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第三者承継に関する委託事業（青森県） 終了

弘前会場：2021年12月6日、13日、14日

十和田会場：2021年12月17日、22日、23日

研修会は、以下のカリキュラムで行われました。

第1日目：第三者承継についてのイメージ共有

第2日目：実際の支援内容解説

第3日目：これまでの講義で学んだことのアウトプット

参加者同士の話し合いの機会を、第1日目で３回、第3

日目で6回と数多く設けていることが主な特徴です。参加者

は弘前会場約40名、十和田会場が約30名。農業者、農

業委員の方々、金融機関、市町村、税理士等の専門家そ

して青森県職員が参加しました。

【参加者の主な声（アンケートより）】

・意見交換することで承継に関する課題や思いを共有できた

・承継するうえでのハードルや乗り越えるためのポイントについ

て理解できた。

・さまざまな立場の方とディスカッションすることで、多角的な目

で承継を見ることができた。今後、今回関わった方と協力して

承継を支援していきたい

2022年1月14日（金）雪の降り積もる中、青森県総

合社会教育センターにて開催。参加者は80名程度。カリ

キュラムは木之内均会員から基調講演、そして第三者承継

の実践者である田中友和氏から事例紹介、さらに木之内氏、

田中氏と青森県弘前市の農業者である高橋哲史㈱百姓

堂本舗代表取締役でパネルディスカッションを行いました。

【参加者の主な声（アンケートより）】

・内容はわかりやすく第三者承継は喫緊の課題であることを

理解した

・実際の苦労を聞き、行政などの支援が必要な場面を知る

ことができた

・第三者承継の考え方、重要性を学ぶことができた

・パネルディスカッションでは、基調講演や事例紹介での情報

以外も知ることができ、勉強になった

コメ・ビジネス研究会 開催案内
J-PAOが事務局を務める第４回コメ・ビジネス研究会が、

以下の日程で開催されます。ぜひ、ご参加ください。

【開催日時】 2022年２月18日（金）13:30～15:00

【会場】 オンラインＺＯＯＭ

【内容】 ①情報提供 公益社団法人 日本べんとう振興

協会並びに会員企業・稲作経営者（調整中）

②意見交換
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農業の第三者承継に関する
指導者養成研修会

農業の
第三者承継推進フォーラム

青森県の「令和３年度 思いをつなげる農業の第三者承継推進事業」を受託し、農業の第三者承継に関する指導者養

成研修会と第三者承継推進に関するフォーラムを実施しました。指導者養成研修会では、村上一幸 J-PAO参与、森剛一

会員、 J-PAO高田が講師を担当。第三者承継推進フォーラムについては、木之内均会員（J-PAO監事）が講師とパネリ

スト、パネルディスカッションの進行役を J-PAO高田が担当しました。

第3日目：ワールドカフェ方式の話し合い



J-PAO会員限定
J-PAO オンラインセミナーのご案内

講師紹介

深山農園株式会社 代表取締役
深山 陽一朗(ふかやま よういちろう) 氏
Ｊ－ＰＡＯ参与

大学卒業後銀行に就職、農業や再生医療などの新規ビジネスを担当したのち、平成

28年、父親のしいたけ農園を継承。今では28人の従業員とともに26棟のハウスで

栽培したしいたけを、ブランド名「瀬戸内しいたけ」として百貨店、スーパー、直

売所などで販売するなど栽培規模を徐々に拡大している深山陽一朗氏が、これまで

の経験や農園を経営する立場から現状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。

◆プロフィール
兵庫県生まれ。大学卒業後三井住友銀行に入行。平成
28 年半世紀続く父親のしいたけ農園を継承。しいたけ
に加え、きくらげ、なめこ、にんにく栽培に取り組むな
ど経営規模の拡大を目指している。
お客さまに最高の笑顔を咲かせるために、兵庫県相生市
瀬戸内の里山で毎日真剣に菌と向き合い、伝統の上に革
新を重ねている。

お申込み：https://chouseisan.com/s?h=639ea946729c4d1da9cade8f5f4fe28c
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。

深山農園の取り組み

日時 2022年 2月 4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。

https://chouseisan.com/s?h=639ea946729c4d1da9cade8f5f4fe28c
mailto:Kobayashi.riwa@j-pao.org


