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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。
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５月の主な活動
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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

J-PAO 31 May, 2022  No. 163 ©J-PAO Office 2007

https://funakata.co.jp/eat/
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