講師派遣実績（肩書は当時、敬称略）

2018年9月28日現在

平成30年9月4日

講演名
「担い手経営体の経営環境等について」
農業融資（審査・目利き）研修 Ｂ班
とちぎ農業ビジネススクール「経営改革プランニング②」
事例研究②数値分析に基づく経営検討
農業融資・コンサルティングの基礎知識
農業者への経営支援の取組みと６次産業化成功のキーポイント
「商品の魅力を相手に伝えるには」
「地域ぐるみのブランド戦略・６次化戦略」
「農業経営者が金融機関に求めること」
「農業経営者としての人材育成と経営改善」
とちぎ農業ビジネススクール「経営者能力開発」

平成30年8月29日

「農業者の所得向上！ ～消費者が求める農畜産物・販売戦略～」

平成30年8月27～28日

平成30年6月19日

農業融資実力強化研修
農業融資営農類型別目利き研修
農業融資研修会Ⅱ（営農類型別目利き編）
農業経営者向け情報提供「サポート委嘱事業セミナーのH29報告およびH30案内」
農業融資営農類型別目利き研修
農業融資（審査・目利き）研修 Ａ班
農業融資営農類型別目利き研修
農業者への経営支援の取組みについて
とちぎ農業ビジネススクール「経営改革プランニング①」
事例研究①農産物の販路開拓
農業融資目利き研修会
農業金融研修（中級）
農業融資営農類型別目利き研修
農業融資営農類型別目利き研修
６次産業化成功のキーポイント
「経営改革プラン」のツールを使って、参加者同士の意見交換
営農類型別農業融資推進研修

平成30年6月4日

営業スキルアップ研修事業「商談スキルアップ研修会」

岡田英明（J-PAO事務局長）、舘野友子（J-PAO主席コンサル
タント）、荻原亜澄（J-PAO主任コンサルタント）

平成30年5月30日

「GAPでクリーンで安全な沖縄県農産物の生産とマーケティング」

菊地利正（NPO法人アジアGAP総合研究所、（株）アースコーポ
第３回「農水産業支援技術展」沖縄
レーション 代表取締役)

同時開催セミナー

平成30年5月30日

「消費者が求める農産物とは？～ビッグデータから変化を知る～」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックスドット大地㈱戦略調
第３回「農水産業支援技術展」沖縄
達セクションリーダー）

同時開催セミナー

平成30年5月23～24日

平成30年4月20日

農業貸出実践研修会
農業融資（営農類型別）研修
農業融資（営農類型別）研修会
農業融資営農類型別目利き研修

義家光久（J-PAO賛助会員）
義家光久（J-PAO賛助会員）
義家光久（J-PAO賛助会員）
義家光久（J-PAO賛助会員）

平成30年4月10日

「消費者が求める農産物とは？～データで考えるこれからの販売の方向性」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックスドット大地㈱戦略調
山梨県指導農業士会、青年農業士会
達セクションリーダー）

平成30年3月28日

「これからの稲作農業経営を考える」

佐藤 孝（Ｊ－ＰＡＯ常務理事、㈱加工用米取引センター代表取
締役社長）

平成30年3月1日

「出口戦略を念頭においた農業経営のあり方」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックスドット大地㈱戦略調
全国農業協同組合連合会鳥取県本部
達セクションリーダー）

年月日
平成30年9月26日
平成30年9月19～21日
平成30年9月18日
平成30年9月14日
平成30年9月14日
平成30年9月14日
平成30年9月13日
平成30年9月5日
平成30年9月5日

平成30年8月23日
平成30年8月8～9日
平成30年8月8日
平成30年8月7日
平成30年8月1～3日
平成30年7月24日
平成30年7月18日
平成30年7月17日
平成30年7月12日
平成30年7月9～10日
平成30年7月3日
平成30年6月26日、27日
平成30年6月21日
平成30年6月19日

平成30年5月22日
平成30年5月16日

長井浩（J-PAO賛助会員）
長井浩（J-PAO賛助会員）

講師

主催
ＪＡ埼玉県担い手サポートセンター
農林中金アカデミー

高田裕司（J-PAO上席コンサルタント）

栃木県農業大学校

義家光久（J-PAO賛助会員）
岡田英明（J-PAO事務局長）
松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）
松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）
長井浩（J-PAO賛助会員）
山田 敏之（こと京都（株）代表取締役）
高田裕司（J-PAO上席コンサルタント）
阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックス ラ 大地㈱戦略調達
セクションリーダー）
義家光久（J-PAO賛助会員）
長井浩（J-PAO賛助会員）
義家光久（J-PAO賛助会員）
高田裕司（J-PAO上席コンサルタント）
舘野友子（J-PAO主席コンサルタント）
義家光久（J-PAO賛助会員）
義家光久（J-PAO賛助会員）
岡田英明（J-PAO事務局長）

第二地方銀行協会
第二地方銀行協会
農林中央金庫福島支店
農林中央金庫高松支店
農林中央金庫山形支店
揖宍地域農業後継者育成対策協議会
栃木県農業大学校

高田裕司（J-PAO上席コンサルタント）

栃木県農業大学校

長井浩（J-PAO賛助会員）
義家光久（J-PAO賛助会員）
長井浩（J-PAO賛助会員）
義家光久（J-PAO賛助会員）
岡田英明（J-PAO事務局長）
高田裕司（J-PAO上席コンサルタント）
義家光久（J-PAO賛助会員）

福井県信用農業協同組合連同会
大分県信用農業協同組合連合会
農林中央金庫山形支店
農林中央金庫青森支店
日本政策金融公庫
栃木県農業大学校
愛知県信用農業協同組合連合会
秋田県
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山形県農業協同組合中央会
新潟県信用農業協同組合連合会
奈良県農業協同組合
岩手県信用農業協同組合連合会
日本政策金融公庫 前橋支店 農林水産事業
岐阜県信用農業協同組合連合会
農林中金アカデミー
滋賀県信用農業協同組合連合会
日本政策金融公庫 佐賀支店 農林水産事業

神奈川県信用農業協同組合連合会
佐賀県信用農業協同組合連合会
山口県信用農業協同組合連合会
徳島県信用農業協同組合連合会

山形県鶴岡市農業委員会事務局

講演名

年月日

講師

主催

平成30年2月23日

「これからの稲作農業経営を考える」

佐藤 孝（Ｊ－ＰＡＯ常務理事、㈱加工用米取引センター代表取
締役社長）

平成30年2月23日

「データからわかる販売戦略 変化をチャンスと捉える」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックスドット大地㈱戦略調
農林中央金庫宇都宮支店
達セクションリーダー）

平成30年2月22日

「販路開拓のための商談力について」

岡田知子（J-PAO事務局）

平成30年2月21日

「農業で儲ける！～消費者の心をつかむ販売戦略～」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックスドット大地㈱戦略調
農林中央金庫千葉支店
達セクションリーダー）

平成30年2月21日
平成30年2月17日

「ビジネスとして魅力ある農産業の確立」
「トランプ政権と今後の農業政策」

長岡淳一（J-PAO運営会員、㈱ファームステッド代表取締役）
大泉一貫（J-PAO賛助会員、宮城大学名誉教授）

平成30年2月17日

「農業で儲ける！～消費者の心をつかむ販売戦略～」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックスドット大地㈱戦略調
福島市役所農政部農業振興室
達セクションリーダー）

平成30年2月16日

「融資業務リーダー・担い手金融リーダー合同会議」

義家光久（J-PAO賛助会員）

平成30年2月9日

「ビジネスとして魅力ある農産業の確立」

及川智正（J-PAO運営会員、㈱農業総合研究所代表取締役社
農林中央金庫甲府支店
長）

平成30年2月6日

平成30年1月23日

「農業融資（営農類型別目利き）研修」
「農業融資上級研修」
「J-PAOの農業経営支援の取組みについて」
「ＪＡバンク岩手アグリビジネス研究会 下期研修会」
「販路開拓の基礎知識」

義家光久（J-PAO賛助会員）
義家光久（J-PAO賛助会員）
岡田英明（J-PAO事務局長）
義家光久（J-PAO賛助会員）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）

平成30年1月18日

「出口戦略から考える農業経営～データで考えるこれからの販売の方向性～」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックスドット大地㈱戦略調
農林中央金庫山形支店
達セクションリーダー）

平成30年1月18日

「水稲経営の今までと今後について」

涌井 徹（J-PAO運営会員、（株）あきたこまち生産者協会代表
豊岡農業改良普及センター、日本政策金融公庫神戸支店
取締役社長）

平成30年1月16日

「農業者への経営支援の取組みについて
～魅力的な商品を考える・６次化成功のポイント～」

岡田英明（J-PAO事務局長）

新潟県農業経営アドバイザー協議会

義家光久（J-PAO賛助会員）
長岡淳一（J-PAO運営会員、㈱ファームステッド代表取締役）
岡田英明（J-PAO事務局長）
阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックスドット大地㈱戦略調
達セクションリーダー）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）
都築冨士男（J-PAO運営会員、㈱都築経営研究所代表取締
役）
阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックスドット大地㈱戦略調
達セクションリーダー）
松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）
岡田英明（J-PAO事務局長）
入来院重宏（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、キリン社会保険労務士事務所
長）、高田裕司（J-PAOコンサルタント）
義家光久（J-PAO賛助会員）
庭野勉（一般社団法人農業経営支援センター）
本多公子（J-PAO賛助会員、㈱アウラ心理教育センター）
義家光久（J-PAO賛助会員）
岡田英明（J-PAO事務局長）
及川智正（J-PAO運営会員、㈱農業総合研究所代表取締役社
長）

神奈川県信用農業協同組合連合会
奈良県農業協同組合
日本政策金融公庫札幌支店

平成30年1月29日～30日
平成30年1月26日
平成30年1月24日

平成29年12月20日

「農業貸出実践研修会」
「なぜデザインが重要なのか？今こそ地域をブランディングで売り込め！」
「農業者への経営支援の取組みについて」

平成29年12月8日

健康的で豊かな食卓提案の重要性 ～ITでわかる農産物の需要動向とその対応～

平成29年12月6日

「事業打ち合わせ会（養豚生産者、卸売業者、バイヤー）」グループディスカッション

平成29年12月5日

「農業経営とマーケティングの重要性について」

平成29年11月30日

出口戦略から考える農業経営 ～データでわかる販売チャネルの変化～

平成29年11月29日
平成29年11月29日

「佐賀こだわり産品発表会」
「収支計画作成のポイント（肉用牛経営）」

平成29年11月22日～（全7回）

経営ビジョン策定支援プログラム

平成29年11月21日

平成29年11月11日

「アグリビジネス研修会（基礎編）」
「離職防止の第一歩 〜人財を生かす職場環境づくり〜」
「思いをつなぐ事業承継 経営者がやること・後継者がやること」
「農業融資営農類型別目利き研修」
「農業者への経営支援の仕組みと見えてきた６次産業化成功のポイント」

