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第５回 コメ・ビジネス研究会
J-PAOが事務局を務める第５回コメ・ビジネス研究会が

2022年４月15日（金）にZOOMにて開催されました。
今回は（一社）日本弁当サービス協会の市川会⾧が代
表を努める協同組合 武蔵野給食センターにおける取り組
みのご紹介がありました。

年間コメ使用量は120トン、原料米の選択は、お弁当に
使用していることから、柔らかすぎず、お昼に美味しく食べら
れるお米であることが重要なことや、年間を通して安定した
食味を維持するため、当年の新米比率を時期によって変え

ていることなど説明がありました。
続いて、有限会社すとう農産 須藤代表からは有機栽培

米を主体とした経営実態や現状の課題と米生産に係る課
題等についての考え方を聞くことが出来ました。

質疑応答では、市川会⾧に対して洗米方法で食味は変
わるのか、仕入価格はどの程度か、須藤代表に対しては、
有機農産物拡大の可能性についての質問がありました。

次回は６月22日（水）の開催予定です。

若手農業者の育成を目的とした「経営力向上セミナー」

とちぎ農業ビジネススクール

日本政策金融公庫松江支店、島根県農業協同組合、島根県農業経営相談
所が主催した「令和３年度 認定新規就農者 経営力向上セミナー」をJ-PAOの高
田上席コンサルタントが担当しました。このセミナーは、農業経営者として必要な知識
の取得や考え方・心構えを学び、儲かり、魅力がある持続可能な農業の実現を目指
し、地域を牽引する若手農業者の育成を目的として開催。

全3回（2/7、14、28（各日10:00～16:00））に経営年数5年以内の農
業者5名が参加。最後には参加者が作成した経営計画の発表を行いました。

対面で開催予定でしたが、新型コロナ感染症対策の関係で、３回すべてがリモー
ト開催となりました。
【参加者の声】
 最初わからなかった「経営」というものが講座終了時にはつかめた
 自分で考えるところも多く、情報提供も充実しており、短期間に多くのことを学べた
 他の参加者とコミュニケーションがとれてよかった

栃木県農業大学校主催の「とちぎ農業ビジネススクール」
（継続12年目）が、令和４年3月1日に終了。

最終回は受講生の5年後に向けた経営改革プランの発
表と意見交換そして閉講式でした。

J-PAOは、「経営改革プランニング（全７回）」の講義
（会員の一般社団法人農業経営支援センターが実施主
体）と開講日の参加者同士の結びつきを深めるためのグ
ループワーク、「経営者能力開発」そして「働き方改革」の３
つの講義を担当しました。

令和３年度は参加者数12名と少数だった昨年の2倍。
そして10名が経営改革プランを発表して修了しました。

今年度は最初から最後まで講師と受講生ともに栃木県
農業大学校に集まって開催となりました。

令和4年度も同内容でのスクールの受講生を募集中です。

最終回のプラン発表と
修了証書授与
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令和４年度 会員連携による新たなプロ農業者支援メニュー

J-PAOは、会員連携によって、農業者や食品加工業者の
様々なお悩み解決を実施しています。令和４年度は新たな
販売支援メニューとして、「商品企画」から「販路拡大」の部
分までトータルにサポートするメニューや、自社商品を実際に

消費者向けにテストマーケティングすることにより、課題や改
善点を把握し、専門家の意見を踏まえて改善するなど、具
体的かつ効果的なプロ農業者支援を実現します。

J-PAOから主体的に「事業承継」及び「人材育成」等に
係る課題解決を提案し、プロ農業者とJ-PAOをつなぐ相
談ルートを面的に多極化することで、「課題の抽出」から
「課題への対応」まで一貫して支援することに取り組みまし
た。今後は、支援実施後の「フォロー」にフォーカスし、プロ
農業者に伴走、その「機能」となれるよう挑戦します。

人材育成・普及啓発支援

事業化支援

令和３年度サポート活動実績（暫定）
相談受付件数:276件

（J-PAO Press４月号で公表する数値は暫定値です。ご了承ください。）

販売支援

対面型・集合型研修の開催が難しい状況が続いています
が、相談段階から主催者の希望を丁寧にヒアリングし、これ
までJ-PAOに蓄積したノウハウを活かした多様な研修運営
と効果的なプログラムの提案を行います。

コロナ禍のオンライン商談をターゲットにしたFCPシート作成
支援などにより、件数は微増となりました。令和４年度は、
これまの単発単年で終わる支援から、プロ農業者に「商品
企画（出展）→商談（販売）→フォロー」まで、すべての
工程をJ-PAOが実行するパッケージを提供します。

■事業化支援 ■販売支援 ■人材育成

令和３年度の活動報告
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J-PAO会員限定
オンラインセミナーのご案内

講師紹介

マーケティングセバスチャン株式会社
阿部 秀規
Ｊ－ＰＡＯ運営会員

コンサルティング会社でありながら自ら商流を持ち、１０００社以上のバイヤーコ
ンタクト、仕入れ販売ができる地域商社機能を併せ持つマーケティングセバスチャ
ン株式会社の阿部氏が、課題の把握から改善提案し、事業者様に実行させ改善に成
功した寄り添い型サポートについて、これまで実施してきた課題解決サポートの事
例を中心に、会員の皆様に紹介します。
本セミナーは、ビデオ会議ツール「Zoom」を使って、当日ライブ配信します。
セミナーの録音・録画・撮影はご遠慮ください。

◆プロフィール
事業戦術構築、商品企画、商品プロデュース、ブラン
ディング、コンセプトデザイン、飲食店コンサル、地域
活性プランニング、企業内インナーブランディング実務
に加え本質的な課題抽出と解決策の構築、並びに実務へ
の落とし込みを得意としている。
ライティングの実績もあり、これまでに100本以上のプ
レスリリース作成を手掛ける。

お申込み:https://chouseisan.com/s?h=27a858541f3a4ba7a009c0e72a4839a3
または、日本プロ農業総合支援機構 小林 Eメール:Kobayashi.riwa@j-pao.org

貴社名・お名前・メールアドレスを明記の上、お申込みください。

「もっと売りたい」に応える寄り添い型サポートの紹介

日時 2022年 5月 13日（金）14:30～15:30

会場 オンライン開催
Zoomを使ったWebセミナーです。

受講料 無料（Ｊ ＰＡＯ会員限定）

備考 視聴方法は、お申し込みいただいたＥメールアドレス宛に、開催
前日までにメールにてご案内いたします。



４月の主な活動
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＊J-PAOは、新型コロナウイルス感症拡大防止のため、テレワークの推進に取り組み、訪問先の状況に配慮した支援を継続

