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㈱日本政策公庫高松支店より、コ
ロナ禍で希薄になった農業者同士のコ
ミュニケーション向上を目的に、 「オンラ
インお客様交流会」の運営を受託し、
企画・講師派遣・申込受付・アンケー
ト回収など、J-PAOが一括してサポー
トを行いました。当日は、①J-PAO会
員阪下利久氏によるセミナー「D２Ｃ
へのチャレンジに向けて、とっておきのア
ドバイスとして」、②４～５人のグルー
プでの情報交換、③講師を交えての交
流会の構成で、交流会では参加者の
ユーチューブチャンネルの紹介や、循環
型農業のパートナー募集など、新たな
ネットワークづくりの場となりました。

J-PAOは、今後も、オンラインを利用
したコンテンツの提供に努めます。

J-PAOが事務局を務める第４回コ
メ・ビジネス研究会が2022年2月18
日（金）に50名の参加者で開催さ
れました。（公社） 日本べんとう振興
協会とわらべや日洋食品㈱（コンビニ
大手のセブンイレブンのベンダー）から、
会員企業のコメ使用量が27万7千ト
ン、そのうちセブンイレブンのコメ使用量
が17万トンにのぼり、製造方法や製品
によって原料米の選択がされていること
や、SDGSやGAPへの取り組みについ
ての説明がありました。また、丹波たぶ
ち農場の田淵代表からは経営実態や
現状の課題とコメ生産に係る問題点に
ついての率直な考え方を聞くことが出
来ました。次回は４月15日（金）に
開催予定です。

ニューファーマー育成 コメ・ビジネス研究会

J-PAOが全体の企画・運営を担当
している「JAバンク山梨ニュ―ファーマー
育成スクール」（継続6年目）が２月
24日に終了しました。今年度、12回
の講座のうち、終盤４回は、講師と受
講生双方が自宅からリモートで参加。
最終回（リモート開催）では、受講生
８名が、５年後の経営改革プランを
発表。そして受講生・講師との意見交
換を行いました。

これから目指す方向と進め方につい
て、「経営改革プラン」という形にできた
ことで、前へ進む土台ができたようです。

最終回
（リモート開催）

３月２５日付退任のごあいさつ ※新任のごあいさつは３月号で申し上げます。

事務局⾧

新型コロナの影響で、大きく環境が変わる中での着任でし
た。当初は戸惑いも多く、みなさまにご迷惑をおかけしてばか
りでしたが、業務の再構築や会員のみなさまとの関係強化に
より、少しずつJ-PAOも発展してきました。特に、各種オンラ
イン化の流れは大きく、業務のほとんどがオンラインで完結で
きるようになりました。今後もその流れは継続していくものと思
われます。

３月25日をもって、J-PAOを去りますが、会員のみなさま
とのご縁や学んだことを大切にして、次のステージに向かいた
いと思います。新任地（日本公庫帯広支店）は、田中事
務局⾧と同じく、北海道の道東と言われる場所です。J-
PAO会員にも、ご縁のある方も多くいらっしゃるので、お会い
できることを楽しみにしております。

最後になりますが、２年間本当にありがとうございました。

松平 知幸

（退任）田中 剛人
（新任）細矢 真義

主席コンサルタント
（退任）松平 知幸
（新任）本多 恒介

何よりも会員の皆さまのご支援ご協力あっての３年間でし
た。心から御礼申し上げます。

令和幕開けに着任し、元号出典になぞらえて「プロ農業者
と会員の皆さまと心を寄せ合う中で、農業の未来が拓かれ
る」ことを祈念し、「新時代に相応しいJ-PAOとはどのようなも
のか、常に問い続けてまいります」と誓いました。その１年後
には感染症が社会経済を揺るがすこととなり、組織運営・支
援業務の変革に挑戦し続けてきました。新時代に相応しい
J-PAOに至る道のりはまだまだ遠く険しいですが、必ず到達
できると信じています。

新任地（日本公庫北見支店）では、引き続きプロ農業
者を支援するひとりとして活動しますので、お近くにお越しの
際は是非お声がけください。

末筆になりますが、皆さまの益々のご健勝とご発展を心よ
りお祈り申し上げます。ありがとうございました!