平成29年11月6日

物流×ＩＴ～新しい農産物流通について

平成29年10月26日、27日

「農業融資（営農類型別目利き）研修」
「農業融資営農類型別目利き研修」

平成30年1月11日、12日
平成30年1月10日

平成29年11月15日
平成29年11月14日

平成29年10月19日

義家光久（J-PAO賛助会員）
義家光久（J-PAO賛助会員）
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日本政策金融公庫秋田支店

福井県

日本政策金融公庫盛岡支店
十和田市認定農業者協議会

愛知県信用農業協同組合連合会

農林中央金庫前橋支店
鹿児島県信用農業協同組合連合会
日本政策金融公庫徳島支店、県農業法人協会
ＪＡバンク岩手アグリビジネス研究会
阿蘇エコファーマーズセンター

大阪府農協青壮年組織協議会、大阪農業振興サポートセンター

宮城種豚センター（群馬県養豚協会青年部）
津島市農業後継者育成協議会
日本政策金融公庫長野支店
日本政策金融公庫佐賀支店
群馬県農業経営アドバイザー連絡協議会
日本政策金融公庫 前橋支店
秋田銀行
日本政策金融公庫千葉支店
農林中央金庫長崎支店
豊橋技術科学大学
日本政策金融公庫横浜支店
埼玉県信用農業協同組合連合会
農林中央金庫仙台支店

講演名

年月日

講師

主催

平成29年10月13日、12月15日

かながわ農林水産品マッチング商談会2017「商談活性化セミナー」
「商談会準備・商談のコツ～成約件数増加に向けて～」
「商談後フォローのすすめ～新たな取り組みに向けて～」

高田裕司（J-PAOコンサルタント）

平成29年10月13日

「東京の百貨店バイヤーに聞いた、地域産品開発において“やってはいけないこと”」

本多英二（J-PAO賛助会員、(株)アウラ心理教育センターブラン
徳島県および日本政策金融公庫徳島支店
ディングディレクター）

平成29年10月12日～13日

「農業融資実践力強化研修」

義家光久（J-PAO賛助会員）

平成29年10月10日～（全12回）

ニューファーマー育成スクール

三森斉（㈲ぶどうばたけ代表）、入来院重宏（Ｊ－ＰＡＯ運営会
員、キリン社会保険労務士事務所長）、木之内均（Ｊ－ＰＡＯ監
事、㈲木之内農園代表取締役会長）、松田恭子（Ｊ－ＰＡＯ運営
会員、㈱結アソシエイト代表取締役）、大石正明（Ｊ－ＰＡＯ運営 ＪＡバンク山梨・県域担い手サポートセンター、
会員、（一社）農業経営支援センター）、松井淳（Ｊ－ＰＡＯ運営 山梨県
会員、(一社）農業経営支援センター）、村上一幸（Ｊ－ＰＡＯ運営
会員、（一社）農業経営支援センター）、高田裕司（J-PAOコンサ
ルタント）

平成29年10月4日
平成29年9月29日
平成29年9月26日～27日
平成29年9月14日
平成29年9月11日、12日
平成29年9月6日～7日
平成29年8月28日、29日
平成29年8月24日
平成29年8月3日
平成29年8月2日～4日

「農業融資営農類型別目利き研修」
「平成29年度部署横断的研修会」
「農業融資研修会Ⅱ（営農類型別目利き編）」
「商談会出展時におさえておきたいポイント～成約件数増加に向けて～」
「農業融資営農類型別目利き研修」
「農業融資営農類型別目利き研修」
「農業融資営農類型別目利き研修」
「農業融資営農類型別目利き研修」
「経営ビジョン・経営課題を考える～Ｊ－ＰＡＯ主催のサポート事業の紹介と合わせて～」
「農業融資（審査・目利き）研修」

神奈川県、ＪＡグループ神奈川

新潟県信用農業協同組合連合会

平成29年7月21日

岡田英明（J-PAO事務局長）
稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）
稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）
岡田英明（J-PAO事務局長）
義家光久（J-PAO賛助会員）
義家光久（J-PAO賛助会員）
岡田英明（J-PAO事務局長）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）
義家光久（J-PAO賛助会員）
都築冨士男（J-PAO運営会員、㈱都築経営研究所 代表取締
「異業種から見たこれからの農業のあり方 －経営課題の明確化と経営課題の解決－」
役）
「農業融資（基礎）研修会」
義家光久（J-PAO賛助会員）
「農業融資営農類型別目利き研修」
義家光久（J-PAO賛助会員）
「農業融資営農類型別目利き研修」
稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）
「地域ぐるみのブランド戦略・６次化戦略」
松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）

平成29年７月18日～（全８回）

とちぎ農業ビジネススクール「経営改革プランニング」他

大石正明ほか（（一社）農業経営支援センター）、高田裕司（JPAOコンサルタント）

栃木県

平成29年7月13日～（全3回）

農業者等営業スキルアップ研修（事前研修、実践商談、実績検討会）

稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）、荻原亜澄（J-PAOコン
サルタント）

秋田県

平成29年7月13日
平成29年7月7日

「農業融資目利き研修会」
「農業融資営農類型別目利き研修」
「農業融資営農類型別目利き研修」

平成29年7月3日

「農業・流通の現状とこれからの農業経営」

平成29年6月28日

「成長戦略・重点分野研修（テーマ：６次産業化）」

義家光久（J-PAO賛助会員）
義家光久（J-PAO賛助会員）
稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）
都築冨士男（J-PAO運営会員、㈱都築経営研究所 代表取締
役）
岡田英明（J-PAO事務局長）

福井県信用農業協同組合連合会
農林中央金庫山形支店
島根県農業協同組合
（一社）九州病害虫防除推進協議会
デュポン・プロダクション・アグリサイエンス㈱
日本政策金融公庫

平成29年6月27日～28日

「農業融資実践（営農類型目利き）研修」

義家光久（J-PAO賛助会員）

三重県信用農業協同組合連合会

平成29年6月26日

「農産物の直売と生産・販売管理」

高田裕司（J-PAOコンサルタント）

上野原市（山梨県）地域雇用創造協議会

平成29年6月23日

「営農類型別農業融資推進研修」

稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）

愛知県信用農業協同組合連合会

平成29年6月23日、
７月21日（全２回）

「消費者が求める農産加工品とは？」
「農産物直売所「じばさんず」で、お客さんに手に取ってもらうには」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックス㈱サプライチェーン
はだの（神奈川県）都市農業支援センター
マネジメント本部商品本部）

平成29年6月22日

「トランプ政権と今後の農業政策」

大泉一貫（J-PAO賛助会員、宮城大学名誉教授）

新庄市（山形県）認定農業者の会

平成29年6月20日、21日

「農業融資（営農類型別目利き）研修」

義家光久（J-PAO賛助会員）

沖縄県農業協同組合

平成29年6月20日

「アグリビジネス研修会（基礎編）」

稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）

秋田銀行

平成29年5月24日

「６次産業化成功の秘訣～西日本最大級の農場「花の海」の交流事業について～」

木之内均（Ｊ－ＰＡＯ監事、(株)花の海取締役）

第２回「農水産業支援技術展」沖縄 同時開催セミナー

平成29年5月24日

「グローバル時代に求められる農業生産～オリンピック食材調達基準に見る～」

武田泰明（NPO法人アジアGAP総合研究所専務理事）

第２回「農水産業支援技術展」沖縄 同時開催セミナー

平成29年8月2日
平成29年7月27日～28日
平成29年7月21日、25日
平成29年7月24日

平成29年7月11日
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農林中央金庫秋田支店
ＪＡ埼玉県担い手サポートセンター
岩手県信用農業協同組合連合会
福島県、東邦銀行、ＪＡ全農福島、農林中央金庫福島支店

奈良県農業協同組合
宮崎県信用農業協同組合連合会
農林中央金庫青森支店
農林中央金庫熊本支店
日本政策金融公庫前橋支店
農林中金アカデミー
鹿児島県農業法人協会
長野県信用農業協同組合連合会
岐阜県信用農業協同組合連合会
滋賀県信用農業協同組合連合会
ＪＡ愛媛県信用農業協同組合連合会

講演名

年月日

講師
主催
長谷川潤一（(一社)食品需給研究センターＧＩサポートデスク九
第２回「農水産業支援技術展」沖縄
州・沖縄エリアマネージャー）

平成29年5月23日

「地理的表示保護制度（GＩ）」

平成29年5月23日

「商品開発の勘どころ（沖縄編）」

本多英二（J-PAO賛助会員、(株)アウラ心理教育センターブラン
第２回「農水産業支援技術展」沖縄
ディングディレクター）

平成29年5月23日

基調講演 「沖縄の農水産業の新たな展開」

岡田英明（J-PAO事務局長）

平成29年5月17日

「農業融資（営農類型別）研修」

義家光久（J-PAO賛助会員）

山口県信用農業協同組合連合会

平成29年5月12日

「農業融資（営農類型別）研修会」

稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）

佐賀県信用農業協同組合連合会

平成29年5月8日～9日

「農業貸出実践研修」

義家光久（J-PAO賛助会員）

神奈川県信用農業協同組合連合会

平成29年4月18日
平成29年3月22日

「農産物における地域ブランド戦略と地域内流通戦略」
「わが農業の５ヵ年事業計画について～将来の目的、ビジョン整理を基に～」
「イオンアグリ創造㈱の取組みについて」

松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）
福永庸明（J-PAO運営会員、イオンアグリ創造㈱代表取締役）

平成29年3月17日

「販路開拓の基礎知識」

高田裕司（J-PAOコンサルタント）

船橋市(千葉県）園芸協会
豊橋市（愛知県）担い手総合支援協議会
徳島県土連（美土里ネット徳島）
新潟県農業法人協会
ＪＡグループ新潟担い手サポートセンター

平成29年3月17日

「農業貸出スキルアップ研修」

義家光久（J-PAO賛助会員）

平成29年3月8日

「消費者が求める農産物とは」

平成29年3月7日

平成29年2月17日

「農業における販路開拓について」
「農産物の直売と生産・販売管理」
「農業貸出スキルアップ研修」
「農業融資営農類型別目利き研修」
「農産物の販売・流通戦略～「出口」の重要性を知る～」

平成29年2月17日

「山形米の市場での評価、実需の動向」

平成29年2月15日
平成29年2月15日

「デザインで変わる農業と地域の新しいブランディングとは？」
「農業経営よろず研修会」

平成29年2月10日

「農業×ＩＴ～新たな農産物流通とは」

平成29年2月8日～9日

「平成28年度農業融資上級研修」

平成29年2月7日

「６次産業化の取り組み」

平成29年2月3日

「地理的表示保護制度について」

高田裕司（J-PAOコンサルタント、ＧＩサポートデスク関東ブロッ
ク統括アドバイザー）

アグリビジネス投資育成

平成29年2月2日

平成29年1月18日

「農業融資（営農類型別目利き）研修」
「JA・JFグループ北信越商談会併設セミナー」
「JAバンク農業金融プランナーフォローアップ研修」
「第一次産業をデザインする」