しています。

http://www.j-pao.org/news/2017/0261/

月日 ～ 日 事業 　内容 都道府県 　　会員/局員 来/訪/オ

4月4日 会員連携 会員挨拶 ― 三橋会員/細矢 来社

4月5日 会員連携 会員挨拶 ― 松田会員/細矢 来社

4月6日 会員連携 会員挨拶 ― エスフーズ/細矢 訪問

4月6日 会員連携 会員挨拶 ― 森会員/細矢・本多 訪問

4月6日 会員連携 会員挨拶 ― 日本農業法人協会/細矢・本多 訪問

4月8日 会員連携 J-PAOサービス紹介 帯広 日本政策金融公庫/細矢 オンライン

4月8日 会員連携 J-PAOサービス紹介 ― 山崎会員/細矢・本多 来社

4月8日 第168企画運営委員会 ― ― オンライン

4月8日 第15回オンラインセミナー ― 塚越会員 オンライン

4月11日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 仲野会員/本多・荻原 来社

4月11日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 阿部会員/細矢・本多 訪問

4月12日 専門部会 会員連携（支援内容打合せ） ― 本多英二会員、本多公子会員/細矢 来社

4月14日 会員連携 J-PAOサービス紹介 ― 秋葉会員/細矢・本多 来社

4月14日 会員連携 会員挨拶 ― 荻野会員/細矢・本多 訪問

4月14日 会員連携 J-PAOサービス紹介 千葉 日本政策金融公庫/細矢・今川 訪問

4月14日 専門部会 会員連携（支援内容打合せ） ― 嶋﨑会員、吉川会員/細矢・本多・今川 来社

4月15日 第５回コメ・ビジネス研究会 ― 佐藤 オンライン

4月18日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ―
㈱ファームアライアンスマネジメント/
　細矢・本多

オンライン

4月18日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 大場会員/細矢・本多 オンライン

4月18日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 西田会員/細矢・本多 オンライン

4月19日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 溝上会員/細矢・本多 オンライン

4月19日 専門部会 ホームページプロジェクト ― 鶴野会員・川端会員/本多・小林 オンライン

4月20日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 堀内会員/細矢・本多 オンライン

4月21日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 清水会員/細矢・本多 オンライン

4月21日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 大石会員/細矢・本多 オンライン

4月21日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 松井会員/細矢・本多 オンライン

4月21日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 岸本会員/細矢・本多・荻原 オンライン

4月21日 会員連携 J-PAOサービス紹介 静岡
日本政策金融公庫/
　細矢・本多・高田・荻原・今川

オンライン

4月25日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 清水進矢会員/細矢・本多 オンライン

4月25日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 中村会員/本多 オンライン

4月25日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 鶴野会員/本多 オンライン

4月26日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 立川会員/細矢・本多 来社

4月26日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 佐藤会員/細矢・本多 訪問

4月27日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 鳥谷会員/細矢・本多 オンライン

4月27日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 久田会員/細矢・本多 オンライン

4月28日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 伊地知会員/細矢・本多 来社

4月28日 会員連携 会員挨拶 ― 松室会員/細矢・本多 訪問

4月28日 ～ 29日 事業化支援 「プロ農業経営体育成支援」経営会議 秋田 村上会員/荻原 現地

4月28日 専門部会 雇用支援 ―
入来院会員、嶋崎会員、高田会員、塚越会員、
本多公子会員、牧会員、吉村会員/今川

オンライン

4月28日 アドバイザー
農業経営アドバイザー研修・試験
　研修動画撮影

東京 吉川会員/本多・⾧谷川 訪問

4月28日 J-PAO Press ４月号配信 ― 細矢・今川 ―



拝啓 大泉 一貫 先生

いっかん先生、ご返信ありがとうございます。

先生のお手紙の中で食料安全保障という観点から「有事を常

に考えながら平時を過ごす必要がある」とありましたが、農業経営

はまさにそれの連続だと思っています。私自身、常に最悪を考えな

がらそれにどう対応するかということを考えていて、それが私の頭の

中の半分以上を占めています。

農業経営は天候、相場、社員、顧客の嗜好、政治や法律、

海外の食生産事情などに加え、最近では新たに感染症の発生や

国家間の紛争など不確定要素が多く、それらの変化に経営が大

きく左右されます。そう考えると私は「農業に平時はない」と思って

います。最近では企業のBCP策定が言われ、日本農業法人協

会でも前会⾧の山田敏之さん（こと京都株式会社 代表取締

役）が全国でその必要性を説いたお陰で農業界でも浸透してき

ました。

農業は「やりたい人ができる環境が大切」という考え方を基本に

して、外国人の農地所有と外国人による農業法人の経営権のあ

り方について食料安全保障と危機対応という観点から議論し、規

制すべきところは規制する必要があると思っています。その点でいっ

かん先生と意見の方向性があっていることは、とても勇気づけられ

ました。

この手紙を書いている時点でもロシアのウクライナへの軍事行動

が続き、それは許されるものではなくロシアは世界から批判や制裁

を受けていますが、意外にも両国の小麦輸出量は世界の21％も

あり、両国からの直接輸入がほとんどない日本でも間接的影響で

小麦価格が17％高くなり、家畜飼料もここ１年で約1.5倍にな

りました。世界のどこかで起きていることが日本の農業経営と食卓

に影響する事実に多くの国民が直面し、最近は国内生産と日本

人による農業経営への回帰が始まっています。

日本での農業生産の重要性が高まっている中、昨年の野菜くら

ぶの株主総会の講義でいっかん先生が言われた「2020年の農業

センサスの常雇用者数は2015年と比べ、６万４千人減少して

いる。」という現状と逆行している話はショックでした。常雇用者とは

農業で働く正社員ととらえることができますが、2015年までは伸び

ていたその数の減少は、驚きとともに農業経営の大きな転換点だ

と捉えました。

自社でも、日本人社員が定着しないことや外国人実習生の活

かし方に悩んでいましたが、同じ悩みを抱える農業経営者が周り

には多く、それらの法人で働く日本人社員の離職状況から「もしや、

常雇用者が減少しているのでは?」と薄々感じていました。しかし、

6万4千人減少という実数を聞くと、農業が抱えている経営の問

題の大きさに衝撃を受けました。

先生の話を聞いて早速、野菜くらぶでは生産者の経営にフォー

カスして今年から実数を用いた「農業経営の実践的勉強会」を始

めました。それぞれが決算書を持ち寄ってそれを弊社がお世話にな

っている外部コンサルタントに分析してもらい、数字から行動変革

をする手法を学び実践します。これは弊社が25年前から続けてい

る経営指針を基に、①５年前から取り入れた評価制度、②仕事

と実績の見える化システム（Farmsystem）、③賃金制度、④

社員が作った就業規則をかみ砕き、生産者が経営の参考にし導

入してもらい、社員が成⾧し定着する永続的な農業経営を実現

することが目的です。

今回取り入れる仕組みは弊社グループが取り組んできたことで、

業績がここ数年良くなった手法の一部です。弊社の業績が伸びた

一要因は、自社の課題や弱みを克服するために様々な所から仕

組みを学び取り入れて、それらが有機的に作用する様になったこと

です。それを基に、参加者を募集したところ有料でありながら約２

割の生産者から申し込みがあり、生産者の欲求が強いことが分か

りました。今年３月からスタートし、数年後には農業の生産性が

上がり、農業経営が安定する平時の経常利益率20％を実現し、

社員が定着して作業者が活き活き夢を語り働く姿を実現させてい

きたいと夢を見ています。

この取り組みは、まだスタートしたばかりで成果は未知数ですが、

そのきっかけは昨年の先生の講義のその一言でした。薄々感じて

いた私の危機感を露わにして、本当の危機になる前に手を付ける

ことができました。先生にはとても感謝をしています。今後も大局か

ら、そして数値的観点からご指導をよろしくお願いします。

敬具

令和４年４月吉日

いっかん先生の往復書簡コーナー（後編）
グリンリーフ株式会社代表取締役澤浦彰治 様との書簡後編は「永続的な農業経営の実現」についてです。

澤浦 彰治（さわうら しょうじ）

グリンリーフ株式会社 代表取締役／株式会社野菜くらぶ 代表取締役
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1964年、群馬県昭和村生まれ。

