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秋田県営業スキルアップ研修

新任のごあいさつ

事務局⾧ 細矢 真義
日本政策金融公庫より着

任しました本多と申します。
これまで公庫では農業経営

者の方々の設備投資等に係
る借入相談を中心に経営発
展のお手伝いをさせていただき
ました。
最近の農業を取り巻く環境

は、新型コロナウイルス感染症の影響による需要減少、海
外情勢の影響を受けた飼料・資材費の高騰など、厳しさが
増している中、経営改善に係る相談が高度化・多様化して
おり、専門家の方々のお力添えが必要なケースが増加して
います。

J-PAOで専門性等の高い会員の皆様とともに、プロ農業
者の経営課題解決に尽力してまいりたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

主席コンサルタント本多 恒介
このたび、田中の後任として、日

本政策金融公庫農林水産事業
より着任しました細矢と申します。
これまで、山形県、鹿児島県、千
葉県、北海道の現場を経験し、
多様な農業者の皆さまを担当させ
ていただきました。

J-PAO設立から15年が経過し、
国内の農業を取り巻く情勢は、設立当初から劇的な変化

をしております。このような時代だからこそ、J-PAOの基本理
念である「民の力、民の知恵により、プロ農業者の経営課題
を解決する」を念頭におき、プロ農業者の経営課題はもちろ
んのこと、地域課題に真摯に向き合い、解決するという強い
意思をもって、事務局⾧の任務に邁進したいです。加えて、
当機構を取り巻くプロ農業者－会員の皆さま－地域等のす
べてがWIN-WINになるよう取組んでまいりたいと思います。

２月７日、オンラインにて受講者の皆さんと研修の振返
りとして成果報告会を行いました。

当該研修は１年間全てオンラインでの実施となりました
が、グループワークを多めに取り入れ、カリキュラム数を増や
すことで、受講者自ら考え、気づき、実践する流れを強化
し、販路開拓に必要なノウハウ、商品づくりに必要な視点
をアドバイスしてきました。

成果報告会では、受講者が研修で得た学びを振返り、
J-PAOが最も伝えたかった「消費者視点を意識すること」
「商談は事前準備と事後行動がとても大切であり、商談
成立に大きく影響する」ということがきちんと伝わり、身につ
いていることを実感することができました。また、今後の目標
発表では、自社（商品含む）の強みや弱みを認識し、
販路やターゲット、商品規格の見直しだけでなく、作業
ルール作りや情報共有といった社内体制強化にも前向き
に取組む姿勢が印象的でした。

J-PAOホームページが変わります

会員の皆様とともに１年にわたり検討を重ねてまいりました
J-PAO新ホームページが、大安３月30日(水)10時にオー
プンいたしました。

今回のリニューアルは、具体的な支援事例を充実させ、支
援を必要とするプロ農業者に対し、見やすく、わかりやすく、よ
り訴求できるページを目指し作成いたしました。

なお、引き続き夏に向けて、会員専用ページの開設など、
よりよいホームページに仕上げてまいります。ぜひご覧ください。
https://www.j-pao.org/



J-PAO会員限定
オンラインセミナーのご案内

講師紹介
Marl FP事務所 代表
塚越 理恵(つかごし りえ) 氏
Ｊ－ＰＡＯ運営会員

人生100年時代。自分らしく活き活きとすごしたいものですね。
「アンガーマネジメント」はストレス軽減や職場の良好化などのため広く活用され
ています。またパワハラ防止効果へ期待を寄せられていることから、この4月からの
中小企業でのパワハラ防止法義務化に伴い、大きく注目を集めています。本日は、
塚越理恵氏が農業界でも役立つアンガーマネジネントの要点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
埼玉県在住。住友生命保険相互会社に約20年間勤務。
東京本社にてコンプライアンス審査や社内研修、職員の
採用・育成に⾧く携わる。
2016年独立。FP・キャリアコンサルタント等の資格と
傾聴力を活かし、クライエントのしあわせを第一に課題
解決に努めている。
農業分野の仕事に重きを置いて、日々邁進しています。