義家光久（J-PAO賛助会員）
長岡淳一（J-PAO運営会員、㈱ファームステッド代表取締役）
義家光久（J-PAO賛助会員）
長岡淳一（J-PAO運営会員、㈱ファームステッド代表取締役）

農林中央金庫前橋支店
農林中央金庫富山支店
兵庫県信用農業協同組合連合会
ＪＡバンク愛媛

平成29年1月18日

「これからの６次産業化」

松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）

うつくしまふくしま農業法人協会・福島県農業会議・日
本政策金融公庫福島支店

平成29年1月16日

「農業におけるマイナンバー実務」

入来院 重宏（J-PAO運営会員、社会保険労務士）

砺波市農業者協議会・砺波市担い手育成総合支援協
議会

平成29年1月13日

「販路開拓の基礎知識」
農業貸出実践研修会」
「デザインで変わる農業と地域の新しいブランディングとは？」
「農業における販路開拓について」
「農産物の販売・流通戦略」
「コメリの心」(企業における人材育成、社員のモチベーション向上の方法等）
「アグリビジネス研修会（基礎編）」

高田裕司（J-PAOコンサルタント）
義家光久（J-PAO賛助会員）
長岡淳一（J-PAO運営会員、㈱ファームステッド代表取締役）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）
竹本太郎（J-PAO事務局長）
捧雄一郎（J-PAO運営会員、㈱コメリ代表取締役社長）
稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）

阿蘇エコファーマーズセンター
神奈川県信用農業協同組合連合会
日本政策金融公庫佐賀支店
宮城県農協青年連盟
福島県
日本政策金融公庫新潟支店
秋田銀行

平成29年3月27日

平成29年3月3日
平成29年2月24日
平成29年2月24日

平成29年1月26日
平成29年1月24日

平成29年1月12日～13日

平成28年11月28日
平成28年11月27日
平成28年11月22日
平成28年11月22日
平成28年11月18日

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックス㈱サプライチェーン
マネジメント本部商品本部）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）
義家光久（J-PAO賛助会員）
稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）
竹本太郎（J-PAO事務局長）
佐藤 孝（Ｊ－ＰＡＯ常務理事、㈱加工用米取引センター代表取
締役社長）
長岡淳一（J-PAO運営会員、㈱ファームステッド代表取締役）
松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）
及川智正（J-PAO運営会員、㈱農業総合研究所代表取締役社
長）
義家光久（J-PAO賛助会員）
玉川真奈美（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、㈱インフィニーバリュー代表取
締役）

4/16

同時開催セミナー

同時開催セミナー

第２回「農水産業支援技術展」沖縄 実行委員会

農林中央金庫
富士見市（埼玉県）農家組合長連絡協議会
千葉県農業協会、農林中央金庫千葉支店
上野原市（山梨県）地域雇用創造協議会
農林中央金庫
香川県信用農業協同組合連合会
日本政策金融公庫盛岡支店
新庄市（山形県）認定農業者の会・新庄市農業再生協
議会
日本政策金融公庫 甲府支店
岡山県農業会議，農林中央金庫岡山支店
日本政策金融公庫長野支店
鹿児島県信用農業協同組合連合会
青森市連合農事振興会・青森市認定農業者協会・青
森市担い手育成総合支援協議会

平成28年11月17日
平成28年11月16日
平成28年11月16日
平成28年11月10日

講演名
「農業融資営農類型別目利き研修」
「農業融資（法人）研修」
「イオンアグリの農業の取り組みについて」
「農業経営分析と計画策定支援のために」

講師
義家光久（J-PAO賛助会員）
稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）
福永庸明（J-PAO運営会員、イオンアグリ創造㈱代表取締役）
竹本太郎（J-PAO事務局長）

平成28年11月8日

「野菜契約取引の抱える課題 ～ＴＰＰの展望～」

福田高志（J-PAO運営会員、食料マネジメントサービス 代表取
ＪＡ長野県青年部協議会
締役）

平成28年11月2日
平成28年11月1日～2日

「食のセレクトショップが考えるこれからの消費者が求める農産物」
「営農類型別目利き研修」

福島徹（㈱福島屋会長）
義家光久（J-PAO賛助会員）

平成28年10月28日

「首都圏の消費者の心をつかむ販売戦略」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックス㈱サプライチェーン
徳島県・日本政策金融公庫徳島支店
マネジメント本部商品本部）

平成28年10月25日

「JAバンク岩手アグリビジネス研究会下期研修会」

稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）

JAバンク岩手担い手金融リーダー協議会

平成28年10月25日

「農業融資営農類型別目利き研修」

義家光久（J-PAO賛助会員）

広島県信用農業協同組合連合会

平成28年10月20日～21日

「農業融資（営農類型別目利き）研修会」

稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）

埼玉県信用農業協同組合連合会

平成28年10月18日

「農業融資営農類型別目利き研修」

稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）

農林中央金庫秋田支店

平成28年10月11日

「消費者が求める農産物及び食品とは」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックス㈱サプライチェーン
日本政策金融公庫仙台支店
マネジメント本部商品本部）

年月日

平成28年10月11日～（全12回） ＪＡバンク山梨ニューファーマー育成スクール

主催
農林中央金庫熊本支店
農林中央金庫千葉支店
日本政策金融公庫横浜支店
日本政策金融公庫前橋支店

日本政策金融公庫仙台支店
石川県信用農業協同組合連合会

三森斉（㈲ぶどうばたけ代表）、入来院重宏（Ｊ－ＰＡＯ運営会
員、キリン社会保険労務士事務所長）、木之内均（Ｊ－ＰＡＯ監
事、㈲木之内農園代表取締役会長）、松田恭子（Ｊ－ＰＡＯ運営
会員、㈱結アソシエイト代表取締役）、大石正明（Ｊ－ＰＡＯ運営
ＪＡバンク山梨・山梨県
会員、（一社）農業経営支援センター）、松井淳（Ｊ－ＰＡＯ運営
会員、(一社）農業経営支援センター）、村上一幸（Ｊ－ＰＡＯ運営
会員、（一社）農業経営支援センター）、高田裕司（J-PAOコンサ
ルタント）

平成28年10月5日～7日

「農業融資（審査・目利き）研修」

大石正明ほか（（一社）農業経営支援センター）、竹本太郎（JPAO事務局長）、稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）
義家光久（J-PAO賛助会員）

平成28年10月4日～5日

「農業融資営農類型別目利き研修」

稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）

農林中央金庫青森支店

平成28年9月29日

「出口戦略の重要性を知る」

竹本太郎（J-PAO事務局長）

日本政策金融公庫甲府支店

平成28年9月27日

「平成28年度部署横断的研修会」

稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）

JA埼玉県担い手サポートセンター

平成28年9月21日～(全3回）

農業者等営業スキルアップ研修
（事前研修、実践商談、実績検討会）

松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）
稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）、福岡直子（J-PAO運営 秋田県
会員、大日本印刷㈱包装事業部課長）

平成28年9月21日

「農業融資営農類型別目利き研修」

義家光久（J-PAO賛助会員）

静岡コープサービス㈱

平成28年9月14日～16日

「農業融資（審査・目利き）研修」

竹本太郎（J-PAO事務局長）

㈱農林中金アカデミー

平成28年9月6日～7日

「農業融資営農類型別目利き研修会」

稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）

宮崎県信用農業協同組合連合会

平成28年9月6日

「農業金融プランナー交流大会」

竹本太郎（J-PAO事務局長）

農林中央金庫山形支店

平成28年9月1日

「商談力強化セミナー」

高田裕司（J-PAOコンサルタント）

秋田県農業法人協会 農林中央金庫秋田支店

平成28年9月1日

「新規就農者経営力向上支援講習会」

稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）

徳島市

平成28年8月25日

「農産物の販売・流通経路」

竹本太郎（J-PAO事務局長）

日本政策金融公庫盛岡支店

平成28年8月23日～24日

「農業融資（営農類型別目利き）研修会」

義家光久（J-PAO賛助会員）

農林中央金庫宇都宮支店

平成28年8月4日

「農業融資営農類型別目利き研修」

義家光久（J-PAO賛助会員）

滋賀県信用農業協同組合連合会

平成28年8月2日～3日

「農業融資研修会Ⅱ（営農類型別目利き編）」

稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）

岩手県信用農業協同組合連合会

平成28年7月26日

「農業融資目利き研修」

稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）

長野県信用農業協同組合連合会

平成28年10月11日～（全7回）

とちぎ農業ビジネススクール「経営改革プランニング」

栃木県
㈱農林中金アカデミー

平成28年7月20日

「農業融資営農類型別目利き研修」

義家光久（J-PAO賛助会員）

岐阜県信用農業協同組合連合会

平成28年7月14日

「農業融資目利き研修会」

稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）

福井県信用農業協同組合連合会
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講演名

年月日

平成28年7月12日

「農業融資（営農類型別）研修会」

竹本太郎（J-PAO事務局長）

講師

主催
山口県信用農業協同組合連合会
島根県農業協同組合

平成28年7月5日～6日

「農業融資担当者養成研修会」

義家光久（J-PAO賛助会員）

平成28年7月5日

「農業貸出実践研修会」

稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）

神奈川県信用農業協同組合連合会

平成28年6月24日

「営農類型別農業融資推進研修」

稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）

愛知県信用農業協同組合連合会

平成28年6月21日～22日

「農業融資実践力強化研修」

義家光久（J-PAO賛助会員）

新潟県信用農業協同組合連合会

平成28年6月17日、7月19日、8
月26日、平成29年１月24日、2月 平成28年度「果樹経営マーケットイン拡大サポート事業（チャレンジャー研修）」
15日～17日

高田裕司（J-PAOコンサルタント）、岡田知子（J-PAOコンサルタ
青森県農林水産部りんご果樹課
ント）

平成28年6月17日

「日本公庫成長戦略研修」

竹本太郎（J-PAO事務局長）

平成28年6月16日

「農業融資研修会（営農類型別）」

稲永直人（J-PAO上席コンサルタント）

日本政策金融公庫本店
佐賀県信用農業協同組合連合会

平成28年6月14日～15日

「農業融資実践（営農類型別目利き）研修」

竹本太郎（J-PAO事務局長）

三重県信用農業協同組合連合会

平成28年5月19日

「輸出・オリンピックの食材調達と農業生産行程管理（GAP）」

荻野 宏（J-PAO運営会員、（一財）日本GAP協会事務局長）） 「第１回農水産業支援技術展沖縄」

平成28年5月19日

「地理的表示保護制度の概要と登録産品の事例について」

江端一成(（一社）食品需給研究センター GIサポートデスク事
務局長）

平成28年5月18日

「６次産業化 成功へのポイント」

木之内均（Ｊ－ＰＡＯ監事、㈲木之内農園代表取締役会長）

「第１回農水産業支援技術展沖縄」

同時開催セミナー

平成28年5月18日

「これからの６次産業化」

松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）

「第１回農水産業支援技術展沖縄」

同時開催セミナー

平成28年5月18日

「農業融資（営農類型別目利き）研修」

農林中央金庫山形支店

山梨県指導農業士会
山梨県農政部
豊橋市担い手育成総合支援協議会
農林中央金庫秋田支店

同時開催セミナー

「第１回農水産業支援技術展沖縄」 同時開催セミナー

平成28年5月11日～12日

「農業融資（営農類型別目利き）研修」

平成28年4月15日

「わが農業の5か年事業計画について～将来の目的・ビジョン整理を基に～」

義家光久（J-PAO賛助会員）
竹本太郎（J-PAO事務局長）
義家光久（J-PAO賛助会員）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）