1983年群馬県立利根農林高等学

校を卒業後、群馬県畜産試験場での

研修を経て、実家にて就農。 1992年、

3人の仲間とともに有機農業グループ

「昭和野菜くらぶ」を立ち上げ、有機栽

培を本格的に開始する。2000年新規

就農者を育てる独立支援プログラムを

開始。2021年度のグループ売上高は

49億円、2022年3月現在の従業員

数は220名。



拝復 澤浦 彰治 様

返信ありがとうございます。
澤浦さんの「農業に平時はない」は、けだし名言と思います。

感服しています。
おっしゃるように経営には様々なリスクがありますが、いつどの

ように生じるか、実は誰にもわかってはいません。そうした意味で
は、農業経営は常に「有事」対応が迫られています。農業法
人協会のBCP策定の取り組みは非常に大切なことと思います。

通常、経営学では経営戦略や経営戦術を学びます。これを
言葉通りに理解すれば「戦い」の策謀や方策ということになりま
す。ということは、経営学それ自体が有事対応の学問ということ
になります。しかしこれも平和ぼけでしょうか、前回も書きました
ように、私の場合はあくまで頭で考えているので、危機意識が
抽象的でしかないという最大の欠点がありました。つまり手法や
戦略ばかりに目がいき、それが「戦い」であり「有事」だという現
実がすっかり抜け落ちていたような気がします。その点、「農業
経営に平時はない」と考えておくと、社会や自社の「これはもし
かしたら」といったことが、アンテナに敏感に引っかかり、うまく反
応してくれるということではないでしょうか。時々刻々と変化する
経営にとって、内部環境や外部環境には本当に予想を超える
ものがあり、経営者は常に目を光らせていなければなりません。

澤浦さんのお手紙にあったように、常雇用者が2015年から
20年の5年間で6.4万人減少しています。澤浦さんのアンテナ
に敏感に引っかかり、これをご自身の課題として捉えていただき
ました。非常にありがたいと思っています。

はじめは統計の間違いかと思いました。農水省はこの間、統
計概念にかなり大幅な変更を行っていますし、時々集計ミスも
あります。⾧年使ってきた「農業就業人口」を2020年からは表
示せず、「基幹的農業従事者」だけにしました。また外国人就
農者のデータはありません。それでも常雇用者は減少している
ようです。

この数字を見て、心配しているのは、国内農業を担う農業
経営者の経営基盤についてです。

「販売額5千万円以上の経営」を私は農業経営者と言って
います。その数は、2000年時点で2.1万経営（全農家数の
1.9％）に過ぎませんが、我が国の実に5割弱を産出していま
す。2030年にはこれが7割になるのではないかと予想していま
す。ただ、これを1経営当たりの平均産出額にしてみると、それ
ほど増えていないのです。平均で2億円程度です。その分経営
数が増えればいいのですが、そうでもありません。農業は食品
産業や消費者と提携しながら成⾧していますが、これら顧客や
川下の求めに応じられる農業経営は残念ながらそう多くはない
という状況にあります。日本の食料安全保障を考えるには、
フードバリューチェーン全体を視野に入れて産出額を向上させ

る農業経営がもっともっと増え、かつ力量を伸ばす必要がありま
す。さしあたってこの数字は3億円を目指さなければと考えてい
ます。もしかして経営者の力量は弱まっていないか、それがいみ
じくも常雇用者の減少として表出しているのではないかと心配
しています。

前回も書きましたが、グリンリーフグループの経営内容を見せ
ていただいておりますが、気がついていたのは、経営指標や分
析指標を的確に把握していること、さらにそれと実際の行動と
のツメを定期会議を通じて模索され続けていることでした。課
題を発見し、対策を講じやすい経営構造を作っていると感じま
した。グリンリーフの成⾧の秘訣と思います。

お手紙には、この取り組みを多くの農業経営者と共有する活
動をはじめたと書かれています。決算書を持ち寄った「農業経
営の実践的勉強会」は実に時宜にかなった行動と思います。

感覚は非常に大切なものですが、基本は数字です。「数字
から行動変革をする手法」は農業経営の経常利益率を向上
させ、成⾧をもたらす有効な手法と思います。これによって、農
業経営者の経営が充実し、従業員が成⾧し定着するようにな
れば日本の農業はまだまだ安泰です。

澤浦さんにはこれからも我が国の農業を牽引していってほし
いと思っています。何かあれば、いつでもお手伝いしたいと考え
ています。

拝具
令和４年４月吉日

大泉 一貫（おおいずみ かずぬき）

IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN

１９４９年 宮城県生まれ

農学博士 宮城大学名誉教授

専門は農業経営学

日本プロ農業支援機構理事

日本地域政策学会名誉会⾧

農業経営アドバイザー活動推進協議会会⾧

政府の各種会議に参画するほか、

農業経営の成⾧を目指す農業改革、

地域政策などへの提言活動に取り組む
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農業経営者数と産出額の割合
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販売支援に関する専門部会がスタート