お申込み:
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。

組織作りにも効く！「アンガーマネジメント」

日時 2022年 4月 8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。

写 真
（おおよそ1：1.4）



３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

3月1日 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 、
　丸田会員/高田

訪問

3月4日 第167回企画運営委員会 ― ― オンライン

3月4日 第14回オンラインセミナー ― 秋竹会員 オンライン

3月10日 事業化支援 経営改善・事業再生支援 東京 村上会員/今川 訪問

3月10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 オンライン

3月10日 会員連携 意見交換（専門家紹介） ―
秋竹会員、七江亜紀氏
　/小林、⾧谷川

オンライン

3月15日 農業経営アドバイザー 資格更新審査結果発表 ― ⾧谷川 郵送/オンライン

3月16日 販売支援 FCPシート作成支援セミナー 佐賀 江口会員/荻原 オンライン

3月18日 専門部会 雇用支援 ―
入来院会員、塚越会員、
　本多公子会員、吉村会員/今川

オンライン

3月24日 GI支援 ⾧野 高田 オンライン

3月25日 ―

3月26日 講師派遣
中山間地域におけるスマート農業と
所得の向上

新潟 木之内会員/小林 オンライン

3月31日 J-PAO Press ３月号配信 ― 細矢・今川 ―

田中事務局⾧、松平主席コンサルタント退任
細矢事務局⾧、本多主席コンサルタント就任



拝啓 大泉 一貫 先生

昨年の野菜くらぶの株主総会では貴重なお話をいただきありが

とうございました。先生のお話の中から農業の課題と明るい未来を

感じ、とても勇気づけられました。

今から約7年前に高木理事⾧と交わした往復書簡を再読し、

当時私が力を入れていたのが「人財育成」と「商品開発・サービス

開発」とあり、「俺って全く成⾧してないな～」と人が変わることの難

しさを感じた次第です。

しかし、その後弊社グループは成⾧し、直近ではグループ売上が

49億円になり、お客様への責任が22億円分増えました。また、コ

ロナ禍で社内に籠ることが増え社内の仕組みづくりが一気に進み、

生産性も向上しました。経常利益率も8％までなり、お客様や世

間からの更なる課題解決への期待と、安定した「食」を育むための

農業生産と人への投資責任が増えました。

昨年7月までの約1年間規制改革推進会議の農林水産ワー

キンググループ（ＷＧ）委員として、先生にはたくさんのことを教え

ていただきありがとうございました。

そのＷＧでは色々と議論し勉強させていただき、日本農業は大

転換期であることを改めて感じました。歴史で見ても明治維新後、

1873年の地租改正による農地売買の自由化から農業の大規

模化進み、第二次世界大戦後の1947年に農地解放で生まれ

た自作農家を農協がまとめ、1ドル＝360円という為替が経営を

支え、その後ニクソンショックとプラザ合意により現在の農業になった

と思っています。地租改正から農地解放までの74年間で大規模

化（地主化）が進み、農地解放から75年が経ち、耕作放棄地

が増えている状況は江戸末期とよく似ていると思っています。

さて、そういった変化の中で農業法人への出資割合や企業の

直接所有について、昨年までのWGでも議論されました。私たちの

会社では新規就農者が14名独立し、今年も1名が独立を目指

して入社をしました。最初に独立したのは2001年でした。当時は

「農家以外、農地を借りることも買うこともできない」という農地法

が雁字搦めであり、交渉が進展せずあきらめかけた時、故人であ

る元黒石市⾧の鳴海 広道さんが「我が、この人を農家と認める」

と言ったことで農地を借りることができ、その後14名が独立して今

では皆利益を出す農業経営をしています。

そういった経験もあり私は「農業はしたい人が行うのが良い」と

ずっと思ってきました。ですので大企業の農業参入も良いと思って

います。しかし、反面懸念材料も出てきました。それは、今の農地

法では農地所有ができるのは「農地を自ら耕す者」で、そこに外国

人規制はありません。つまり、外国人が法人を設立し、社⾧となり

農業をする場合、農地法上農地の購入はでき、外国資本100

％で日本国内で農業ができるのです。現実そのような法人が表れ

てきたことでそれは証明されています。多分、今の農地法は外国

人が農業経営をすることを想定しない時代に作られたのだと思い

ます。議論の中には、

「日本人の為に農業するなら、外国人が農地を持つのも良いので

はないですか。」

という意見もありました。しかし、食料安全保障上これは危険だと

思います。憲法に緊急事態条項がない状態では、有事に畑でコ

ンテナに農産物を詰めてそのまま港から運び出すことも可能です。

私たちが、当たり前に思う「こんなことはしないだろう」や「阿吽の

呼吸」が世界で通用せず、そのような日本人の考え方がグローバ

ル・スタンダードではないという事実を理解しなければなりません。

平和な世の中に「食」の安定は必須で、日本人の経営による

国内農業生産は国を安定させるために「エネルギー」「放送」「軍

事力」「経済」と並び安全保障にかかわることです。

食料安全保障上、私は農業法人への外国人出資制限や外

国人の所有規制をしたうえで、日本人の誰もが農業できる制度と

体制づくりが大切だと思っていますが、私の考え方についてご指導

をいただけたら幸いです。

敬具

令和４年３月吉日

いっかん先生の往復書簡コーナー（前編）
グリンリーフ株式会社代表取締役澤浦彰治 様との書簡前編は「日本人の誰もが農業できる制度と体制づくり」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