平成28年4月8日
平成28年3月23日
平成28年3月11日
平成28年3月2日

「我が国の農業事情と成長産業化の可能性」
「農業者に必要なコミュニケーションとは」
「わが農業の５カ年事業計画」
「営農類型別農業融資のポイント」

大泉一貫（J-PAO賛助会員、宮城大学名誉教授）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

平成28年2月27日

平成27年度農業学習カレッジ「TPP時代を勝ち抜く農業と経営の先」

福田高志（J-PAO運営会員、食料マネジメントサービス 代表取
福島市
締役）、伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

平成28年2月24日

「農業融資（営農類型別目利き）研修会」

伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

和歌山県農業信用協同組合連合会

平成28年2月19日

「商品開発の進め方～商品コンセプトの開発からパッケージデザインまで～」

久和野英明（J-PAO運営会員、大日本印刷㈱商品戦略部長）

北海道中小企業家同友会とかち支部

平成28年2月8日

「ホンネで語るこれからの農業ビジネス～ＴＰＰ締結後の農業者の経営展開の方法
～」

髙木勇樹（J-PAO理事長）

トマト銀行・日本政策金融公庫岡山支店

平成28年2月4日～5日
平成28年2月4日
平成28年1月28日

「平成27年度農業融資上級研修」
「農業融資（営農類型別目利き）研修会」
「食品事業環境と６次産業化」

平成28年1月28日

「野菜契約取引の抱える課題～ＴＰＰの展望～」

平成28年1月27日

「消費者がもとめる農産物、食料品」

福島徹（㈱福島屋会長）

うつくしまふくしま農業法人協会・福島県農業会議・日
本政策金融公庫福島支店 農林水産事業

平成28年1月26日

「大型施設園芸に託した農業ビジネスの新たな形」

藤井啓吾（Ｊ－ＰＡＯ理事、カゴメ㈱執行役員）

日本政策金融公庫熊本支店 農林水産事業

平成28年1月22日

「首都圏の消費者拡販に向けた徳島県産地への提言」

平成28年1月21日
平成28年1月19日

「農業経営における決算・資金と販路開拓」
「農業融資（営農類型別目利き）研修会」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックス㈱商品本部技術開
徳島県農林水産部
発部門リーダー）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）
徳島市
竹本太郎（J-PAO事務局長）
長崎県信用農業協同組合連合会

平成28年1月18日

「６次産業化と農業者による販路開拓の実状と課題」

伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

沖縄県農業協同組合
山梨県青年農業士会

竹本太郎（J-PAO事務局長）
鹿児島県信用農業協同組合連合会
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）
農林中央金庫前橋支店
竹本太郎（J-PAO事務局長）
ノベルズ社内研修会
福田高志（J-PAO運営会員、食料マネジメントサービス 代表取 秋田県、秋田県農業協同組合中央会・全国農業協同
締役）
組合連合会秋田県本部
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講演名

年月日

講師

主催

平成28年1月18日

「マーケットイン型の経営とは～マーケットイン型販路開拓の基礎知識～」

高田裕司（J-PAOコンサルタント）

阿蘇エコファーマーズセンター

平成27年12月18日

「農業融資（営農類型別目利き）研修会」

伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

埼玉県信用農業協同組合連合会

横手市「もうかる農業」実現ゼミ
平成27年12月14日、平成28年３
「生産者と消費者を結びつける商品づくり」
月15日
「首都圏における農産物の販売状況について」

松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

秋田県横手市

平成27年12月10日
平成27年12月9日～11日
平成27年12月2日

「農業経営の特徴と主要業種の概要」
「農業融資（審査・目利き）研修」
「消費者が求める農産物及び加工品を考える」

竹本太郎（J-PAO事務局長）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）
福島徹（㈱福島屋会長）

徳島市役所
農林中金アカデミー
日本政策金融公庫宇都宮支店 農林水産事業

平成27年12月1日

「イオンの農業の取り組み」

福永庸明（J-PAO運営会員、イオンアグリ創造㈱代表取締役）

日本政策金融公庫松江支店 農林水産事業

平成27年12月1日

「デザインで変わる農業と地域の新しいブランディグとは」

長岡淳一（J-PAO運営会員、㈱ファームステッド代表取締役）

日本政策金融公庫松江支店 農林水産事業

平成27年12月1日

「農業で起業！～新しい農産物流通のインフラ整備」

及川智正（J-PAO運営会員、㈱農業総合研究所代表取締役）

日本政策金融公庫帯広支店 農林水産事業

平成27年11月28日

「これまでの農政(含農協)と、成長産業に転換した10年、20年後の日本農業の姿」

大泉一貫（J-PAO賛助会員、宮城大学名誉教授）

静岡県信連労働組合

平成27年11月25日

「出口戦略から考える農業経営」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックス㈱商品本部技術開
日本政策金融公庫横浜支店 農林水産事業
発部門リーダー）

平成27年11月24日
平成27年11月18日
平成27年11月16日
平成27年11月11日～13日

「農業融資営農類型別目利き研修」
「農業融資（個人）実務研修」
「個別経営体の強化と地域での活躍の仕方」
「農業融資（審査・目利き）研修」

竹本太郎（J-PAO事務局長）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）
竹本太郎（J-PAO事務局長）

平成27年11月5日

「農産物における地域ブランド戦略と地域内流通戦略」

松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）

平成27年10月29日

「デザインで変わる農業と地域の新しいブランディグとは」

長岡淳一（J-PAO運営会員、㈱ファームステッド代表取締役）

平成27年10月28日

「農業融資の勘どころ（野菜・肉用牛・ケーススタディー）」

伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

平成27年10月20日
平成27年10月20日
平成27年10月16日
平成27年10月15日
平成27年10月9日

「農業融資研修会（営農類型別）」
「ビジネスマッチングにおけるプレゼン手法」
「農業融資営農類型別目利き研修」
「大型施設園芸に託した農業ビジネスの新たな形」
企業の農業参入フォローアップセミナー「農業における販路開拓」

竹本太郎（J-PAO事務局長）
松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）
藤井啓吾（Ｊ－ＰＡＯ理事、カゴメ㈱執行役員）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

平成27年10月6日～（全７回）

とちぎ農業ビジネススクール「経営改革プランニング」

大石正明ほか（農業経営支援センター）、高田裕司（J-PAOコン
栃木県
サルタント）

平成27年9月17日

「農業融資営農類型別目利き研修」

広島県信用農業協同組合連合会
農林中央金庫千葉支店
青森市担い手総合支援協議会
農林中金アカデミー
芳賀農業振興事務所・芳賀地方認定農業者協議会・
芳賀地区農業者懇談会
日本政策金融公庫徳島支店 農林水産事業
JAバンク岩手担い手金融リーダー協議会
JAバンク岩手アグリビジネス研究会
佐賀県信用農業協同組合連合会
登米市（宮城県）
農林中央金庫秋田支店
菱肥会・三菱商事アグリサービス㈱名古屋支店
群馬県

伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

埼玉県信用農業協同組合連合会

平成27年9月10日～平成28年2 農業者等営業スキルアップ研修
月17日
（事前研修、商談準備、実践商談、実績検討会）

松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

秋田県

平成27年9月15日
平成27年9月2日～3日
平成27年8月26日～27日

「農業融資営農類型別目利き研修」
「農業融資（営農類型別目利き）研修会」
「農業融資（実践）研修会」

竹本太郎（J-PAO事務局長）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

農林中央金庫熊本支店
農林中央金庫宇都宮支店
宮崎県信用農業協同組合連合会

平成27年8月5日

「なぜデザインが重要なのか？今こそ地域をブランディングで売り込め！」

長岡淳一（J-PAO運営会員、㈱ファームステッド代表取締役）

日本政策金融公庫前橋支店農林水産事業

平成27年8月4日
平成27年7月30日
平成27年7月30日

「農業融資営農類型別目利き研修」
「輸出に関する基礎知識｣
「日本公庫畜産塾研修」

竹本太郎（J-PAO事務局長）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）
竹本太郎（J-PAO事務局長）

神奈川県信用農業協同組合連合会
青森県農林水産部りんご果樹課
日本政策金融公庫農林水産事業本部
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講演名

年月日

講師

主催

平成27年7月27日

「グローバリゼーションと日本の将来（農業立国を目指して）」

丹羽宇一郎（J-PAO顧問）

日本政策金融公庫農林水産事業中国四国ブロック

平成27年7月22日
平成27年7月13日～14日
平成27年7月9日
平成27年7月9日
平成27年7月7日
平成27年6月29日～30日
平成27年6月23日
平成27年6月22日
平成27年6月18日
平成27年6月16日
平成27年6月15日～16日

「農業融資営農類型別目利き研修」
「農業融資担当者養成研修会」
「日本農業の現状」
「第６次産業化の基礎知識と取組み事例」
「農業融資（営農類型別）研修会」
「農業経営基礎講座」
「営農類型別農業融資推進研修」
「野菜生産に関する農業経営について」
「農業融資実践（営農類型別目利き）研修
「６次産業化の取り組み支援」
「農業融資担当者研修」

竹本太郎（J-PAO事務局長）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）
松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）
竹本太郎（J-PAO事務局長）
竹本太郎（J-PAO事務局長）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

滋賀県信用農業協同組合連合会
島根県農業協同組合
南相馬市 （福島県）
津山信用金庫・日本政策金融公庫
山口県信用農業協同組合連合会
石川県女性農業者等課題別セミナー
愛知県信用農業協同組合連合会
福岡銀行勉強会
三重県信用農業協同組合連合会
日本政策金融公庫農林水産事業本部
新潟県信用農業協同組合連合会