新規会員のご紹介

令和４年度になり、新たに13の事業者様に当機構の基

本理念にご賛同いただき、ご入会いただいております。

プロ農業者の方、大手食肉加工業者様、デザイナー様、

事業承継に強い税理士先生、食品流通のプロの方のほか、

農業現場の最前線でプロ農業者の経営コンサルタントにあ

たっておられる肥料メーカー様、獣医師チーム、会計士先生

といった農業界の幅広い方々にご入会いただきました。加え

て、個人的に当機構にご関心いただきご入会の方もいらっ

しゃいます。

ご入会いただいたどの会員様も、業界トップクラスの方々

ばかりです！！

株式会社 秋葉牧場ホールディングス 様

酪農を中心に、観光牧場、スウィーツ直営店も多数展開

https://www.yumebokujo.com/

伊沢 豊 様

当機構にご賛同いただき、ご入会いただきました！

株式会社 岩渕畜産 様

「しあわせ絆牛」のブランド牛を年間3,000頭出荷

https://iwabuchi-happycow.jp

エスフーズ 株式会社 様

「神戸牛」を始めとし、国内から海外まで幅広く事業展開

https://www.sfoods.co.jp/

株式会社 ＣＯＷＯＸ 様

飼養データから経営改善にアプローチする大家畜獣医師。

全国に大規模～中小規模のクライアント多数

住商アグリビジネス 株式会社 様

高品質な製品とサービスにより、農業経営改善にアプローチ

https://www.summit-agri.co.jp/

株式会社 chicabi (チカビ) 様

幅広い分野をデザインするクリエイティブカンパニー。自社で

も酪農牧場をリノベーションしたキャンプ場を展開

https://chicabi.jp/

中井 清人 様

当機構にご賛同いただき、ご入会いただきました！

三橋 明史様

ベンチャー企業から大手農業法人までCFO、経営顧問に従事

http://www.cumonos-grp.com/staff/

村本 政彦 様

事業承継、組織再編を専門として税理士業務を展開

https://www.cuoliss.com/

山崎 友香 様

全国のうまいものとバイヤーをつなぐ専門家。ファン多数

https://s-pars.com/

株式会社 ろじまる 様

生産者への商品アドバイスはもちろん、八百屋店舗、マル

シェ運営をおこなう。社名「ろじまる」は路地裏マルシェから

http://www.rojimaru.com/

渡辺 倫史 様

デザインからHP制作まで手がける。「ツマミクル」を運営

https://tsumamikuru.com/

５月９日、「販売支援専門部会」を立ち上げ、

会員様とキックオフミーティングを開催しました。

今回は、“売れる商品づくり”を生産者が実感で

きるカタチで支援していくためのサービスメニューにつ

いて話し合いを行いました。

その一例として、生産者が実需者との接点を持

ち、販路開拓のリアルを様々な角度から体験、考

察することができるサービスメニュー（右図）を早

速スタートさせます。

https://www.yumebokujo.com/
https://iwabuchi-happycow.jp/
https://www.sfoods.co.jp/
https://www.summit-agri.co.jp/
https://chicabi.jp/
http://www.cumonos-grp.com/staff/
https://www.cuoliss.com/
https://s-pars.com/
http://www.rojimaru.com/
https://tsumamikuru.com/


５月の主な活動
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＊J-PAOは、新型コロナウイルス感症拡大防止のため、テレワークの推進に取り組み、訪問先の状況に配慮した支援を継続