お手紙ありがとうございます。
今回は高木理事⾧との往復書簡から7年近くたったというこ

とで、またお付き合い頂くことになりました。相手が代わりますが
よろしくお願いいたします。

コロナでの行動制限下ではありますが、株主総会や規制改
革推進会議などで、澤浦さんとはかなり密に会話をしていたよ
うに思います。いつも触発されることが多く、感謝しております。

「成⾧してないな～」と謙遜されていますが、なかなかどうして
「人材（財）育成」や「商品開発」などの基本を着実にこなさ
れているようです。基本をしっかりと守って前進してきたとむしろ
胸を張って良いのではないでしょうか。

野菜くらぶ、グリーン・リーフの経営指標を見させていただいて
いますが、本当に健全な経営をされていると感心するばかりで
す。６年間で販売額をほぼ倍増させ、経常利益を黒字化し、
８％の高い利益率を達成しています。これは経営の隅々にま
で目を行き届かせ、それぞれのポイントで改革を実践してきた
成果と思います。経営理念である「感動農業」、「人づくり、土
づくり」、それに「連峰経営」等々着実に歩みを進めている様子
が伝わってきます。澤浦さんの経営者としての力量を感じます。

ニーズや課題解決に真摯に取り組まれ、今では「課題解決
企業」として社会的責任に充分に応えているとお見受けします。
事業づくりの基盤がしっかりしてきた証左と思います。お手紙に
は「責任」という言葉が重みを持って書かれており、農村の名望
家としての道を着実に歩まれているようです。

余談ですが、商品開発も、理事⾧との書簡では、シラタキの
海外輸出の話がありました。私は「味つけ柔らかこんにゃく」が
秀逸と思っています。

そんな中、食料安全保障についてご提案いただきました。
自然災害や国際紛争等で我が国の食料供給が途絶する

可能性がある、そんな危機意識は私もこのところ強く感じてい
ます。

これまでも食料安全保障が大事だと提言はしてきたのですが、
どちらかといえば頭で考えたものでした。それが丁度11年前の
東日本大震災や頻発する水害等の自然災害、さらにはコロナ
禍、ウクライナでの戦争を見るにつけ、ひしひしと実感する様に
なっています。今日の普通が明日の普通である保障がなくなっ
ています。食料安全保障を我が国の安全保障全体の中に位
置づけ構築し直さなければならないとの考えは一層強くなって
います。これは澤浦さんと一緒です。

頭で考えたときの食料安全保障の提案では、平時と有事を
分けて考えていましたが、それではなかなか有事には機能しな
いと考える様にもなりました。コロナへの対応がその良い例で、

頭で考えた平時・有事区分ではそのスイッチがなかなか切り替
わらず、実際に機能するまでには膨大な人的パワーと時間がか
かってしまいました。

このごろは「有事を常に考えながら平時をすごす」必要がある
と思う様になりました。いざというとき、それを担える企業に資源
を集中できるよう、普段からそうした力を持った企業やそのため
に必要な産業政策を作り、危機に対し充分に機能しうる体制
を作っておく必要があると思うのです。サプライチェーンの途絶を
回復できる企業や、危機に応じ機動的に対応できる企業
等々といったイメージです。民と官の有り様もそうした観点から
整理する必要があると思います。いざというときに、食料供給に
はせ参じてくれる企業、農業でもそうした社会的責任を感じて
いる企業が平時から大切になります。

はたして農地法はそうした使命に応えてくれるのでしょうか?
すでに澤浦さんが方向を示しておられます。まずもって「農業

はしたい人が行うのが良い」ということです。さらに加えるなら、
「いざというときの力になれる経営者が行うのがいい」ということで
す。それには農業への外国人の出資規制、所有規制も視野
に入れておかなければなりません。TPP締結国以外の国には
適用可能と思います。強靱な食料生産体制を築くために、本
気になって農地制度の有り様を見直さなければならないと思い
ます。

だれかが言っていました。私たちは、国際的な協調や善意を
信じ、それをあまりにも⾧く空気のようにあると思ってきた、と。国
際協調には努力がいりますし、有事も視野に入れ、自分達の
ことは自分達で考えるという思考があれば、これからの対応は
もっと違ってくると思います。規制改革会議や国家戦略特区の
議論でも、「農業をしたい人が行うのが良い」といった点に集中
していますが、その先の議論が必要になっていると思います。

澤浦さんには、ますます社会的責任が増すこととなると思いま
す。がんばってください。

拝具
令和４年３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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