平成27年6月8日、7月１日、7月
「果樹経営マーケットイン拡大サポート事業（チャレンジャー研修）」
29日、8月17日～19日

高田裕司（J-PAOコンサルタント）、岡田知子（J-PAOコンサルタ
青森県農林水産部りんご果樹課
ント）

平成27年5月20日～21日

「農業融資（営農類型別目利き）研修」

伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

平成27年5月20日

「販路開拓と６次産業化」

松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）

平成27年5月14日

「わが国アグリビジネスの現状、農業金融の特徴、６次産業化への支援」

伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

金融ファクシミリ新聞社

平成27年4月27日～28日
平成27年3月17日
平成27年3月12日

「農業融資（営農類型別目利き）研修」
「業種別の農業経営の特徴と融資の提案」
「農業の出口戦略を考える」

伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）
山下望（J-PAO事務局長）

農林中央金庫山形支店
日本政策金融公庫秋田支店 農林水産事業
沖縄県農業協同組合

平成27年3月11日

「儲からない農業で儲ける」

高橋隆造（J-PAO運営会員、ＵＰＦＡＲＭ株式会社代表取締役） 秋田県農業法人協会

平成27年3月4日
平成27年3月4日
平成27年3月3日
平成27年2月23日

「直売所の顧客動向と対応策」
「オイシックスN-１グランプリ」
「これからの農業参入の可能性～農業経営の相場観を知る～」
「震災被災地の農業復興とタマネギ～南相馬市における取組み～」

大石正明（J-PAO運営会員、中小企業診断士）
髙木勇樹（J-PAO理事長）
熊谷拓也（J-PAOコンサルタント）
豊田雅夫（J-PAOコンサルタント）

とぴあ浜松農協業協同組合
オイシックス株式会社
佐世保商工会議所
農研機構東北農業研究センター

平成27年2月23日

「イオンの農業の取り組み」

川口雅明（J-PAO運営会員、イオンアグリ創造㈱生産本部長）

日本政策金融公庫秋田支店 農林水産事業

平成27年2月17日
平成27年2月15日

「農業融資研修」
「販路開拓の基礎知識」

伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）

農林中金アカデミー
阿蘇エコファーマーズセンター

平成27年2月10日

「出口戦略から考える農業経営」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックス㈱商品本部技術開
日本政策金融公庫甲府支店 農林水産事業
発部門リーダー）

平成27年2月8日

「経営者の“仕事”とは何か」

平成27年2月1日

「消費者が求める農畜産物とは」

平成27年2月1日

「農業経営者に期待する事～産業界から」

丹羽宇一郎（J-PAO顧問）

一般社団法人アグリフューチャージャパン

平成27年1月28日

「デザインで変わる農業と地域の新しいブランディングとは？」

長岡淳一（J-PAO運営会員、㈱ファームステッド代表取締役）

日本政策金融公庫福島支店 農林水産事業

平成27年1月21日

「経営・従業員管理の基本となる事項、規模拡大を進める中での具体的な事例」

高田裕司（J-PAOコンサルタント）

全国農業協同組合連合会三重県本部

平成27年1月20日

「出口戦略から考える農業経営」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックス㈱商品本部技術開
日本政策金融公庫熊本支店 農林水産事業
発部門リーダー）

平成27年1月15日

「事業計画作成事例および事業計画づくりの紹介」

高田裕司（J-PAOコンサルタント）

沖縄県農業協同組合
インテリジェンス（ふくしまではたらこう。新☆農業人就
業促進事業 ）

都築冨士男（J-PAO運営会員、株式会社都築経営研究所 代表
一般社団法人アグリフューチャージャパン
取締役）
阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックス㈱商品本部技術開
一般社団法人アグリフューチャージャパン
発部門リーダー）
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山梨県

講演名

年月日

講師

主催

平成27年1月13日

「異業種からの農業参入のポイント」

伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

岡山県・財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団

平成26年12月25日～（全３回）

「グループワーク～マネジメント部会における来年度事業の検討｣

高田裕司（J-PAOコンサルタント）

青森市担い手育成総合支援協議会

平成26年12月15日

「生産者と消費者・実需者を結びつける商品づくり、販路開拓」

松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）

日本政策金融公庫秋田支店 農林水産事業

平成26年12月8日

「わが農業の５ヵ年事業計画について～将来の目的・ビジョン整理を基に」

高田裕司（J-PAOコンサルタント）

豊橋市（愛知県）担い手育成総合支援協議会

平成26年12月1日

「出口戦略から考える農業経営」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックス㈱商品本部技術開
日本政策金融公庫宇都宮支店 農林水産事業
発部門リーダー）

平成26年12月1日

「日本のアグリビジネス」

伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

平成26年11月27日

「出口戦略から考える農業経営」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックス㈱商品本部技術開
日本政策金融公庫長崎支店 農林水産事業
発部門リーダー）

平成26年11月25日

「デザインで変わる農業と地域の新しいブランディングとは？」

長岡淳一（J-PAO運営会員、㈱ファームステッド代表取締役）

日本政策金融公庫前橋支店 農林水産事業

平成26年11月20日
平成26年11月18日
平成26年11月11日
平成26年11月3日

「Ｊ-ＰＡＯの農業経営サポート」
「消費者が求める農産物及び加工品を考える」
「アジアと日中関係のこれから」
「日本のアグリビジネス」

伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）
福島徹（㈱福島屋会長）
丹羽宇一郎（J-PAO顧問）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

日本政策金融公庫長野支店 農林水産事業
日本政策金融公庫帯広支店 農林水産事業
日本政策金融公庫名古屋支店 農林水産事業
日露エコノミックスセンター

平成26年10月1日～（全７回）

とちぎ農業ビジネススクール「経営改革プランニング」

大石正明ほか（農業経営支援センター）、高田裕司（J-PAOコン
栃木県
サルタント）

平成26年9月9日
平成26年9月5日
平成26年9月2日

「JAグループ農業融資研修」
「JAグループ農業融資研修」
「今後のＪＡの役割と存在意義について」

伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）
髙木勇樹（J-PAO理事長）

平成26年9月2日

「出口戦略を考えた農業経営について」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックス㈱商品本部技術開
伊予銀行
発部門リーダー）

平成26年8月4日～6日

「販路開拓・6次産業化」、「農業経営」、「販売・マーケティング」

松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

インテリジェンス（被災地域農業法人等復興促進事
業）

平成26年8月5日

「農業政策の現状と今後の展望」

髙木勇樹（J-PAO理事長）

豊橋信用金庫

平成26年8月5日～6日、8月29日 「経営発展セミナー｣

大石正明、藤井大介、山崎隆由（農業経営支援センター）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）

宮崎県立農業大学校

平成26年8月4日

「消費者が買いたくなる商品への改善ポイント」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックス㈱商品本部技術開
日本政策金融公庫前橋支店 農林水産事業
発部門リーダー）

平成26年7月31日

「販路拡大に必要なこととは～生産者と実需者が連携している事例紹介｣

伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

青森市担い手育成総合支援協議会、青森市認定農
業者協会

平成26年7月14日～16日、8月
28日～29日

「宮崎県経営指導力養成研修」

大石正明、藤井大介（農業経営支援センター）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）

宮崎県

平成26年7月4日、14日、18日

「販路開拓・6次産業化」、「農業経営」、「販売・マーケティング」

松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）、高田裕司（J-PAOコン
サルタント）

インテリジェンス（被災地域農業法人等復興促進事
業）

平成26年7月10日、8月5日、9月
「たまねぎ栽培講習会」
2日、11月6～7日

豊田雅夫（J-PAOコンサルタント）

南相馬市（福島県）

平成26年7月3日

高田裕司（J-PAOコンサルタント）

青森県

平成26年7月2日、7月23日、8月
「青森県りんごニーズ対応型ビジネス拡大事業（チャレンジャー研修）」
1日、8月19日～21日

伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）、高田裕司（J-PAOコン
サルタント）

青森県農林水産部りんご果樹課

平成26年6月17日
平成26年6月17日

山下望（J-PAO事務局長）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）

日本政策金融公庫農林水産事業本部
協同セミナー

「輸出に関する基礎知識｣

「6次産業化成功のキーポイント」
「ＪＡグループ農業融資研修」
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日露エコノミックスセンター

協同セミナー
協同セミナー
奈良県農業協同組合中央会

講演名

年月日

講師

主催

平成26年6月10日、16日～17日 「販路開拓・6次産業化」、「農業経営」、「販売・マーケティング」

松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）、高田裕司（J-PAOコン
サルタント）

インテリジェンス（被災地域農業法人等復興促進事
業）

平成26年6月3日
平成26年5月17日
平成26年3月24日
平成26年3月24日
平成26年3月11日
平成26年3月7日
平成26年3月5日
平成26年3月3日
平成26年2月28日

「東三河の農業を考える会｣
「農業者向け融資のポイント｣
｢生産者と消費者を結びつける商品づくり、販路開拓とは｣
｢農業法人の理解を深めるために｣（グループワーク、情報提供）
「農業参入成功に向けた経営戦略について」
「５年後のわが農業（５ヵ年事業計画）の作成方法について」
「農業政策の現状と今後の展望｣
「農業ビジネスの基礎知識｣
｢販売販路の基礎知識｣

髙木勇樹（J-PAO理事長）
伊藤美朋（J-PAO上席コンサルタント）
松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）
後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）
髙木勇樹（J-PAO理事長）
後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）
後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）

東三河の農業を考える会
荘内銀行
福島県
青森県営農大学校
兵庫県農業会議
JAおきなわ
全国地方銀行協会
全国地方銀行協会
阿蘇エコファーマーズセンター

平成26年2月25日

｢国際情勢から見た日本農業の課題と取り組むべき方向｣

福田高志（J-PAO運営会員、食料マネジメントサービス 代表取
新潟県農業指導士会
締役）

平成26年2月24日
平成26年2月19日
平成26年2月15日
平成26年2月12日
平成26年2月6日

｢生産者と実需者が連携している事例紹介｣
「第20回わくわく農業活性交流会」講演
「農産物の販路開拓の基礎知識」
「農産物輸出の取組み」
「知らなきゃ損する営業活動の極意」

平成26年2月6日

「ヒット商品づくりの極意～地域食材を活かしたオイシックスの商品づくり～」

平成26年2月5日

「商談会を活用した販路拡大を進めるために」

高田裕司（J-PAOコンサルタント）
髙木勇樹（J-PAO理事長）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）
井尻弘（㈱生産者連合デコポン 代表取締役）
後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）
阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックス㈱商品本部技術開
発部門リーダー）
後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）

青森県りんご果樹課
湯沢雄勝広域担い手連絡協議会
和歌山県有田市
日本政策金融公庫長野支店 農林水産事業
新潟県新発田地域振興局
日本政策金融公庫青森支店 農林水産事業
西条産業情報支援センター

平成26年1月30日

「ヒット商品づくりの極意～地域食材を活かしたオイシックスの商品づくり～」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックス㈱商品本部技術開
日本政策金融公庫金沢支店 農林水産事業
発部門リーダー）