しています。

http://www.j-pao.org/news/2017/0261/

月日 ～ 日 事業 　内容 都道府県 　　会員/局員 来/訪/オ

5月2日 会員連携 J-PAOサービス紹介 北海道 日本政策金融公庫/細矢・本多・荻原・今川 オンライン

5月6日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 本多公子会員/細矢・本多 オンライン

5月6日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 長岡会員/細矢・本多 オンライン

5月6日 会員連携 J-PAOサービス紹介 福井 日本政策金融公庫/細矢・本多 オンライン

5月9日 専門部会 販売支援 ― 森脇会員、山崎会員/細矢・本多・荻原 オンライン

5月9日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 石井会員/細矢・本多 オンライン

5月10日 会員連携 J-PAOサービス紹介 香川 日本政策金融公庫/細矢・高田・荻原・今川 オンライン

5月10日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 岩渕会員/細矢 オンライン

5月10日 会員連携 J-PAOサービス紹介 千葉 関係機関訪問/細矢 訪問

5月10日 農業経営アドバイザー 農業経営アドバイザー研修・試験 研修動画撮影 東京 松田会員/本多・長谷川 訪問

5月11日 会員連携 J-PAOサービス紹介 東京 渡辺会員/細矢 オンライン

5月11日 会員連携 J-PAOサービス紹介 東京 藤田会員、大谷会員/細矢・本多 訪問

5月11日 会員連携 J-PAOサービス紹介 北海道 溝上会員/細矢・本多 オンライン

5月12日 人材育成 J-PAO研修農場プロジェクト⑧ ― 大城、金子、鳥谷各会員/高田 オンライン

5月12日 会員連携 J-PAOサービス紹介 愛媛 日本政策金融公庫/細矢・本多・荻原・今川 オンライン

5月12日 会員連携 J-PAOサービス紹介 長崎
日本政策金融公庫/

　細矢・本多・高田・荻原・今川
オンライン

5月13日 第169企画運営委員会 ― ― オンライン

5月13日 第16回オンラインセミナー ― 阿部会員 オンライン

5月13日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 江口会員/細矢・本多 オンライン

5月13日 専門部会 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 庄子会員/本多 オンライン

5月16日 会員連携 J-PAOサービス紹介 東京 村上会員/細矢 訪問

5月17日 会員連携 J-PAOサービス紹介 北海道 日本政策金融公庫/細矢 訪問

5月18日 会員連携 J-PAOサービス紹介 宮城 日本政策金融公庫/細矢・本多 オンライン

5月19日 会員連携 J-PAOサービス紹介 東京 日本政策金融公庫/細矢 オンライン

5月19日 会員連携 J-PAOサービス紹介 愛知 日本政策金融公庫/細矢・本多・高田 オンライン

5月19日 会員連携 J-PAOサービス紹介 群馬 日本政策金融公庫/細矢・本多・高田 オンライン

5月20日 第５回農業人材・労務に関する勉強会 ― （公社）日本農業法人協会/細矢・今川 オンライン

5月20日 会員連携 J-PAOサービス紹介 島根
日本政策金融公庫/

　細矢・本多・高田・荻原・今川
オンライン

5月20日 会員連携 J-PAOサービス紹介 ― 飯塚会員/細矢・本多 オンライン

5月23日 会員連携 J-PAOサービス紹介 徳島 日本政策金融公庫/細矢 オンライン

5月23日 会員連携 J-PAOサービス紹介 長野 日本政策金融公庫/細矢・本多 オンライン

5月23日 会員連携 J-PAOサービス紹介 東京 （公社）日本農業法人協会/細矢 オンライン

5月23日 会員連携 J-PAOサービス紹介 石川 日本政策金融公庫/本多 訪問

5月24日 会員連携 意見交換 東京 日本政策金融公庫/細矢 訪問

5月25日 会員連携 J-PAOサービス紹介 福岡 日本政策金融公庫/細矢・高田・荻原・今川 オンライン

5月26日 講師派遣 マーケティング 栃木 高田 訪問

5月27日 会員連携 J-PAOサービス紹介 三重 日本政策金融公庫/細矢 オンライン

5月27日 事業化支援 農業における事業承継研究会 ― 村上会員/高田 オンライン

5月30日 会員連携 竣工式参加 千葉 岩渕会員/細矢 訪問

5月31日 J-PAO Press ５月号配信 ― 細矢・今川 ―

http://www.j-pao.org/news/2017/0261/


拝啓 大泉 一貫 先生

はじめまして。千葉県旭市で畜産業及び家畜商を営んでる株

式会社 岩渕畜産の専務取締役 岩渕 一晃と申します。令和４

年５月に、J－PAOに賛助会員として入会させていただきました。

まさか、入会後すぐに、大泉先生と文通できるとは誠に光栄で

す。ありがとうございます。

簡単な自己紹介をさせていただきます。当社は祖父が昭和40

年に創業し、平成12年に法人化しています。もともと家畜商とし

て、千葉県近郊をメインに全国の肉用牛農家さんや酪農家さんと

のお付き合いをしつつ、自社でも肉用牛肥育をして業務を拡大し

てきました。肥育部門では、連携する肉牛生産者さん（33戸）

たちと「東日本産直ビーフ研究会」（以下、産直ビーフ研究会）

という任意団体をつくり、「しあわせ絆牛（交雑種）」を中心に年

間3,000頭程度出荷しています。私は研究会の会長もさせてい

ただいております。

私自身は、現在43歳ですが、現社長である父親から経営を実

質的に任されてからは７年程度となります。この７年間は、取引

先の生産者さんや出荷先の東京食肉市場の問屋さんとの連携を

大切にしつつ、岩渕畜産グループとして、酪農業の開始（平成2

9年、経産牛120頭規模）のほか、肉用牛肥育の規模拡大

（1,300頭程度増頭）などステップアップしてきました。これも、「

しあわせ絆牛」の名前のとおり、当社を取り巻くみなさんとの強い「

絆」があったからこそだと感じ、感謝しております。令和４年度は、

産直ビーフ研究会としての素牛確保、安定的な収益確保の観点

から、酪農部門をさらに拡大（経産牛600頭）する計画です。

一方で、コロナによる枝肉価格の低迷、他国の戦争の影響によ

る飼料高、資材高等の外部環境の悪化は、当社はもちろんです

が、肉用牛業界、畜産業界にとって大変不安です。

これまで私は、「しあわせ絆牛」が消費者に選ばれる商品になる

よう、様々な取り組みをしてきました。足しげく東京食肉市場に通

い、自分たちの枝肉を確認し、問屋さんとの情報交換を重ねるほ

か、市場の問屋さんからの枝肉の評価、飼料会社さんからの意見

などを踏まえ、毎月、産直ビーフ研究会の役員会で情報共有や

意見交換をしてきました。

また、肉質改善だけではなく、贈答用としても消費者に喜んでい

ただけるよう、J-PAO会員の株式会社 ファームステッドさんにロゴ

マークもつくっていただきました。おかげ様で、今では多くの関係者の

皆さんに「しあわせ絆牛」のロゴマークを認知していただいております。

さらに、国内だけではなく、海外にも目を向けて、コロナが流行す

る前の平成30年、31年と２年連続でタイの食品展示会（タイフ

ェックス THAIFEX）に出展し、僅かな数量（年間数トン程度

）ですが、タイとベトナムに輸出が実現しています。

また、平成30年からは、地元のプロバスケットボールチーム「千

葉ジェッツ」の選手・スタッフに「しあわせ絆牛」を通年提供していま

す。これがきっかけとなり、地元の問屋さんの協力のもと「千葉ジェッ

ツ」の本拠地である、千葉県船橋市、習志野市の小学校に、給

食として「しあわせ絆牛」を取り入れてもらいました。このことは、産

直ビーフ研究会のメンバーにとって、大きな励みになっております。

千葉県から国内、そして世界に至るまで、我々の「しあわせ絆牛」

が愛され、選ばれる牛肉となるよう今後も地道な努力を重ねてい

きたいと思います。

一方で、昨今の外部環境悪化は厳しい現実です。濃厚飼料

（トウモロコシ）の代替品として食品残さなど探しているものの、

なかなか見つけられません。何とか国産飼料の活用で生産したい

のですが、生産費を考えるあまり、肉質を落としてしまっては、我々

の積み上げたブランド力が簡単に崩れてしまうことは自明です。大

泉先生、この難局を打開するための策はないものでしょうか。難問

であるとは承知しておりますが、ご教示いただければ幸いです。

敬具

令和４年５月吉日

いっかん先生の往復書簡コーナー（前編）
株式会社 岩渕畜産専務取締役岩渕 一晃 様との書簡前編は「外部環境の悪化とブランド」についてです。

岩渕 一晃（いわぶち かずあき）

株式会社岩渕畜産 専務取締役
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昭和54年１月生まれ（千葉県）

株式会社岩渕畜産 専務取締役

東日本産直ビーフ研究会 会長

一男一女の父親

趣味は、早朝のエサやりと牛舎掃除

コーヒーよりも紅茶派



拝復 岩渕 一晃 様

お手紙ありがとうございます。生き生きとした畜産経営のお手

紙を頂戴いたしました。読んでいて、日本の農業、まだまだ大

丈夫と感じました。

交雑種のブランド化は難しいとされています。それにもかかわ

らず「しあわせ絆牛」を定着されたとのことです。いかに良質肉を

作るかに仲間と努力を重ねた様です。ロゴを作り、マーケティン

グも考え、贈答用のチャネルも作るなど見事と言うしかありませ

ん。家が家畜商をされ、流通事情をよく知っていたという背景も

あったかもしれませんね。日本一の「千葉ジェッツ」へのビーフ提

供から、地方自治体が給食用に取り入れてくれる結果に結び

つけたのも、活動が地に足がついているからと思います。

人の縁、絆を大切にする、という考えがごく自然にできている

ように感じました。畜産には昔から一流の優秀な経営者が多く

おりました。仲間の方々もさぞかし優秀な方々なのだと思いま

す。そうした中でリーダーシップを発揮しているようにお見受けし

ましたが、若いながらたいしたものです。

若いと言えば、岩渕さんは1979年生まれと書いてありました。

それで少し思い出したのですが、1980年前後には、「経営」、

あるいは「経営者」という言葉は農業界ではあまり通用していな

かった様に思います。というと驚かれるかもしれませんね。あった

のは農家や生産者という言葉です。もちろんこれは今でも使わ

れていますが、経営には改革、イノベーションがつきものです。農

業界にはそれがあまりなかったということです。

私は代わりに「機関車農家」という言葉を使ってみたことがあ

ります。みんなを牽引する力を持った人という意味です。

J-PAOも「プロ農業者」と言っています。

農業界で「経営」の普及に努力されたのは、農業法人協会

の立ち上げに尽力した坂本多旦さんや木之内均さんあたりで

しょうか。大潟村の経営者達（大潟村あきたこまち生産者協

会）もそうかもしれません。その後、和郷園や野菜クラブといっ

た1960年代半ば生まれの人達が登場してきました。そんな数

少ない中から、農業経営者が層をなして表舞台に出てきた時

期はおそらく2010年前後ではないでしょうか。いまや農業経営

者と呼ばれる人々は、私の感覚ではもう普通に存在する様に

なった感じがあります。

岩渕さんの若々しいお手紙を読ませていただき、ついついそん

な昔のことを思い出してしまいました。

畜産は日本農業の成長産業になっています。背景には、岩

淵さんの様な、多くの畜産農家の経営者としての地道でかつ

前向きの努力があったからだと思います。皆さん係数処理にた

け、週報、日報レベルまで神経を張り巡らしています。市場を

切り開き、経営改革（イノベーション）に邁進する経営者が

普通に存在するようになっています。

とはいえ、畜産には脆弱性もあります。飼料が海外依存と

いった点です。糞尿処理の問題もあります。我が国の畜産は

耕種と有機的に結びつかないまま今日まできています。それをリ

スクとして考える発想は私を含めた国内関係者には非常に薄

かったのではないでしょうか。

現に、外部環境は非常に厳しく、飼料高、資材高の現状が

どう推移していくのか予断を許しません。円安が拍車をかけてい

ます。

短期的な対応策も考えられなくもありません。ただここは我が

国の畜産のありようをじっくり考えてみるのも大切と思います。こ

のごろ農水省が打ち出す政策を見ていますと、地球や国家とし

ての持続可能性を求めるようなものが多くなっています。具体

的な施策となりますと、飼料米の増産や、大豆やトウモロコシ、

飼料等、輸入品目の国内産への置き換え、さらには食品リサ

イクル等々といった課題です。ただこれらに本腰が入っているとも

思えません。農水省も、いってはみるけど具体的にどうしたらい

いのか分からないのかもしれません。この問題は難しさの方が先

にきてしまいます。

ここはやはり経営者の出番なのかもしれないとも思っています。

手探りで匍匐前進ということになるのかもしれませんが、岩渕さ

んのような素晴らしい若手経営者が、その先頭に立つのは可

能ではないでしょうか？過剰な期待になってしまったとしたら申

し訳なく思いますが、次世代に向けて何か動き出すのを見てみ

たい気もします。

拝具

令和４年５月吉日

大泉 一貫（おおいずみ かずぬき）

IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN

１９４９年 宮城県生まれ

農学博士 宮城大学名誉教授

専門は農業経営学

日本プロ農業支援機構理事

日本地域政策学会名誉会長

農業経営アドバイザー活動推進協議会会長

政府の各種会議に参画するほか、

農業経営の成長を目指す農業改革、

地域政策などへの提言活動に取り組む
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スポーツチームとの連携

