
全国ＪＡ組合長・役職員の皆様へ 
 

ＪＡ営農経済事業改革を追求する 

ＪＡ－ＩＴ研究会のご案内 
 

 
ＪＡ－ＩＴ研究会は、６つの視点を連関させた 

ＪＡ営農経済事業システムの創造をめざしています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合員参加型で 

コスト削減・利用率向上 

地産地消で 

地元消費を掘り起こす 

近隣 JA・法人との 

連携による利用率向上 

組合員運営方式 

多様な生産者の掘り起しと対応 

実需を意識した生産指導 

商品化のうまみを川中・川下か

ら川上（産地）に取り戻す 

生産物を徹底的に商品化し売

りつくす 
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販 売 

消費動向の変化

をつかむ 

販売ロスを出さ

ない契約販売型

マーケティング 

 
次へ 

農家の手取り増 

元気な地域農業の創造 
 

ＪＡ営農経済事業の活性化 



 

 

改正農協法が施行されました。第 27 回ＪＡ全

国大会決議を踏まえ、農業者の所得増大と農業

生産の拡大、地域の活性化に全力を尽くすＪＡ

の創造的自己改革への挑戦が始まります。 

 

世界が認める日本の農協 

日本の農協は「曼荼羅」にたとえることがで

きます。営農面から生活面までの多様な事業・

活動の総合性、コミュニティをベースとした地

域密着性があり、しかも「出資・参加・利用」

の三位一体のもと、経済性と社会性と倫理性を

バランスさせる協同組合理念に裏打ちされてい

ます。国際協同組合同盟（ICA）の第 7 原則「地

域社会への関与」は、まさしく日本の総合農協

の多面的な地域密着型の「仕事」を評価する形

で、1995 年の ICA 大会で定められたのです。 

 

真の自己改革を今こそ 

農産物の生産・流通・消費の多様化、農協の

組織・経営構造の複雑化がすすむなかで、自己

改革も対症療法的な処方ではなく、「デザイン

思考」が重要です。単なる「問題解決」でなく、

問いも答えも複数ある「デザイン力」への発想

の転換が重要となるのです。従来型の事業方式

に組み込まれている因果関係のブラックボック

ス的性格を「見える化」し、その悪循環にメス

を入れ、総合的に問題解決を図っていくための

事業改革をデザインしなければなりません。 

具体的には、以下の 6 つの関数からなる連立

方程式をデザイン思考で総合的に解いていく

「真の自己改革」が求められているといえるで

しょう。 

①農家手取りを上げる 

②JA の適正な事業利益を確保する（経済事

業の収支構造の転換） 

③新たな産地づくりをする 

④担い手育成とその関係を改善する 

⑤組合員、取引先との契約概念に基づく信

頼関係を強化する 

⑥地域ブランド化により地域資源・経済・

雇用を再編集する（JA 版地方創生） 

 

改革の道を創造しよう 

このあるべき農協改革の路線について、とり

わけ営農・経済事業改革のあり方と方向につい

て、JA-IT 研究会は 2001 年 9 月の設立から今日

まで、主体的・実践的な研究をすすめてきまし

た。JA が自らの創意工夫によって営農経済事業

改革を実践するため、単協 JA を正会員とする

フラットな組織として、公開研究会やセミナー

等で双方向の情報交流と研究活動を積み重ねて

きたのです。目指してきたのは、農業と農家組

合員・地域に根ざした、単協を主体とする営農

経済事業改革です。ここに参加してインスピレ

ーションを受けた JA の皆様から、新たな自己

改革の実践が次々と生まれています。 

JA 自らの改革によって刻下の難局に立ち向

かい、協同組合運動の明日を切り開くべく、全

国の皆様の知恵と行動を結集すべきときと考え

ます。全国の JA 役職員の皆様が JA-IT 研究会の

討議に参加し、改革へのエネルギーを燃やして

いただけますことを、心よりお待ち申し上げて

おります。 

 



 