平成26年1月21日
平成26年1月20日

「6次産業化関連の政策・制度について」
「現下の農業ビジネスと日本農業の未来」

後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）
髙木勇樹（J-PAO理事長）

平成26年1月15日

「福島農業の可能性」

福田高志（J-PAO運営会員、食料マネジメントサービス 代表取
日本政策金融公庫福島支店 農林水産事業
締役）

平成26年1月14日

「農業経営マネジメントのエッセンス」

高田裕司（J-PAOコンサルタント）

平成25年11月25日

｢農産物需要の変化・国際情勢｣

福田高志（J-PAO運営会員、食料マネジメントサービス 代表取
日本政策金融公庫新潟支店 農林水産事業
締役）

平成25年11月22日

「東日本大震災からの食の復興と創造に向けて」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックス㈱商品本部技術開
日本政策金融公庫仙台支店 農林水産事業
発部門リーダー）

平成25年11月20日
平成25年11月19日

「異業種からの農業参入について」
「アベノミクスと日本経済」

後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）
伊藤元重（J-PAO特別会員）

平成25年11月12日

「出口戦略から考える農業」

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックス㈱商品本部技術開
日本政策金融公庫帯広支店 農林水産事業
発部門リーダー）

平成25年10月22日

「世界の食糧事情からみた競争力の強化」
「販路を基点とした農業の産業化」
｢農業法人化のメリット・デメリット｣

ルアンウエイ（農中総研）、藤野直人（J-PAO運営会員、㈱クロ
日本政策金融公庫高松支店 農林水産事業
スエイジ代表取締役）
西田尚史（Ｊ-ＰＡＯ運営会員）
宮崎市

平成25年10月1日～（全7回）

とちぎ農業ビジネススクール「経営改革プランニング」

大石正明ほか（農業経営支援センター）、高田裕司（J-PAOコン
栃木県
サルタント）

平成25年9月3日

「企業の農業参入時のポイント～販路開拓を中心に～」

後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）

群馬県

平成25年9月2日

「農産物の新しい販売戦略～生産から消費までをコーディネイトする～

及川 智正（J-PAO運営会員）

宮崎銀行

平成25年8月26日

「農業法人向け融資推進・経営支援のポイント」

後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）

第二地方銀行協会

平成25年11月8日
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パソナアグリベンチャー大学校
宮崎銀行

山形県農業会議

日本政策金融公庫水戸支店 農林水産事業
日本政策金融公庫名古屋支店 農林水産事業

講演名

年月日

平成25年8月2日、8月13日～14
「農業経営」、「販売・マーケティング」、「販路開拓・6次産業化」
日、9月11日～13日
平成25年7月25日
平成25年7月24日
平成25年7月30日

「進展するアジアのトマト農業からみた企業的農業経営の実践事例」
「ブランド戦略・ビジネスマッチングにおけるプレゼン手法当」
販路拡大のための基礎知識

講師
松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）、後
藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）、高田裕司（J-PAOコン
サルタント）
佐野泰三（J-PAO運営会員 カゴメ㈱常務執行役員）
松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）

主催
インテリジェンス（宮城県農業法人等支援事業）
大垣共立銀行
日本政策金融公庫前橋支店 農林水産事業
青森県りんご果樹課

平成25年7月19日～（講義9回、
大分県「農業ビジネススクール」 講義および経営拡大実行プラン策定演習
演習6回）

都築冨士男（Ｊ-ＰＡＯ運営会員）、西田尚史（Ｊ-ＰＡＯ運営会
員）、野中満幸（日本政策金融農林水産事業本部）、、田中進
（㈱サラダボウル代表取締役）、入来院重宏（Ｊ-ＰＡＯ運営会
大分県
員）、山崎功治（Ｊ-ＰＡＯ運営会員）、牧秀宣（㈲ジェイ・ウィング
ファーム代表取締役）、髙木勇樹（Ｊ-ＰAO理事長）、松崎一海ほ
か（農業経営支援センター）

平成25年7月16日
平成25年6月10日
平成25年5月16日

「農業経営の方向性をさぐる」～農業経営の相場観～
｢企業の農業参入と農商工連携について｣
｢企業の農業参入と農商工連携について｣

後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）
後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）
後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）

平成25年3月22日～（全3回）

「農業経営の方向性」「農産物流通の現状と販路開拓」
「直売所の顧客動向と対応策」

後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）、高田裕司（J-PAOコ
三島函南農業協同組合
ンサルタント）

平成25年3月19日
平成25年3月19日
平成25年3月6日
平成25年3月5日

「農商工連携と６次産業化支援のポイント」
「おコメで６次産業化をすすめるには」
「農業経営の方向性を探る～農業経営の相場観～」
「農産物直売所の顧客動向から見た販売のあり方」

小林豊弘（J-PAO運営会員）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）
後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）
近藤穣（J-PAO運営会員）

宮城県農林水産部
上越農業共済組合
とぴあ浜松農業協同組合
清水農業協同組合

平成25年3月1日

「進化する農産物直売所と新しい農産物流通」

及川 智正（J-PAO運営会員）

山梨中央銀行（やまなし食のビジネス情報連絡会）

平成25年2月12日
平成25年2月7日～（全５回）
平成25年1月31日
平成25年1月31日
平成25年1月25日

「今注目のアグリビジネスと参入のポイント」
「たまねぎによる農業復興構想について」
「農業経営の方向性を探る～現状把握と経営戦略～」
「これからの水田農業とその展開方向」
「今注目のアグリビジネスと参入のポイント」

埼玉県
南相馬市（福島県）
大井川農業協同組合
栃木県
千葉県種苗研究会総会

平成25年1月23日

「食べるものに世界一臆病な企業の食の安全への取り組み」

平成25年1月17日

「販売開拓の基礎知識」

後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）
豊田雅夫（J-PAOコンサルタント）
後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）
髙木勇樹（Ｊ-ＰAO理事長）
後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）
小川賢太郎（J-PAO運営会員、㈱ｾﾞﾝｼｮｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ代表取締
役会長兼社長兼CEO）
後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）

日本政策金融公庫秋田支店 農林水産事業
田辺商工会議所
鳥取県高等学校農業教育会

日本政策金融公庫熊本支店 農林水産事業
阿蘇エコファーマーズセンター

平成25年1月17日

「東日本大震災からの「農」と「食」の復興と創造に向けて

阪下利久（Ｊ－ＰＡＯ運営会員、オイシックス㈱商品本部技術開
福島県農業会議
発部門リーダー）

平成25年1月16日

「農産物直売所の顧客動向から見た販売のあり方」

近藤穣（J-PAO運営会員）

平成24年12月18日～（講義1
回、個別指導及び当日指導）

「商談会出展に向けたブース展示のテクニックと出展後の対応について」

後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）、高田裕司（J-PAOコ
上越市農産物等販売促進実行委員会
ンサルタント）

平成24年12月13日

「お客様目線の農産物生産・商品展開、新たな販路開拓方法について」

山崎功治（J-PAO運営会員）

大分県農業会議

平成24年11月22日
平成24年11月21日

「企業の農業参入の現状と参入成功のポイント」
「アグリビジネスの現状と展望」

後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）
後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）

静岡県浜松市
九州・沖縄地銀東京事務所長会

平成24年11月20日

「流通マネジメント」

関口哲人（J-PAO運営会員 ㈱ぐるなび プロモーションマネー
ジャー）

山梨中央銀行（アグリビジネススクール２０１２）

平成24年11月14日

「地域と食の魅力～食のコミュニケーション～」

溝上宏（J-PAO運営会員 ㈱ぐるなび取締役執行役員）

日本政策金融公庫名古屋支店 農林水産事業

平成24年11月6日

「伊藤忠商事の農産物物流戦略」

福田高志（J-PAO運営会員、食料マネジメントサービス 代表取
日本政策金融公庫高松支店 農林水産事業
締役）

平成24年10月10日～12日、17
日～19日、11月1日、6日～7日

「農業経営」、「販売・マーケティング」、「販路開拓・6次産業化」

松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）、小
インテリジェンス（宮城県農業法人等支援事業）
林豊弘（J-PAO運営会員）、近藤穣（J-PAO運営会員）
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三方原開拓農業協同組合

講演名

年月日

講師

主催

平成24年10月3日～（講義1回、
「都市型直売所への出展に向けて」
個別指導及び当日指導）

後藤健太郎（J-PAO上席コンサルタント）

上越市（新潟県）農産物等販売促進実行委員会

平成24年9月26日
平成24年8月25日
平成24年8月17日

「農業に取組む心構え」
「農業分野に強くなる」
「いいものをどう販売していくか－生産者から経営者へ-」

長島邦夫（J-PAO事務局長）
神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）
山崎功治（J-PAO運営会員）

名護市（沖縄県）販売戦略策定協議会
第四銀行
大分県農業会議

平成24年8月7日～（全7回）

とちぎ農業ビジネススクール「経営改革プランニング」

大石正明ほか（農業経営支援センター）、神崎智由（J-PAO上
席コンサルタント）
高田裕司（J-PAOコンサルタント）

栃木県

平成24年7月20日～（講義9回、
大分県「農業ビジネススクール」 講義および経営拡大実行プラン策定演習
演習6回）

都築冨士男（Ｊ-ＰＡＯ運営会員）、山崎功治（Ｊ-ＰＡＯ運営会
員）、田中進（㈱サラダボウル代表取締役）、栗﨑悟（エムシー
ズ企画代表）、岡田真一郎（㈱内子フレッシュパークからり取締
役）、入来院重宏（Ｊ-ＰＡＯ運営会員）、丸田洋（Ｊ-ＰAO運営会 大分県
員、㈱穂海代表取締役）、松崎一海ほか（農業経営支援セン
ター）、西田尚史（Ｊ-ＰＡＯ運営会員）、藤野直人（Ｊ-ＰAO運営
会員、㈱クロスエイジ代表取締役）、髙木勇樹（Ｊ-ＰAO理事長）

平成24年7月4日～（全４回）
平成24年7月3日

神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）
神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）

Agri－MBA農業ビジネススクール
商談、販売を進めるための基礎的技術

パソナ農援隊
新潟県農業担い手ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

平成24年6月18日～（講義３回、
農産物販売サポート事業 販売戦略セミナー
個別指導及び当日指導）

神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）、高田裕司（Ｊ－ＰAOコン
上越市（新潟県）農産物等販売促進実行委員会
サルタント）他

平成24年6月13日

「農業経営の相場観」

神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）

平成24年3月13日～15日、21日

「6次産業化と商品開発」、「営農計画策定演習」、「農業資材の流通のしくみとコスト
ダウン」、「新規就農からの経営とＪＧＡＰ」

松田恭子（J-PAO運営会員、㈱結アソシエイト代表取締役）、丸
インテリジェンス（石巻市（宮城県）震災被災者農業就
田 洋（J-PAO運営会員、㈱穂海代表取締役）、神崎智由（J労支援事業）
PAO上席コンサルタント）

平成24年3月8日
平成24年3月2日

「農業経営の方向性を探る～現状把握と経営戦略～」
「未来を拓く！これからのアグリビジネス」

神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）
神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）