１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 出/オ

1月5日 事業化支援 みどりの食料システム戦略に関する意見交換 ― 深津会員/田中・松平 訪問

1月5日 ～ 6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 訪問

1月5日 事業化支援 経営改善・事業再生支援 東京 松井会員/今川 訪問

1月6日 ― 皆川会員/田中 訪問

1月7日 販売支援 ブランディング支援支援 京都 江口会員/松平 訪問

1月7日 事業化支援 生産技術指導 群馬 鈴木会員/松平 オンライン

1月7日 事業化支援＊ 経営継承ガイドライン第３回検討会 ―
伊東会員、中野会員、村上会員、

森会員、山本氏/田中、高田
オンライン

1月7日 販売支援 店舗運営改善 山形 清水康雄会員/荻原 訪問

1月7日 法人協会「農業人材・労務に関する勉強会」 ― 田中・今川 オンライン

1月7日 ～ 8日 事業化支援 労務管理・組織体制見直し 鳥取 吉村会員/今川 オンライン

1月11日 販売支援 ブランディング支援 滋賀 本多英二会員/松平 訪問

1月11日 事業化支援 事業承継 群馬 村上会員/松平 訪問

1月11日 農業経営アドバイザー
全国農業経営アドバイザーミーティング 研修動画

公開開始
― 長谷川 オンライン

1月12日 事業化支援 生産技術指導 栃木 松本会員/松平 訪問

1月12日 J-PAO研修農場プロジェクト⑥ ―
金子会員、木之内会員、鳥谷会員

/高田
オンライン

1月12日 販売支援 商品力チェック 北海道 阪下会員/荻原 訪問

1月12日 販売支援 商品力チェック 岩手 リッキービジネスソリューション/今川 オンライン

1月12日 講師派遣 離職防止のための職場環境改善 静岡 本多公子会員/小林 訪問

1月13日 ― アグリプラン/田中 オンライン

1月13日 講師派遣 JAバンク山梨ニューファーマー育成スクール 山梨 大石会員、村上会員/高田 訪問

1月13日 販売支援 商品力チェック 香川 阪下会員/荻原 オンライン

1月14日 講師派遣 青森県第三者承継推進フォーラム 青森

木之内会員 、田中友和氏（きとき

と果樹園代表）、高橋哲史氏（㈱

百姓堂代表取締役）/高田

訪問

1月14日 農業経営アドバイザー 第33回農業経営アドバイザー研修・試験 結果発表 ― 長谷川 オンライン

1月14日 第165回企画運営委員会 ― ― オンライン

1月14日 新年意見交換会 ― ― オンライン

1月17日 販売支援 商品力チェック 佐賀 リッキービジネスソリューション/荻原 オンライン

1月18日 講師派遣 とちぎ農業ビジネススクール 栃木
（一社）農業経営支援センター

/高田
訪問

1月20日 講師派遣 農林中金アカデミー 富山 義家会員/ 松平 訪問

1月20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 訪問

1月20日 事業化支援 経営改善・事業再生支援 香川 嶋崎会員/今川 オンライン

＊農林水産省令和3年度農業経営・改善支援調査委託事業

http://www.j-pao.org/news/2017/0261/
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月日 ～ 日 事業 内容 都道府県 会員/局員 出/オ

1月21日 販売支援 FCPシート作成支援 北海道 阿部会員/松平 オンライン

1月21日 販売支援 商談会出展支援 徳島 阿部会員/荻原 オンライン

1月21日 事業化支援 地域支援事業（花きの市場動向） 大分 久田会員/今川 オンライン

1月22日 販売支援 FCPシート作成支援 千葉 今川　 オンライン

1月24日 販売支援 地域支援事業（近江牛のブランディング） 滋賀 阿部会員/松平 オンライン

1月24日 販売支援 地域支援事業（ワインのブランディング） 山形 阿部会員/松平 オンライン

1月24日 講師派遣 青森県就労環境改善セミナー 青森 高田 オンライン

1月24日 販売支援 品評会出品 愛媛 JFLAホールディングス/荻原 オンライン

1月24日 販売支援 SNS活用集客支援 熊本 岸本会員/荻原 オンライン

1月24日 販売支援 品評会出品支援 愛媛 JFLAホールディングス/荻原 オンライン

1月25日 農業経営アドバイザー 情報サロン開設 ― 長谷川 オンライン

1月25日 ホームページプロジェクト ― 田中・松平・長谷川・小林 オンライン

1月24日 販売支援 FCPシート作成支援 千葉 今川　 オンライン

1月26日 販売支援 品評会出品支援 愛媛 JFLAホールディングス/荻原 オンライン

1月26日 事業化支援 経営改善・事業再生支援 東京 松井会員/今川 オンライン

1月26日 事業化支援 オンラインお客様交流会運営 香川 今川・小林 オンライン

1月31日 事業化支援 法人化支援 山口 森会員/田中 オンライン

1月31日 講師派遣 JAバンク山梨ニューファーマー育成スクール 山梨
大石会員、村上会員、金子会員/

高田
オンライン

1月31日 販売支援 ６次化支援 和歌山 臼井会員/荻原 オンライン

1月31日 J-PAO Press １月号配信 ― 田中・今川 ―

＊農林水産省令和3年度農業経営・改善支援調査委託事業
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