳弘（いわさき あつひろ）
○北川 和幸（きたがわ かずゆき）

専門部会の動き（９月分）
J-PAO の専門部会につきまして、
「事業化・
販売支援①ビジネスマッチング」と「J-PAO
のﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ部会」は部会の中での議論が収束
しています。また、一方で東日本大震災の復興
支援の対応や、農産物輸出の J-PAO としての
関与の在り方の検討など、新たな検討課題も発
生しています。そこで 9 月の専門部会から以下
の４つの専門部会に再編し、運営していくこと
になりました。
○東北農業復興プラン検討部会
○輸出
― 農産物輸出
○人材育成① ― 新規就農・農外参入支援
販売スキル向上
○人材育成② ―ﾏﾈｼﾞﾞﾒﾝﾄｽｷﾙ向上
【東北農業復興プラン検討部会】
福島県南相馬市の農業復興プランについ
ては、複合型大規模農場構想の具体化を支援
する方向で合意しており、７月下旬に地元研
究会が発足し、J-PAO もメンバーに参加して
います。9 月上旬に土地改良区の責任者が上
京し、研究会の検討状況や J-PAO に期待する
具体的な支援内容の説明を受けました。これ
らの内容を部会メンバーと共有し、メンバー
各社が次回の専門部会に具体的な支援策を
持ち寄り、検討することとしました。
【輸出】
４月から輸出プロジェクトとして取り組
んだ成果である中国向け米輸出の可能性の
レポートをきっかけにこの部会を設置した
旨について伝え、この部会での到達点を何に
するのかを議論しました。輸出をしている
様々な事例の話が出ましたが、先ずは商社、
農業者、ＪＥＴＲＯ、経産省などより、具体
的な情報を収集することになりました。

【人材育成①】
今回から構成メンバーが増員となったことも
あり、改めて部会長と副部会長の選出を行い
ました。部会長にはＮＰＯ法人阿蘇エコファ
ーマーズセンターの木之内氏が、副部会長に
は農業経営支援センターの岸本氏が選出され
ています。また、新たな検討課題として、企
業の農業参入について、その成功のポイント
について探っていくこととし、まずは各構成
メンバーの取組状況と課題について話し合い
ました。次回以降、参入受入に積極的な自治
体や参入支援を行っている農業法人をお招き
して意見交換を進めていくことにしていま
す。

【人材育成②】
引き続き次回のﾄｯﾌﾟﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄセミナーの企
画について検討しました。開催日時について
は、関連する研修会の開催日程を勘案した結
果、2/24（金）の午後とすること、開催場所
についても会場（北とぴあ（東京都北区）
）の
予約をすることを決めました。
講師（テーマを含む）
、パネラーについては、
部会メンバーが案を考えることとしました。
また、新たにこの部会で、農業経営者・農
業経営者を支援する者に対する J-PAO 主催セ
ミナーを検討することとしました。

主な活動（8/19～10/4）
8/19 大分県農業ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ（山崎運営会員・
農業経営支援ｾﾝﾀｰ）
8/21 山梨中央銀行ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ（福田運営会員）
8/27 J-PAO 新事務所（神田神保町）へ移転
8/27~28 農商工連携人材育成事業 実地研修
（㈱ｻﾗﾀﾞﾎﾞｳﾙ）
9/3~4 農商工連携人材育成事業 実地研修（㈱
野菜くらぶ）
9/3 第四銀行（行内研修会）（神崎）
9/12 第 51 回企画運営委員会
9/24~25 農商工連携人材育成事業 講義・ﾛｰﾙ
ﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ研修
10/4 栃木県農業ビジネススクール（神崎）

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-9 第一丸三ビル６階
ＮＰＯ（特定非営利活動）法人 日本プロ農業総合支援機構 （担当：長島、高田）
TEL 03-6684-1015
FAX 03-6684-1016
E-mail : info@j-pao.org
http://www.j-pao.org