茨城県信用組合
第四銀行

平成24年2月29日

「農産物展示・商談会の基礎知識～アグリフードEXPO出展を視野に～」

神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）

日本政策金融公庫さいたま支店 農林水産事業

平成24年2月28日
平成24年2月22日
平成24年1月28日
平成24年1月11日

「アグリビジネスを捉える「視点」と「手順」～販売戦略の重要性～」
「今注目のアグリビジネスと参入のポイント」
「混迷するコメ政策と日本農業の未来」
「経営の現状把握と計画策定」

神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）
神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）
髙木勇樹（J-PAO副理事長）
神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）

平成23年12月27日

「農業経営の相場観」、「販路開拓の基礎知識」

神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）

平成23年12月18日
平成23年12月15日
平成23年12月14日
平成23年11月25日

「資材マネジメント」
「販路開拓の基礎知識」
「農業経営の相場観」、「販路開拓の基礎知識」
「商品提案書作成のポイント～訴求ポイントを洗い出す～」

神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）
神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）
神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）
神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）

香川県
日本政策金融公庫千葉支店 国民生活事業
日本ユニコム株式会社
日本ブランド農業事業協同組合
インテリジェンス（石巻市震災被災者農業就労支援事
業）
山梨中央銀行（アグリビジネススクール２０１１）
阿蘇エコファーマーズセンター
インテリジェンス（愛知県農業人材育成事業）
全国農業経営専門会計人協会

平成23年11月21日

「これからの鹿児島の農業・農村振興～東日本大地震の影響も踏まえ～」

松谷明彦（J-PAO特別会員、政策研究大学院大学名誉教授）

日本政策金融公庫鹿児島支店 農林水産事業

平成23年11月5日

就農体験塾「農業は大きなビジネスチャンス」

田中 進（㈱サラダボウル 代表取締役)

㈱タナトス

平成23年10月16日

「ゼンショーの食の安全に対する取り組み」

北村育夫（J-PAO運営会員、㈱ゼンショーホールディングス食
品安全追求本部長）

山梨中央銀行（アグリビジネススクール２０１１）

平成23年9月21日

「アグリビジネスセミナー～企業の農業参入動向と留意点～」

木之内均（J-PAO運営会員）、神崎智由（J-PAO上席コンサル
タント）

中国銀行

平成23年9月3日

「アグリビジネスの現状と展望、金融機関の役割」

神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）

第四銀行

「青果物流通の実務 なにがちがう・どう対応する」

福田高志（J-PAO運営会員、㈱食料マネジメントサポート代表
取締役）

山梨中央銀行（アグリビジネススクール２０１１）

平成23年8月21日
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茨城県信用組合

講演名

年月日

講師

主催

平成23年8月10日

「今注目のアグリビジネスと参入のポイント」

神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）

肥後銀行 日本政策金融公庫熊本支店 農林水産事
業

平成23年8月9日～（全7回）

とちぎ農業ビジネススクール「経営改革プランニング」

大石正明ほか（農業経営支援センター）、神崎智由（J-PAO上
席コンサルタント）

栃木県

平成23年7月8日

「販売力強化研修」

神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）

新潟県農業担い手サポートセンター

大分県「農業ビジネススクール」 講義および経営拡大実行プラン策定演習

高木勇樹（J-PAO副理事長）、山崎功治（J-PAO運営会員）、丸
田 洋（J-PAO運営会員）、入来院重宏（J-PAO運営会員）、澤
浦 彰治（J-PAO賛助会員）、伊藤 秀雄（㈲伊豆沼農産 代表取 大分県
締役）、都筑 冨士男（J-PAO運営会員）、松崎一海ほか(農業経
営支援センター）、神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）

平成23年7月7日～（講義9回、
演習6回）

平成23年4月27日

神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）、木之内均（J-PAO運営
「アグリビジネス研究会～アグリビジネスに関する理解と事業化に向けたヒントを得る
会員）、山崎功治（J-PAO運営会員）、嶋崎 秀樹（J-PAO運営 りそな総合研究所（アグリビジネス研究会）
～」
会員）
「今注目のアグリビジネスと参入のポイント」
神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）
さいたまりそな銀行

平成23年4月26日

「農業参入

平成23年5月11日～（全８講）

理想と現実」

神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）

みずほコーポレート銀行（三金会首都圏開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
分科会）

平成23年3月2日

「農産物直売所の顧客動向から見た販売のあり方」

近藤 穣（J-PAO運営会員、中小企業診断士）

彩の国埼玉・農業法人協会 日本政策金融公庫

平成23年3月1日

「畜産業の今後の可能性を考える～食に関わる異業種経営や経営者間の交流から
学ぶ～」

神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）

中央畜産会

平成23年2月21日
平成23年2月9日～（全3回）
平成23年2月8日
平成23年2月7日
平成23年2月6日
平成23年2月2日

「今注目のアグリビジネスと参入のポイント」
パソナ農業ビジネススクール
「企業の農業参入と農商工連携について」
「TPPとこれからの日本農業」
「農業と地域、他産業との連携を考える」
「販路開拓の基礎知識（実習編）」

神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）
神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）
神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）
高木勇樹（J-PAO副理事長）
高木勇樹（J-PAO副理事長）
藤野 直人（J-PAO運営会員 ㈱クロスエイジ 代表取締役）

りそな総合研究所
パソナグループ
宮城県農林水産部
JAM井関農機労働組合中央本部
やまと凛々アグリネット
阿蘇エコファーマーズセンター

平成23年2月2日

「農商工連携ビジネスの現場報告～㈱クロスエイジの事業を通して農商工連携ビジ
ネスを理解する～」

藤野 直人（J-PAO運営会員 ㈱クロスエイジ 代表取締役）

日本政策金融公庫 熊本支店

平成23年1月20日
平成22年12月12日
平成22年12月9日
平成22年12月9日
平成22年12月8日
平成22年12月1日
平成22年11月22日
平成22年11月19日

「今注目のアグリビジネスと参入のポイント」
「今、森林をめざせ！」
「農業からの情報発信～販路開拓の課題とポイント」
「元気な農業で元気な地域をつくる」
「農業における『出口戦略』の構築」
「農業融資の勘どころ」
「販路開拓の基礎知識」
「商談会出展を成功させるポイント」

神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）
田島信太郎（田島山業㈱代表取締役）
神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）
山川 嘉太郎（農業経営支援センター）
神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）
神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）
神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）
松田恭子（J-PAO運営会員 ㈱結アソシエイト代表取締役）

りそな銀行
長崎県林業協会
神奈川県中小企業団体中央会
全国農業経営専門会計人協会
全国農業経営専門会計人協会
新潟県担い手育成総合支援協議会
阿蘇エコファーマーズセンター
とちぎ農産物マーケティング協会

平成22年11月18日

「農産加工品と付加価値について～大手企業に学ぶ売れる商品づくり」

加藤 寛昭（農業経営支援センター）

新潟県商工会連合会

平成22年11月18日

「業種別 経営分析・目利き力強化セミナー（アグリビジネス編）」

金融財政事情研究会

平成22年11月10日

「つながり力をビジネス力に」

上原 学（J-PAO事務局）
都築 冨士男（J-PAO運営会員、㈱都築経営研究所代表取締
役）

平成22年11月9日

「新潟地域『地産地消』提案会 当日【直前・直後】のワンポイント研修」

松田恭子（J-PAO運営会員 ㈱結アソシエイト代表取締役）

新潟県新潟地域振興局

平成22年10月26日
平成22年10月20日～(全５回）

「販路開拓の基礎知識」
とちぎ農業ビジネススクール「経営改革プランニング」

FFGビジネスコンサルティング
栃木県農業大学校

平成22年10月19日～(全５回）

「農業者スキルアップ支援セミナー」

平成22年10月18日

「商談に向けての準備事項と留意点～販路探しの第一歩～」

上原 学（J-PAO事務局）
山川 嘉太郎ほか（農業経営支援センター）
山崎功治・松田恭子（J-PAO運営会員）、神崎智由（J-PAO上
席コンサルタント）
神崎智由（J-PAO上席コンサルタント）
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日本政策金融公庫 仙台支店

新潟県新発田市役所
新潟県柏崎地域振興局

平成22年10月15日

講演名
「農商工連携・人材育成講座『営農シミュレーション』」

上原 学（J-PAO事務局）

ジーピーエス

平成22年10月13日

とちぎ農業ビジネススクール「経営感覚を有するプロ農業者になるために」

高木勇樹（J-PAO副理事長）

栃木県農業大学校

平成22年10月7日

「混迷の先に見える日本農業の姿」

高木勇樹（J-PAO副理事長）

最上地域（山形県）農業法人研究会

平成22年9月13日

「企業から見た農業～選択の時代」

福田高志（J-PAO運営会員、アイスクウェア ネクスト 代表取締
鹿児島県農業経営者クラブ曽於支部
役社長）

平成22年9月2日
平成22年8月25日
平成22年7月30日

「日本農業法人協会関東ブロック 農業法人等交流会基調講演」
「商品提案書作成のポイント～訴求ポイントを洗い出す」
「農商工連携に関するJ-PAOの取り組み事例」

年月日

講師

主催

平成22年7月8日

「農産物需要の変化・国際情勢～拡大かニッチか」

平成22年7月6日
平成22年6月29日

「農業経営の『ものさし』を探る～事例に学ぶ「経営理念」の必要性」
「実践・農業参入、理想と現実～J-PAOのサポート事例から」

平成22年6月23日

「食糧・農業・流通事情と農業経営」

平成22年6月14日
平成22年5月27日
平成22年5月19日

「相談対応ケーススタディ～初期相談対応のポイント」
「現下の農業・農政と農業ビジネス」
「事業構想の実現化に向けたサポート活動について（情報提供）」

高木勇樹（J-PAO副理事長）
上原 学・神崎智由（J-PAO事務局）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
福田高志（J-PAO運営会員、アイスクウェア ネクスト 代表取締
役社長）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
都築 冨士男（J-PAO運営会員、㈱都築経営研究所代表取締
役）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
高木勇樹（J-PAO副理事長）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）

平成22年3月11日

アグリビジネス発掘支援セミナー「地域を活かすアグリビジネスの展開」

上原 学（J-PAO上席コンサルタント）

福島県会津農林事務所

平成22年3月9日
平成22年2月24日

「農商工連携の狙いと課題」
食と農の起業家養成研修「直売所の経営管理」

加藤 寛昭（農業経営支援センター）
近藤 穣（J-PAO運営会員、中小企業診断士）

北多摩北部農業改良推進協議会
栃木県農業大学校

平成22年2月24日

農商工連携促進セミナー「農業者側から見たメーカーとの連携の課題」

木内博一（J-PAO運営会員、㈱和郷代表取締役）

石川県産業創出支援機構

平成22年2月23日

那須地方農政講演会「政権交代と農政の方向」

高木勇樹（J-PAO副理事長）

栃木県那須農業振興事務所

平成22年2月12日

日本公庫福井支店お客さま交流会

福田高志（J-PAO賛助会員、アイスクウェア代表取締役社長）

日本政策金融公庫福井支店農林水産事業

平成22年2月10日

農業融資研修会

上原 学（J-PAO上席コンサルタント）

日本政策金融公庫

平成22年2月5日

「『いいもの』だけでは売れません～成約のために押さえておきたいポイント」

山崎功治（J-PAO運営会員、経営コンサルタント）

滋賀県高島地域農業センター

平成22年2月4日
平成22年1月30日～(全2回）
平成22年1月29日
平成22年1月26日
平成22年1月21日
平成22年1月19日
平成22年1月16日
平成21年12月17日
平成21年12月5日
平成21年12月2日
平成21年12月1日
平成21年11月25日