JA-IT 研究会とは？ 

JA-IT 研究会は、JA 営農経済事業の自己改革を目指して JA 役職員が相互に研鑽するために

立ち上げられた、単協を主体とするフラットな研究会です。 

農協運動の根本理念に立ち返り、農業・農村・農協をとりまく新しい情勢に対応した新し

い営農関連事業を創出することによって、農協の運動と経営を再興する道を探ることを目的

としています。 

 

活動は？ 

年に 3 回の「公開研究会」と、年に 1 回の「人材養成セミナー」を開催。必要に応じて、

会員 JA を訪問視察する現地研修会を開催することもあります。活動報告や公開研究会での発

表概要は、ホームページに公開しています（http://www.ja-it.net/）。 

研究会に参加した JA 役職員どうしの間で、産地間リレー出荷や、災害に遭ったハウスの部

材供給の援助などの連携・交流も生まれています。 

 

会員は？ 

単位 JA、および会員から推薦のあった農業生産法人が正会員となれます。全国連や各県連、

その他諸団体は団体特別会員として、農業・農村・農協の未来に関心を寄せる個人は個人特

別会員として入会いただけます。 

 

 

JA-IT研究会会員一覧（2016 年 10 月 1 日現在） 

50会員（49ＪＡ＋1 農事組合法人） 

 

ＪＡおとふけ ＪＡちばみどり ＪＡ遠州中央 ＪＡ西条 

ＪＡながぬま ＪＡちば東葛 ＪＡみっかび ＪＡ四万十 

ＪＡいわて花巻 ＪＡ富里市 ＪＡしみず ＪＡふくおか八女 

農事組合法人となん ＪＡ横浜 ＪＡあいち中央 ＪＡさが 

ＪＡ仙台 ＪＡえちご上越 ＪＡひまわり ＪＡ島原雲仙 

ＪＡみやぎ登米 ＪＡ越後さんとう ＪＡ松阪 ＪＡこばやし 

ＪＡ庄内たがわ ＪＡ津南町 ＪＡおうみ冨士 ＪＡ西都 

ＪＡ鶴岡 ＪＡ佐渡 ＪＡグリーン近江 ＪＡそお鹿児島 

ＪＡ山形おきたま ＪＡくろべ ＪＡこうか  

ＪＡふくしま未来 ＪＡ上伊那 ＪＡ草津市  

ＪＡ会津よつば ＪＡ中野市 ＪＡ鳥取いなば  

ＪＡ甘楽富岡 ＪＡみなみ信州 ＪＡ三次  

ＪＡ邑楽館林 ＪＡ佐久浅間 ＪＡ山口宇部  

ＪＡ利根沼田 ＪＡ信州諏訪 ＪＡおちいまばり  



マーケティング力を磨く

2泊 3日の「人材養成セミナー」 
 

農産物のビジネス環境が激変するなか、JA のマーケ

ティング力向上と次世代リーダー育成のため、JA-IT 研

究会は毎年、3 日間の日程で「人材養成セミナー」を開

催しています。 

若手を含む指導・販売の現場職員を対象に、最前線

で活躍する講師陣が、農産物マーケティングの最新動

向や流通・小売業界の変化、そして商談のノウハウを

伝授します。受講生は、地域の青果・米や加工品を紹

介する商品台帳を事前に作って参加。最終日には商品の

模擬プレゼンテーションを行ない、講師陣から実践的な

アドバイスを受けます。 

 

志を同じくする全国の仲間と 3 日間交

流することで生まれる横のつながりも大

きな財産。このセミナーの受講生どうし

のつながりから、産地間連携などの協同

組合間協同を始めた JA もあります。 

 

さらに、受講 JA を対象に、後日「商談

会」を開催。ここで実需との取引を始め

た JA も生まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の農産物を実需者にどう提案するか…。 

受講生 渾身の「商品台帳」。 

現地研修も大切なカリキュラムの一つに入れています。2014 年度は JA 甘楽富岡の直売所やイン

ショップの集出荷作業を実際に自分の目で見、生産者の話を聞きました。 

JA 甘楽富岡は、首都圏まで 1～2 時間という地の利を

生かし、首都圏の量販店・生協のインショップ 50 数店舗

を展開。インショップは幅広い農家の生産意欲を掘り起

こす少量多品目生産の拠点であり、生産者と都会の消費

者とを結ぶ「都会の出店」となっています。高齢農家が

とても張り切って出荷に来ている様子が印象的です。 

「エノキはクズの部分も捨てないで同じ価格で販売す

る」「印刷をなくして包装を簡素化しコストを抑える」

…こんな工夫を現地で学びます。 

 