令和４年度第1回理事会・通常総会
6月2日（木）に令和４年度第1回理事会、６月23

日（木）に通常総会がいずれもオンラインで開催され、以
下の⽅が新理事・監事に就任されました。
【常務理事】
木之内均氏（九州エコファーマーズセンター会⻑）
細矢真義氏（J-PAO 事務局⻑）
【理事】
⻘⼭浩⼦氏（新潟⾷料農業⼤学准教授）
松田恭⼦氏（㈱結アソシエイト代表取締役）
皆川博美氏（元㈱日本政策⾦融公庫副総裁）
【監事】
牧秀宣氏（日本ブランド農業事業協同組合副理事⻑）

退任されたのは以下の⽅です。
伊藤元重氏（東京⼤学名誉教授）
佐藤孝氏（J-PAO常務理事）
松丸正明氏（元イーサポートリンク㈱顧問）

令和３年度の事業報告や令和4年度の事業計画も承
認され、持続可能な経営体として存続するための自己改
革継続、プロ農業者支援の深化と進化を進めます。

J-PAOに寄せられた相談と対応事例、今後の課題と活
動の⽅向性を取りまとめた「令和３年度J-PAO白書」を
ホームページに公開してします。
令和３年度J-PAO白書

J-PAO会員として、プロバスケットリーグ（Bリー
グ）の三遠ネオフェニックス様、⼥⼦バレーボール
チームのアルテミス北海道様にご⼊会いただきま
した。三遠ネオフェニックス様は愛知県豊橋市、ア
ルテミス北海道様は北海道札幌市を本拠地とし、
「スポーツを通じて、地元の農業を盛り上げ、⾷
育はもちろんスポンサーの⾷材マッチングをしたい」
という趣旨でご⼊会いただきました。

J-PAOはさまざまな業界と連携し、プロ農業者
の皆さまの経営改善に貢献できるよう取り組んで
まいります。今後の展開にご注目ください︕︕

農業の経営継承に関する手引き他が公開
農林⽔産省令和３年度農業経営・改善支

援調査委託事業を受託し、「農業の経営継
承に関する手引き」、「農業経営未来ノート」、
「より良い経営継承のための優良事例集」を作
成しました。

専門家には農業経営者の経営継承を後押
しすること、農業経営者には経営継承の必要
性を気づいてもらうこと、また、具体的な事例を
紹介することで経営継承を身近なものとして感
じてもらうことを意図しています。
農林⽔産省ホームページをご覧ください。 https://www.maff.go.jp/j/keiei/keieikeisyo.html



J-PAO オンラインセミナーのご案内

講師紹介

アルテミス北海道
理事 工藤 浩氏
Ｊ－ＰＡＯ賛助会員

６月からJ-PAO会員になられました、北海道の⼥⼦バレーボールチーム「アルテ
ミス北海道」理事の⼯藤⽒及び愛知県豊橋市をホームタウンとするプロバスケット
ボールチーム「三遠ネオフェニックス」代表取締役の牛尾⽒がそれぞれ「農業×ス
ポーツ」による取り組みについてお話しします。
本セミナーは、ビデオ会議ツール「Zoom」を使って、当日ライブ配信します。
セミナーの録音・録画・撮影はご遠慮ください。

◆2021年４月から北海道札幌市を拠点にチーム始動。監
督にアトランタ、アテネのオリンピック２大会出場した
成田（旧姓:大懸）郁久美⽒をむかえて、Vリーグ参入を
目指しています。初年度から組織の中⼼として組織運営
に尽⼒されています。

お申込み︓https://docs.google.com/forms/d/1t05IrSgZYYkRASoEWXlViRcWGb6vXAYUkdxxQ-t-9ho/edit
または、日本プロ農業総合支援機構 ⼩林 Eメール︓Kobayashi.riwa@j-pao.org

貴社名・お名前・メールアドレスを明記の上、お申込みください。

『スポーツ×農業』の取り組みについて
~アルテミス北海道、三遠ネオフェニックス~

日時
2022年 ７月１日（金）
14:30〜14:50 アルテミス北海道 理事 工藤浩氏
14:50〜15:10 三遠ネオフェニックス 代表取締役 牛尾信介氏

会場 オンライン開催
Zoomを使ったWebセミナーです。

受講料 無料（Ｊ−ＰＡＯ会員限定）

備考 視聴方法は、お申し込みいただいたＥメールアドレス宛に、開催 前
日までにメールにてご案内いたします。

三遠ネオフェニックス
代表取締役 牛尾信介氏
Ｊ－ＰＡＯ賛助会員

◆1965年の創部以来、⽇本⼀を目指して戦い続けていま
す。現状、プロリーグ１部に所属していますが、2026年
から開始する新Bリーグ構想を⾒据えて、経営⼒UPのた
め、牛尾⽒の手腕がかわれ2022年6月から代表取締役社
⻑に就任しました。



６月の主な活動
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＊J-PAOは、新型コロナウイルス感症拡⼤防止のため、テレワークの推進に取り組み、訪問先の状況に配慮した支援を継続
しています。

http://www.j-pao.org/news/2017/0261/

月日 〜 日 事業 　内容 都道府県 　　会員/局員 来/訪/オ
6月1日 会員連携 J-PAOサービス紹介 ― ESL会員/細矢 オンライン
6月1日 会員連携 J-PAOサービス紹介 東京 JR東日本㈱/細矢・本多 来所
6月1日 販売支援 道東 Mｉｌｋ フェア 北海道 日本政策⾦融公庫, 森脇会員/細矢・今川 オンライン
6月2日 会員連携 J-PAOサービス紹介 ⻘森 日本政策⾦融公庫/細矢 来所
6月2日 令和４年度第１回理事会 ― ― オンライン
6月3日 販売支援 ＰＲコンサルティング 千葉 岩渕会員/細矢 訪問
6月3日 第170企画運営委員会 ― ― オンライン