田中剛人



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
株式会社アグリ・エナジャイズ
代表取締役 秋竹慎一(あきたけしんいち) 氏
Ｊ－ＰＡＯ賛助会員

６次産業化の推進により、農業にも新たな付加価値を生み出す様々な取り組みがさ
れていますが、思うような成果をあげられず、苦戦を強いられている農業者の方も
多いように思われます。そこで、アグリ・エナジャイズ代表取締役秋竹慎一氏が、
顧問を務めるドライフルーツメーカー 南信州菓子工房の事例をもとに、「いろのひ
と」「カラーキュレーター」としてご活躍のナナラボ 七江亜紀氏とのコラボレー
ションを中心とした、いま行っている取り組みについてお話します。
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
明治大学卒業。1992年日本インベストメント・ファイ
ナンス株式会社(現:大和企業投資株式会社) 入社。ベン
チャーキャピタリストとして多数の投資、ハンズオンを
実行。産学官連携、外食企業のアジア進出、農業支援を
テーマとしたファンドを企画。人材系ベンチャー企業を
経て、2013年株式会社アグリ・エナジャイズ設立。各
地の優秀な農業経営者との連携を強みとして事業を展開
している。

お申込み:https://chouseisan.com/s?h=72caa2444f424f209ee9629f4fa7148e
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。

商品開発におけるカラーキュレーターの役割と事例紹介

日時 2022年 ３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。



２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

2月1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

2月1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

2月1日 事業化支援 事業承継 新潟 村上会員/荻原 訪問

2月1日 講師派遣 マーケティングと情報発信 神奈川 臼井会員/小林 訪問

2月2日 事業化支援 事業再生計画策定支援 埼玉 清水康雄会員/松平 オンライン

2月2日 ～ 3日 講師派遣 農林中金アカデミー 神奈川 義家会員/松平 訪問

2月2日 販売支援 商品力チェック 熊本 リッキービジネスソリューション/荻原 オンライン

2月3日 販売支援 6次化支援（観光農園運営） ⾧崎 久田会員/荻原 オンライン

2月4日 第166回企画運営委員会 ― ― オンライン

2月4日 第13回オンラインセミナー ― 深山会員/小林 オンライン

2月7日 事業化支援 新規就農者向け経営力向上セミナー（第1回） 島根 高田 オンライン

2月7日 販売支援 秋田県営業スキルアップ事業 成果報告会 秋田 荻原 オンライン

2月9日 ＧＩ支援 静岡 高田 オンライン

2月10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

2月14日 事業化支援 新規就農者向け経営力向上セミナー（第２回） 島根 高田 オンライン

2月14日 J-PAO研修農場プロジェクト⑦ ― 金子会員、大城会員/高田 オンライン

2月15日 事業化支援 事業再生計画策定支援 埼玉 清水会員/松平 訪問

2月15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

2月15日 事業化支援 事業承継 大阪 高田 オンライン

2月15日 販売支援 ECサイト構築支援 愛媛 岸本会員/荻原 オンライン

2月15日 専門部会 雇用支援 ―
日下部会員、嶋﨑会員、塚越会員、常
丸会員、本多公子会員、吉村会員/今
川

訪問

2月16日 講師派遣 農林中金アカデミー 愛知 松平 訪問

2月16日 販売支援 商品力チェック 福岡 阪下会員/荻原 オンライン

2月16日 販売支援 商品力チェック 福岡 阪下会員/荻原 オンライン

2月16日 販売支援 6次化支援（自社加工場支援） 和歌山 臼井会員/荻原 来社

2月16日 販売支援 直売所販売支援 新潟 清水進矢会員/今川 オンライン

2月10日 農業経営アドバイザー 農業経営アドバイザー向けウェブサイト リニューアル ― ⾧谷川 オンライン

2月18日 販売支援 SNS活用支援 京都 岸本会員/松平 オンライン

2月18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 村上会員、金子会員/高田 オンライン

2月18日 第４回コメ・ビジネス研究会 ― 佐藤 オンライン

2月22日 講師派遣 農産物の販売戦略 山形 阿部会員/松平 訪問

2月22日 事業化支援 事業承継 兵庫 高田 オンライン

2月22日 事業化支援 事業承継 兵庫     高田 オンライン

2月24日 講師派遣 農業の人手不足解消 福岡 江城会員/小林 オンライン

2月24日 事業化支援 事業計画策定支援 三重 松平 オンライン

2月24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

2月28日 事業化支援 新規就農者向け経営力向上セミナー（第３回） 島根 高田 オンライン

2月28日 法人協会「農業人材・労務に関する勉強会」 ― 今川 オンライン

2月28日 J-PAO Press ２月号配信 ― 田中・今川 ―