2014年度は JA甘楽富岡管内にて開催。農家

手取り増、そして JAの売上増をめざし、 

全国から 22名の JA職員が集う。 



第一線の講師陣 

人材養成セミナーで指導にあたるのは、長年 JA の事業革新の先頭に立ち、農産物マーケテ

ィングの現場の最前線で活躍している講師陣です。3 日間にわたり、マーケティングのやり方

とそれに対応した産地づくりを実践的な立場から手ほどきします。 

 

※2014 年度の講師陣と講義ラインナップは次のとおりでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下は、受講者の方々の感想の一部です。この熱い思いをマーケティングの実践につなげ、

生産者手取り最優先の JA 営農経済事業を確立していきたいものです。 

JA が主導権をもち、生産者を野放しにせずに、きちんと理

解してもらい、量販店との直取引をする。販売チャネルはたく

さん思い浮かんでも「代金回収が分からない」という先入観で

逃げていましたが、今回の研究会で自信がつきましたので、積

極的にプレゼンをし、オリジナリティを出したマーケティング

の展開を行ないたいと思います。 

複数の野菜を鍋ものの食材

として商品提案することや、

他産地とのコラボによる組合

せ販売、クズになる部分のツ

マへの加工などの工夫を学

び、視点を変えることでいろ

いろな展開ができることに感

心させられました。また地域

に古来あった食材等、地域ら

しさのアピールができるも

の、匠の掘り起こしにも興味

をもちました。 

 

普段は業務をこなす日々で、考える機会も少なかったのです

が、先生方の貴重なお話を聴いたり、参加者の皆様とお話しさ

せていただいたりして、見直さなければならないことが沢山あ

ることに気づきました。仕事に対するモチベーションが上がり

ました。他の職員と協力して頑張ろうと思います。私にとって、

とても有意義な研修でした。 

3 日目、最終日。商品

台帳をもとに、自前の

農産物を PRする「模擬

商談」に挑む受講生。

この後、講師陣から厳

しくも暖かい実践的ア

ドバイスが…。 

修了式。「学んだ

ことを実践に活

かし、JA や地域

を変えていくよ

う行動してくだ

さい」と今村代表

委員から激励を

受ける。 

今村奈良臣（JA-IT

研究会代表委員） 

基調講演「人材養成

が基本である」 

黒澤賢治（JA-IT研究

会副代表委員） 

6次産業化の方向性 

吉田俊幸（JA-IT 研

究会副代表委員） 

コメ消費・流通の変

化と JA米穀事業 

仲野隆三（JA-IT研究

会副代表委員） 

多様化する生産者意

識に対応した営農販

売事業 

工藤友明（㈱ジー

ピーエス事業本部

長） 

パルシステムの

産直と新たな取

り組み 

松岡公明（農林

年金理事長） 

司会・コーディ

ネーター 



現場力で JAを変える・地域を変える

年 3回の「公開研究会」 
 

時代の要請に応じたテーマで JA 営農経済事業の革新の先駆的事例を互いに学びあう「公開研究会」は、

熱意あふれる JA 役職員がそれぞれの地域・JA を変えていくための起爆剤です。また、志を同じくする

営農経済担当者の全国ネットワークをつくる場でもあります。 

“JA は地域に根ざす協同組合という原点に立ち返り、農家・組合員の立場に立って事業・

運動を強化し、地域農業を振興させ、地域を豊かにする拠点にならなければ” 

“農家組合員にとって、私たち JA 職員は事務局のようなもの。リーダーや事務局が燃え

れば、どんな組織も絶対に活性化する。「もっといい方法はないのか？」と問題意識を持

ち、いつも何かに燃えている―そんな職員が育てば、農家組合員から「やっぱり農協は頼

りになる」と言ってもらえるはずだ” 