6月6日 会員連携 J-PAOサービス紹介 富⼭ 日本政策⾦融公庫/細矢・本多・⾼田・
　荻原・今川 オンライン

6月7日 会員連携 J-PAOサービス紹介 鳥取 日本政策⾦融公庫/細矢 訪問
6月8日 会員連携 J-PAOサービス紹介 滋賀 日本政策⾦融公庫/細矢・本多 オンライン
6月8日 会員連携 J-PAOサービス紹介 ⼤阪 日本政策⾦融公庫/細矢・本多 オンライン
6月8日 〜 9日 事業化支援 第三者継承事業 ⻘森 ⾼田 訪問
6月8日 会員連携 J-PAOサービス紹介 千葉 森脇会員/今川 来所
6月9日 会員連携 J-PAOサービス紹介 岩手 日本政策⾦融公庫,⼭崎会員/細矢 オンライン
6月9日 会員連携 J-PAOサービス紹介 千葉 日本政策⾦融公庫/細矢 オンライン

6月10日 会員連携 情報交換 ― 氏家会員/細矢 オンライン
6月10日 会員連携 J-PAOサービス紹介 ― 村上会員/細矢・本多・今川 来所
6月10日 農林中⾦アカデミー 農業融資営農類型別目利き研修 佐賀 義家会員/本多 訪問
6月13日 会員連携 J-PAOサービス紹介 東京 日本政策⾦融公庫/細矢 訪問
6月13日 ファーマーズ＆キッズフェスタ実⾏委員会 ― 日本農業法人協会/細矢 オンライン
6月13日 会員連携 J-PAOサービス紹介 ⿅児島 日本政策⾦融公庫/細矢 オンライン
6月14日 会員連携 と畜場新設打合せ ― エスフーズ㈱会員/細矢 来所
6月14日 会員連携 J-PAOサービス紹介 ― 住商アグリビジネス㈱/細矢 オンライン
6月14日 販売支援 販路開拓支援 岡⼭ ⼭崎会員/本多 訪問
6月14日 〜 15日 会員連携 J-PAOサービス紹介 岡⼭ 日本政策⾦融公庫/本多 訪問
6月14日 〜 15日 農林中⾦アカデミー 農業貸出実践研修 神奈川 義家会員/本多 オンライン
6月14日 農林中⾦アカデミー 農業融資営農類型別目利き研修 広島 吉原会員/本多 訪問
6月14日 販売支援 秋田県販売⼒向上研修事業 秋田 荻原 訪問
6月15日 会員連携 J-PAOサービス紹介 ⻘森 日本農業法人協会/細矢・⾼田 オンライン
6月15日 会員連携 会員マッチング 東京 村本会員,臥雲会員/細矢 訪問
6月15日 販売支援 販路開拓支援 福岡 ⼭崎会員/荻原 訪問
6月16日 会員連携 J-PAOサービス紹介 福島 日本農業法人協会/細矢・本多・⾼田・今川 オンライン
6月16日 会員連携 J-PAOサービス紹介 東京 JR東日本㈱/本多 来所
6月16日 販売支援 地域連携支援事業 栃木 ⼭崎会員/細矢・荻原 オンライン
6月16日 販売支援 ECサイト販売支援 香川 森脇会員/今川 オンライン
6月17日 事業化支援 事業承継 新潟 村上会員/⾼田 訪問
6月20日 ＧＩ支援 ⻑野 ⾼田 訪問
6月20日 販売支援 販路開拓支援 ⼭形 ⼭崎会員/細矢・荻原 オンライン

次ページに続く
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月日 〜 日 事業 　内容 都道府県 　　会員/局員 来/訪/オ
6月21日 販売支援 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 阿部会員/細矢・本多 オンライン
6月21日 会員連携 会員連携（J-PAOサービス紹介） ― 愛媛プロレス/細矢・本多 オンライン
6月21日 講師派遣 とちぎ農業ビジネススクール 栃木 ⾼田 訪問
6月22日 会員連携 J-PAOサービス紹介 東京 住商アグリビジネス㈱/細矢 訪問

6月23日 会員連携 事業承継 アグリビジネスソリューション, イーサポートリンク/
　細矢・本多 オンライン

6月23日 令和4年度通常総会 ― ― オンライン
6月24日 販売支援 ＰＲコンサルティング 千葉 岩渕会員, 三橋会員/細矢・今川 オン/来
6月24日 ＧＩ支援 ⾼田 訪問
6月27日 販売支援 販路開拓支援 ⼭形 ⼭崎会員/細矢・荻原 オンライン
6月28日 農林中⾦アカデミー 農業融資営農類型別目利き研修 栃木 義家会員/本多 訪問
6月28日 講師派遣 とちぎ農業ビジネススクール 栃木 ⾼田 訪問
6月28日 専門部会 販売支援 ― 森脇会員、⼭崎会員/細矢・本多・荻原 オンライン
6月28日 講師派遣 農業経営者講習会 千葉 木之内会員/⼩林 オンライン
6月30日 会員連携 J-PAOサービス紹介 愛知 日本政策⾦融公庫/細矢 訪問
6月30日 J-PAO Press ６月号配信 ― 細矢・今川 ―