「第３回新潟県産農産物展示商談会」事前研修会
担い手アクションサポート事業「なぜ農業収入が増えない？」
全国生産者大会基調講演
日本の食料産業の方向性と食ビジネスの展開について」パネラー
「これからの農政と普及事業の果たす役割」
「農業におけるファイナンスと新たなビジネスモデルへの対応」
「農業融資の勘どころ」
「民間金融機関における農業取引の現状」
佐渡農林水産業振興大会「担い手をめぐる経営戦略」
米マーケティング研修会「売れる岩船米を目指して」
稲作農家経営改善研修会「消費者、量販店から求められる米とは」
農と食の交流会「バイヤーが求める『よい農作物』とは」

上原 学・中 敏樹（J-PAO事務局）
遠藤 久（J-PAO運営会員、税理士）
高木勇樹（J-PAO副理事長）
佐野泰三 （J-PAO理事、カゴメ㈱常務執行役員）
高木勇樹（J-PAO副理事長）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）

新潟県農業担い手サポートセンター
福島県国見町農業委員会
マルタ
宮崎銀行
宮城県農林水産部
金融ファクシミリ新聞社
百十四銀行
新潟県信用農業協同組合連合会
佐渡農林水産業振興大会実行委員会
新潟県村上地域振興局
新潟県巻農業振興部
日本政策金融公庫津支店農林水産事業

平成21年11月24日～(全4回)

加工・業務用野菜契約取引研修会

松井淳・村上一幸・大石正明・山崎隆由（J-PAO運営会員、中
小企業診断士）

鹿児島県曽於畑地かんがい営農推進本部

平成21年11月11日
平成21年10月30日
平成21年10月22日
平成21年10月2日

「南魚沼米ブランド力強化研修会」
「これからの農政・農業経営のあり方について」
長野県アグリビジネス講座「加工食品業における利益計画の立て方」
「農業ビジネスの方向性」

上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
高木勇樹（J-PAO副理事長）
加藤 寛昭（農業経営支援センター）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）

新潟県南魚沼地域振興局
福島県喜多方市
長野県農業政策課
青森銀行
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日本農業法人協会山梨県支部
新潟県新潟地域振興局
経済産業省
島根県農業法人協会
新潟県巻農業普及指導センター
みずほコーポレート銀行
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫
三井業際研究所
日本農業法人協会政策・経営委員会

平成21年9月22日
平成21年9月17日
平成21年9月14日
平成21年8月27日～(全3回）
平成21年8月26日

講演名
中間論文発表コメンテーター
農業法人経営者交流会「販路開拓の基礎知識」
長野県アグリビジネス講座「アグリビジネスの到来」
販売力パワーアップ研修会
地域資源・農商工連携推進研究会「商工業者との連携に向けた準備」

上原
上原
上原
上原
上原

平成21年8月20日

農商工連携促進セミナー「メーカー側から見た農業者との連携の課題」

河合義雄（J-PAO理事、㈱ニチレイ取締役執行役員）

石川県産業創出支援機構

平成21年8月12日
平成21年7月31日
平成21年7月29日
平成21年7月29日
平成21年7月16日
平成21年7月13日
平成21年6月30日

「担い手を巡る経営戦略」
情報提供研修「J-PAOの取り組み」
「アグリビジネスの現状と展望、金融機関の役割」
「日本農業の危機の本質と農業改革の軌跡」
金融ビジネス研究講座「農産物の融資実務と経営支援のポイント」
日本農業法人協会「やまと凛々アグリネット」研修会
アグリビジネスセミナー「異業種からの農業参入」

福井県坂井農林総合事務所
全国中小企業団体中央会
播州信用金庫
日本経済研究センター
第二地方銀行協会
やまと凛々アグリネット
肥後銀行

平成21年6月26日～(全3回）

「商談会出展準備セミナー」

平成21年6月19日
平成21年6月16日
平成21年5月30日
平成21年5月21日
平成21年4月23日
平成21年4月20日
平成21年3月27日
平成21年3月26日
平成21年3月23日
平成21年2月20日
平成20年12月1日

「農商工連携・交流研究会」コーディネーター
「バイヤーが求める『よい農作物』とは」
農業ビジネス論（初級、中級）
「農業、食糧、流通事情とこれからの企業経営」
「実践・農業参入、理想と現実」
アグリビジネス経営支援研修
担い手経営発展推進大会 基調講演
認定農業者経営改善交流セミナー
パソナチャレンジファームin淡路「田舎で働き隊」基調講演
「販路開拓の基礎知識」
「南魚沼地域もてなし産品商談準備研修会」

上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
中 敏樹（J-PAOコンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
高木勇樹（J-PAO副理事長）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
高木勇樹（J-PAO副理事長）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
松田恭子（J-PAO運営会員）、上原 学・中 敏樹（J-PAO事務
局）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
都築 冨士男（J-PAO運営会員、元ローソン代表取締役）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）

関東経済産業局・農政局、日本公庫
いしかわ農業振興協議会
パソナ農業ビジネススクール
千葉県農業協会
群馬銀行
大光銀行
新潟県担い手育成総合支援協議会
福島県認定農業者会
パソナ
柏崎専農経営者会議
新潟県南魚沼地域振興局

平成20年11月28日

「スーパーマーケットトレードショー共同出展者事前研修」

上原 学（J-PAO上席コンサルタント）、児玉 光史（J-PAO）

福島県担い手育成総合支援協議会

平成20年11月13日
平成20年11月6日
平成20年10月29日
平成20年10月15日
平成20年6月24日～(全４回）
平成20年9月10日
平成20年6月12日～（全２回）
平成20年8月28日
平成20年8月26〜27日
平成20年8月19〜20日
平成20年7月29日
平成20年7月22日
平成20年7月11日
平成20年6月9日
平成20年6月4日
平成20年5月20日
平成20年3月24日
平成20年2月21日
平成20年2月21日

「農商工連携のポテンシャル」
「ぐんま農と食の経営者フォーラム」
異業種交流イベント「新発見！十勝の食」
「第2回栃木県産農産物等展示商談会出展者セミナー」
「バイヤーが求める『よい農作物』とは」
「J-PAOの取組事例に見る農業経営の課題」
「農業経営シミュレーション」
「相談事例にみる農業経営の課題」
「アグリフードEXPOトップセミナー」
「道銀食の商談会」
「担い手を巡る経営環境と事業戦略」
愛媛県「平成20年度あいらんど倶楽部」講演
「世界の農業情勢、これからの日本農業の対応、地方のありかた」
「世界の農業情勢、これからの日本農業の対応、地方のありかた」
「農産物の取引条件を組み立てるには」
「農業融資の勘どころ」
「国際競争力を持つ九州ブランド創設を！」
「農業分野を取り入れている企業からみた今後の農業」
「成長し続ける企業の経営術」

上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
尾野村 祐治（J-PAO常務理事）
中村 賢司（伊藤忠商事）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
平野 秀樹（ニチレイフーズ）、出田 大樹（伊藤忠商事）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
尾野村 祐治（J-PAO常務理事）
尾野村 祐治（J-PAO常務理事）
尾野村 祐治（J-PAO常務理事）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
高木勇樹（J-PAO副理事長、農林漁業金融公庫総裁）
出田 大樹（伊藤忠商事）
都築 冨士男（J-PAO運営会員、元ローソン代表取締役）

日本農業機械化協会
日本政策金融公庫前橋支店
日本政策金融公庫帯広支店
とちぎ農産物マーケティング協会
新潟県農業担い手サポートセンター
栃木県農政部
パソナ農業ビジネススクール
第四銀行
農林漁業金融公庫
北海道銀行
新潟県認定農業者会
農林漁業金融公庫松山支店
千葉県農業協会
（財）石川21世紀農業育成機構
農林漁業金融公庫秋田支店
きんざいFP
福岡経済同友会
（財）石川21世紀農業育成機構
（財）石川21世紀農業育成機構

年月日

15/16

講師
学（J-PAO上席コンサルタント）
学（J-PAO上席コンサルタント）
学（J-PAO上席コンサルタント）
学（J-PAO上席コンサルタント）
学（J-PAO上席コンサルタント）

主催
日本政策学生会議
鹿児島県曽於畑地かんがい農業推進センター
長野県農業政策課
新潟県三条地域振興局
神奈川県中小企業団体中央会

新潟県農業担い手サポートセンター

平成20年2月13日

交流会講演

講演名

講師
尾野村 祐治（J-PAO常務理事）

主催
農林漁業金融公庫宮崎支店

平成20年2月6日

新潟県セミナー

平野 秀樹（ニチレイ）、上原 学（J-PAO上席コンサルタント）

新潟県農業担い手サポートセンター

平成20年1月10日
平成19年11月26日
平成19年11月14日
平成19年11月12日
平成19年11月7日
平成19年10月29日
平成19年10月25日
平成19年8月30日
平成19年8月22日
平成19年8月1日
平成19年7月12日
平成19年6月20日
平成19年4月19日

「J-PAOの取組事例に見る農業経営の課題」
「民の力、民の知恵を活用した農業にむけて」
「アグリファンド石川勉強会」
「アグリビジネス創出促進事業に係る意見交換会」
「東北銀行アグリセミナー」
「お客さま交流会講演」
「豊橋食農クラスターフェア講演」
「農林漁業金融公庫業務協力研修」
「アグリビジネススクール」
「福島県県中農林事務所研修」
「立川みずほ研修会」
「山形県農業法人会会議講演」
「三ケ日町認定農業者協議会講演」

上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
水野 葉子（J-PAO特別会員）
尾野村 祐治（J-PAO常務理事）
飯沼 信彦（J-PAO事務局長）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
入来院 重宏（社会保険労務士）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）
尾野村 祐治（J-PAO常務理事）
福田 高志（伊藤忠商事）
上原 学（J-PAO上席コンサルタント）

静岡県志田榛原農林事務所
九州経済産業局
アグリファンド石川
うつのみやアグリネットワーク
東北銀行
農林漁業金融公庫千葉拠点
豊橋市
農林漁業金融公庫
静岡県
福島県
みずほ銀行
山形県農業法人協会
三ケ日町認定農業者協議会
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