こんな思いを胸に地域農業の現場で日々奮闘する JA 役職員が、全国から集まり激論を交わす実践交流

に、ぜひご参加ください。 

 

最近では次のような内容で開催しました（いずれの回も会場は大手町・JA ビル）。 

 

第 40 回公開研究会（2015 年 6 月） 

テーマ ＪＡ営農経済事業の収支構造改革 

1 日目  6 月 12 日（金） 

 

基調講演 JA 営農経済事業の収支構造改革 

今村 奈良臣（ＪＡ‐ＩＴ研究会 代表委員） 

 

総合解題 JA 営農・経済事業改革の方向について 

松岡 公明（ＪＡ‐ＩＴ研究会 企画委員) 

 

第１報告 JA 中野市の営農経済事業 黒字化への取り

組み 

前澤 憲雄（一般社団法人日本きのこマイスター協会 理

事長） 

 

第２報告 JA 甘楽富岡の販売・購買事業の収支構造改革 

～協同活動の中核を担う販売・購買事業は地域営農シス

テムづくりから 

黒澤 賢治（ＪＡ‐ＩＴ研究会 副代表委員） 

 

第３報告 「6 次産業化」は“JA 事業そのものだ” 

高 峰  博美（ ＪＡ あしきた  代 表理事 組合 長）

2 日目  6 月 13 日（土） 

 

第４報告 JA 上伊那における米穀施設の収支構造改革 

下村 篤（ＪＡ上伊那 常務理事） 

 

第５報告 新規就農者への研修・個別指導について 

松山 秀人（有限会社ジェイエイファームみやざき中央 

専務取締役） 

 

総合討論 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 41 回公開研究会（2015 年 11 月） 

テーマ ＪＡの創造的自己改革と地域農業のデザイン力 

～農協のアイデンティティを踏まえた営農経済事業改革の方向～ 

１日目 11 月 20 日（金） 

 

特別報告 ＴＰＰ「大筋合意」を受けて 

―内外の情勢とＪＡの果たすべき役割 

鈴木 宣弘（ＪＣ総研 所長） 

 

問題提起 農協の地域デザイン力とは何か 

―営農経済事業改革に向けその本質を探る 

仲野 隆三（ＪＡ‐ＩＴ研究会 副代表委員） 

 

第１報告 総合販売戦略の研究・実践と課題―自己改革

への小さな一歩 

田中 均（ＪＡ松本ハイランド 営農経済担当常務） 

 

第２報告 マーケティングを起点にした地域農業の活

性化をめざして 

鈴木 信吾（ＪＡ遠州中央 直販課課長）

 

コメント 

黒澤 賢治（ＪＡ‐ＩＴ研究会 副代表委員） 

 

２日目 11 月 21 日（土） 

 

第３報告 新規就農者の確保・育成による｢志布志ピー

マン産地｣の再興 

東別府 良美（ＪＡそお鹿児島 農産部営農指導販売課次

長） 

 

第４報告 組合員からの提案―私が考える農業・ＪＡ改

革 

牧 秀宣（有限会社ジェイ・ウイングファーム 代表） 

 

総合討論・閉会挨拶 

 

第 42 回公開研究会（2015 年 6 月） 

テーマ 農業・農協の「連携」の意義を考える 

～ＪＡ営農経済事業の経営資源・能力の再編集をめざして ～ 

１日目 2 月 5 日（金） 

 

解題 地域営農システムの創造と協同組合間連携 

黒澤 賢治（ＪＡ‐ＩＴ研究会 副代表委員） 

 

第１報告 生消連携の新たな段階へ―パルシステムの

実践から 

山本 伸司（パルシステム生活協同組合連合会 顧問） 

 

第２報告 ６次産業化と農協間連携を核にした地域連

携 

東谷 望史（馬路村農業協同組合 代表理事組合長） 

 

第３報告 「機能統合」によるＪＡ間連携―「十勝農業

ビジョン」のその後 

小池  寿（十勝農業協同組合連合会  企画室調査役

２日目 2 月 6 日（土） 

 