拝啓 ⼤泉 一貫 先生

いっかん先生、ご丁寧なお返事ありがとうございます。先生のお

⾔葉は非常に励みになります。

私が千葉県旭市で農業経営をしていることは前回お伝えしまし

たが、私のまわりにも30代〜40代の農業経営者が多くいます。

皆で切磋琢磨して農業経営を頑張っております。いっかん先生の

「機関⾞農家」という表現がありましたが、本当に機関⾞のような

⾺⼒と勢いで、規模拡⼤、効率化、⾼収益化に励んでいます。

思わず笑ってしまいました。

我々農家の諸先輩⽅が、農業に「経営」という視点を持ち込み

実践してきたことが、どれほどのことか、今私は身をもって体験して

います。といいますのも、30代前半には、取り組む事業が「いかに

収益をあげられるのか」、「これは儲かるのか」という、損か得かで物

事を判断していたような時期がありました。最近は自身の経営が

もたらす「地域への影響はどうなのか」、「⼦供たちの⾷育推進」、「

グループの構成員たちが安心して農業ができるようにしたい」、「⾷

料を持続的に供給する責任」など、農業という事業にかかわる者

としての意識も芽生え始め、「農業経営」がいかに奥深いかを思い

知らされています。

また、いっかん先生がご指摘の畜産が海外依存となった点やふ

ん尿処理の問題など、昨今の外部環境悪化により、いよいよ我

々畜産業者も苦しい時代に突⼊しました。私もちょうど酪農事業

の拡⼤に踏み切ったところですので、⼤きな課題に直面しています。

しかしながら、いっかん先生が「我が国の畜産のありようをじっくり

考えてみるのも⼤切」とおっしゃったように、私もこの機をよい機会と

捉えています。

千葉県は畜産の他、露地野菜、⽔稲も盛んです。もともと耕

畜連携により、堆肥の処理と稲わらの調達など、循環型農業に

取り組んできましたし、おそらくこの動きはもっと強固なものになって

いくと思います。思い返してみれば、我々畜産農家はかなり早い

段階から「持続可能な農業経営」を意識していたのかもしれませ

ん。

私もひと昔前はスケールメリットを追っていましたが、人材不⾜の

問題やふん尿処理の環境問題、飼料⾼、素牛⾼などの問題に

直面していくなかで、規模を求める農業に昔ほどの憧れや魅⼒を

感じなくなっていました。まさに「持続可能な農業」、「持続可能な

農業経営」への挑戦が目下の課題です。

最近は、農業という枠を超えて地域住⺠や⼦供たちとどう共生

し地域を豊かにしていけばよいか、⼦供たちにより豊かな⾷に触れ

てもらいたい、東日本産直ビーフ研究会をとりまく人々にハッピーに

なってもらいたいなど、そんなことを思うようになりました。これも、40

代半ばを迎え、歳を重ねたということでしょうか。

こうやって考えてみると、やはり我々農業者、畜産業者は社会

へ与える影響に責任を持たなければならないと思います。たとえ輸

⼊飼料がなくなっても、社会や生活を持続させるため、地域の産

業としてこの地に根付き、消費者の皆さんに「しあわせ絆牛」を届

けなければなりません。そのために、畜産業界に携わる者として知

恵をしぼり、持続可能な⾷のイノベーションを起こすことが求められ

ているのだと感じています。このことについては、とてもワクワクしてい

ます。

これまで、私は自分を取り巻く多くの⽅に支えられてきました。こ

れから後何年かかるかわかりませんが、みなさんに恩返しする気持

ちで農業経営にまい進していきたいと思います。

今後はいただいた⼤泉先生とのご縁を⼤切にしつつ、時にはいっ

かん先生の厳しいご指導をいただけらと思います。ご期待に応えら

れるよう頑張ります。

敬具

令和４年６月吉日

いっかん先生の往復書簡コーナー（後編）
株式会社岩渕畜産専務取締役岩渕 一晃 様との書簡後編は「農業者、畜産業者の社会的責任」についてです。

岩渕 一晃（いわぶち かずあき）
株式会社岩渕畜産 専務取締役
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昭和54年１月生まれ（千葉県）

株式会社岩渕畜産 専務取締役

東日本産直ビーフ研究会 会⻑

一男一⼥の⽗親

趣味は、早朝のエサやりと牛舎掃除

コーヒーよりも紅茶派



拝復 岩渕 一晃 様

お手紙ありがとうございます。経営者のなんたるか、岩渕さん
の実感をお手紙一面にお書きいただきました。私もその通りと思
いますし、その情熱に共感します。

「⽴国は私なり、公にあらず」と⾔ったのは福沢諭吉です。⾷
料供給も⽴国の中心にあります。これは農⽔省などの公によっ
て⾏われているのではなく、農業者の私的活動によって⾏われ
ているということを福沢諭吉は語っています。その私的活動が農
業経営と私は理解しています。

様々な人とのつながりができて、多くの人の知恵を得ることで
経営は発展します。本来であれば、人間社会がある限り、経
営も存続し続けるのだろうと思っています。経営はゴーイングコン
サーンとも⾔われます。ゴーイングコンサーンとは持続可能性のこ
とです。というと、持続可能な経営が、なぜ潰れたりするのか︖
といった声も聞こえてきそうですね。

これは経営学の⼤きな課題といってもいいでしょう。
社会とともにあれば経営は潰れるはずはないのですが、私たち

が相手にするのはまだ⾒たことのない未来です。そのため変化を
読違え、自らの経営理念や経営⽅針がズレていたりということが
あちこちで起きるのでしょう。

目の前の「儲け」だけに目がいくと往々にしてそうしたことが起こ
りがちのようです。落語には「宵越しの銭は持たない」などといっ
た台詞があります。｢ベニスの商人｣の⾼利貸しシャイロックも嫌
われ者でした。人間社会ではお⾦を持っている人や儲けといった
ことはどうも嫌われてきたきらいがあります。ですが「儲けや利潤」
は経営の目標でもあります。利潤に正当な位置を与え、資本
主義を論じたのが、ドイツのマックス・ウェーバーという人でした。

彼の主張を現代風にアレンジしますと、まず「勤労」という概念
があります。社会を合理的にするための⽴派な仕事に従事する
ということです。お客に喜ばれ、社会を豊かにする仕事に一生懸
命になるということです。その結果として、もし「儲け」が出るのな
らそれは⽴派な「儲け」ということになります。 「勤労」には社会
的に善なるものといった価値観があるようです。岩渕さんのおっ
しゃる、地域や、家族や、仲間が⼤きく関わってくるのでしょうね。

私が知っている農業経営者の多くが、常々、「人づくり、地域
づくり、魅⼒的農業、経営者の育成」をしたいと⾔い続けていま
す。彼らの発⾔は、直截に、「儲けたい、事業拡⼤したい」という
のとはひと味違っています。

「儲けることで、それ以外に何かをしたい」という思いが強いとい
うことです。農業経営者として今できること、社会に役⽴つ何か、
次の世代につながる何か、これらを探しているということでしょう
か︖

それは「名望家」と呼ばれる人々の⾏動様式でもあります。

「名望家」といっても、聞いたこともないかもしれませんね。
江⼾から明治にかけて地⽅経済を支えていた農村自営業者

のことです。農村素封家、農村自営業者ともよばれていました。
地主さんの中にもそうした人がいました。残念ながら戦後、特に
⾼度経済成⻑以降すたれてしまった概念です。

彼らは、農業に限らず、地域経済や地域文化の担い手でも
ありました。農村を豊かにするために様々な活動をしていました。
輪島には廻船問屋を営みながら農業を⾏う農村自営業者が
おり、愛知には、綿の作付けをしながら木綿工業を営む農村自
営業者や、伊勢では網元でありながら農業を営む半農半漁の
自営業者などが存在していたといいます。

農業だけではなく、流通業、肥料商、酒屋、⾦融業、不動
産業など様々な事業に従事しており、それらの利益から、農村
への新たな投資を呼び込む活動をし、農村を豊かにしていまし
た。それだけでなく、たとえば農村に橋を架けたり、⼩学校や奨
学⾦のような制度を作ったりということまでしていたそうです。

明治までの農業には今のような規制がなく、比較的自由に営
農活動ができ、名望家の活動範囲は農業に限らず非常に幅
広かったのが幸いしたようです。新しい農法を考え、生産⼒の向
上をもたらし、農業や地域の発展を担ってきたのも彼らでした。

そうした名望家の精神が岩渕さんのお手紙一面に綴られてい
て⼤変心強く思っています。困ったときには、皆で知恵を出し合
い、決断するときにはたとえ一人でも敢然と⽴ち上がり、地域と、
地域の産業を維持成⻑させていく、そんな姿を期待しています。

農業や地域の活性化は、⽴国の基本です。政府がいくら地
⽅創生と⾔ってもなかなか具体化しません。「⽴国は私であり、
公にあらず」だからです。自らのことは経営者の仲間を増やして
自らで⾏うのがよいと私は考えています。

これからを期待しています。
拝具

令和４年６月吉日

大泉 一貫（おおいずみ かずぬき）

IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN IKKAN

１９４９年 宮城県生まれ
農学博士 宮城⼤学名誉教授
専門は農業経営学
日本プロ農業支援機構理事
日本地域政策学会名誉会⻑
農業経営アドバイザー活動推進協議会会⻑
政府の各種会議に参画するほか、
農業経営の成⻑を目指す農業改革、
地域政策などへの提⾔活動に取り組む
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