J-PAO Press
J-PAO 研修農場 実地研修
その１ ㈱サラダボウル(山梨県)
8/27(土)～28（日）に J-PAO の研修農場で
ある㈱サラダボウルを J-PAO 事務局と農商工
連携人材育成事業のメンバーで訪問しました。
そこでは、農業実習を行うとともに、田中社
長より、様々なお話を伺うことができました。
ＪＲ身延線東花輪駅から徒歩で 10 分程のと
ころに㈱サラダボウルの事務所があります。事
務所としてのスペースと共に、キッチンと従業
員が朝食や昼食を食べるスペースもあり、その
奥には研修生が泊まることができる二段ベッ
ドや個室、さらにはお風呂もあります。
また、事務所の向い側には、「サラダボウル
キッチン」というサラダボウルで収穫した野菜
をメインにしたレストランがあり、さらに歩い
てすぐのところには、取引先でもある地場のｽ
ｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄがあるという立地です。
そこに我々（５人）が到着し、まずは田中社
長から話をうかがいました。
「農業は大きなビジネスチャンス」で始まった
田中社長のお話では、以下が印象に残っていま
す。
・農業をやりたい優秀な人材はたくさんいる
・農産物を作る場所（農地）はたくさんある
・農産物を買いたい人はたくさんやってくる
・情報（ノウハウ・知識・経験）が集まる
そして、農業の常識を疑って取り組んでいっ
た結果、㈱サラダボウルでは、いくつかモデル
ができていました。
一つ目は、地域最大手のスーパーで、規格は
量目やサイズなどは特に設けず、露地野菜（ほ
うれん草、小松菜など）を「98 円」というお
客様目線からの価格設定をして、年間を通じて
固定価格での提供です。
この取り組みの実現に対しては、様々な課題
がありました。価格は安いようにみえますが、
決して安売りしているわけではありません。生
産工程、出荷工程を見直して、通いコンテナで
の出荷、規格に合わない野菜を廃棄するのでは
なく、畑にある野菜にあわせて袋の方を選んで
入れる、基本的にはスーパーが全量引き取るな
どを行うことで実現できています。これは、そ
のスーパーとサラダボウルが一緒になってど
うすれば実現できるのかの課題を一緒になっ
て解決していった一つの成果です。
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二つ目は各作業工程の見直しです。「農業は
自然相手なので、手間がかかる」として非効率
な作業に疑問を持たない場合が多いです。
農業は「ものづくり」であり、すべての作業
には意味があり、必要とする作業をどのように
構成していくのか、という戦略的な視点を持つ
ことでいくらでも作業工程を省いたり、統合し
たりできる。と考え、５Ｓ（整理、整頓、清掃、
清潔、躾（習慣化））を導入し、定期的にミー
ティングを行い、改善をしています。
実際、サラダボウルの農業現場では、車を停
める位置は、最も合理的な場所が線で示されて
おり、カマなどの作業に必要なモノは、番号が
つけられており、すべて置き場も決められてお
り、何がないのかが一目でわかるように工夫さ
れていました。
3 つ目は、現場の作業の「見える化」です。
サラダボウルでは生産現場における作業工程
を分解し、職務項目を 7,000 項目以上に分類し、
さらにこの項目を 5 段階のレベル分けを行っ
ています。これにより、どんな作業を行わなく
てはならないのかを社員がわかるようになり、
多くの成果をあげているとのことでした。
農業実習では、8 月末のまだまだ暑い中、ハ
ウスでの除草作業や、空芯菜の収穫・袋詰め、
なすの選果作業などを行いました。
参加メンバーのほとんどが農作業は初めて
であり、体力的にもきつかったり、作業に慣れ
るまでに時間がかかったりしていましたが、
20 代が中心のサラダボウルの社員や 1 週間の
短期研修生と共に充実した時間を過ごしまし
た。

写真：空芯菜の収穫
㈱サラダボウルのスローガンは「農業の新しい
カタチを創る」～農業は幸せ・感動販売業~で
す。
農業の可能性を参加した全員が共有し、研修
を終えました。
（文責：J-PAO 事務局 高田）
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