第４報告 法人・集落営農との連携による米穀事業の再

編 

瀬川 公（ＪＡいわて花巻 営農推進部部長待遇） 

 

総括・総合討論 



★これまでの公開研究会テーマ一覧★ 
 

１回（2001 年 9 月）営農事業の自立を考える～営農

関連事業の創造と独立採算への視点～ 

２回（2001 年 11 月）水田地帯での JA営農関連事業

の創造を考える 

３回（2002 年 2 月）営農関連事業の新展開と IT 活

用のナレッジマネジメント 

４回（2002 年 6 月）JA 版・食と農の再生プラン―JA

販売戦略の再構築にむけて 

５回（2002 年 9 月）販売量を増やさずに収益を増や

す物流コスト大幅削減の道／販売戦略と連動

した技術指導で購買事業を変える 

６回（2003 年 2 月）新しい米政策にどう取り組むか―

ＪＡの事業改革による自力本願の水田営農

の確立― 

７回（2003 年 7 月）新しい米政策にどう取り組むか―

ＪＡの事業改革による自力本願の水田営農

の確立―PART2 

８回（2003 年 11 月）フードフロム JA─マーケティング

と食の提案型販売の実践 

９回（2004 年 2 月）系統共販の再構築/JA間連携の

優良実践事例に学ぶ 

10 回（2004 年 7 月）環境変化に対応した営農事業

改革をどう進める―地場企業の技術力を地域

農業に生かす 

11 回（2004 年 11 月）営農経済事業改革の要「販売

事業」のゆくえを考える―現場から、意識・知

識・組織の「三識革命」を考える 

12 回（2005 年 2 月）水田農業ビジョン実践強化のた

めの基本課題／新産地づくりにむけての実需

者からの要望 

13 回（2005 年 7 月）営農経済事業改革の要『販売

事業』のゆくえを考える PART2 

14 回（2005 年 11 月）直売・直販事業の再点検―勘

と経験にたよった直売を見直す 

15 回（2006 年 2 月）農業法人と JA とのパートナーシ

ップの構築に向けて―「しばり」の関係ではなく

「むすび」の関係に 

16 回（2006 年 7 月）生産組織の改革と営農指導体

制の新路線／現代の産地づくりとは─組合員

の意識改革にもふれて 

17回（2006年 11月）担い手づくりと産地づくりへの JA

の推進力─個別経営にまで入り込んだ営農指

導と、地域ブランド形成のあり方 

18 回（2007 年 2 月）JA をめぐる環境変化とビジョン

づくり─組織・事業基盤の危機をどう克服してい

くか 

19 回（2007 年 8 月）JA富里市の実践に学び、今後

の組織・営農販売戦略を考える 

20 回（2007 年 11 月）JA の新路線を探る─トップリー

ダーの提言 

21 回（2008 年 1 月）米の生産・販売戦略と産地づく

り対策をどうすすめるか 

22 回（2008 年 7 月）国産農産物への追い風にどう

帆をふくらませていくか―業務用需要に対応し

た産地戦略 

23回（2008 年 12 月）JA営農経済事業改革はどこま

で進んでいるか―環境変化を踏まえた営農体

制を考える 

24 回（2009 年 2 月） これからの JA 運動と JA リー

ダーのすすむべき道を探る―JAのイノベーショ

ンを求めて 

25 回（2009 年 7 月）農地法改正を地域農業の維持

と発展にどう活かすか/農工商連携をどうすす

めるか 

26 回（2009 年 11 月）地域農業振興計画を自らのも

のにするために 

27回（2010 年 4 月）営農事業を本物にするためにど

うすべきか 

28回（2010 年 12 月）女性の力で営農活動と地域づ

くりに新たな風を 

29回（2011 年 6 月）東日本大震災復興に向けた JA

の使命と課題―復旧・復興段階に入った被災

地の現状を踏まえて 

30 回（2011 年 12 月）JA 農産物販売戦略の基本方

向と課題―JA-IT研究会の 10年間の活動をふ

り返る 

