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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