31 回（2012 年 4 月）農山村再生にむけた営農経済

事業の今後の路線を探る―農協運動のダイナ

ミズムを求めて 

32 回（2012 年 11 月）地域農業・農村の発展にむけ

た JA 営農経済事業のあり方を根本から考える

―転換期における農産物の販売戦略 

33 回（2013 年 2 月） 地域づくりと JA―現場の最

前線にみる 

34 回（2013 年 6 月）JA の地域農業戦略と地域農業

マネジメント体制のあり方を探る―我々は

こう考え実践する 

35 回（2013 年 11 月）地域農業システムの構築と

JA の役割―JAの現場からの実態報告「悩み

を共有しチャレンジする」 

36 回（2014 年 3 月)  新農政改革をいかに地域で生

かし実践するか―JA の果たす役割と課題      

37 回（2014 年 7 月) いま JA に求められる真の改

革路線は何か―現場から考える強い農業・強い農

協 

38 回（2014 年 11 月）JA の基本である営農経済事

業改革をいかに進めるか 

39 回（2015 年 2 月）地方創生に向けて JA の戦略

を磨く



 

 

  

  

「ＪＡ－ＩＴ研究会」趣意書 

 

 いま、農協をとりまく情勢は大きく変わりつつある。  

 生産サイドでは、組合員農家の性格が多様化し、農業の担い手の高齢化・女性化がすすんでいる。

消費サイドでは多様な加工食品が日常の食生活に入り込み、外食・中食等の形で食の外部化がすす

むなど、消費の形態も多様化し、その結果、大量の業務用食材の需要が生まれている。  

 そこで流通に目をやれば、量販店が農産物の価格形成に大きな影響を与えるようになり、卸売市

場での相対取引や市場外流通が盛んになるとともに、農業の国際化の進展なども相俟って、恒常的

な農産物輸入に一層の拍車がかかっている。  

 しかしその一方では、社会の成熟化のなかで、安全・安心で新鮮な国産の農産物に対する需要が

増し、食べ物をとおして農業・農村との関係性の深まりを求める都市生活者も増えてきた。多品目

少量生産による朝市・産直などが盛んになり、需給関係にもとづく市場価格とは切り離された「関

係性にもとづく価格」が形成され、その延長線上で、都市農村交流、定年帰農などの動きも盛んに

なってきている。  

 このような生産・流通・消費の大きな変化に、系統共販は十分対応しきれているだろうか。  

 近年、日本経済や農業をとりまく状況が厳しくなるなかで農協の各種事業が低迷し、農協経営の

屋台骨である信用事業の収益性も悪化しているが、この研究会では、農協運動の根本理念に立ち返

り、上述の新しい情勢に対応した新しい営農関連事業を創出することによって農協の運動と経営を

再興する途を探りたい。研究会に集う農協が先駆的実践を相互に学び、その先駆的実践をそれぞれ

の農協が置かれた地域的特殊性のフィルターを通して取り入れ、営農関連事業を主軸に地域づくり

を行なうことによって、組合員農家の生産や生活が充実し農協経営も安定的に発展する――そのよ

うな農協運動の本源を今日的段階でめざす主体的・実践的な研究会である。  

 そのような農協の事業・経営の実態にもとづく変革の研究をすすめるため、この研究会は単協の

役職員を正会員とする各単協横並びのフラットな研究組織とし、会員農協を訪問視察する現地開催

の研究会も重視したい。  

 この研究会では、産地間競争の時代から多品目少量の産地間連携の時代への移行を鑑み、ＪＡ間

協同や各種生産組織との連携による地域自給の研究をすすめ、すぐに実施可能なものから実行に移

していく。  

 また、上述の生産・流通・消費の多様化のもとで農協の経営を営農関連事業中心に立て直し、以

上に見たような地域づくりの実践のなかで農協の事業の目的そのものである組合員の創造力の開

花と自己実現をはかるためには、情報技術に精通し、より高度な情報の利活用や受発信を行なうこ

とが不可欠である。そこでこの研究会では、新しい営農関連事業を主軸とした地域づくり農協への

脱皮と農協のＩＴ革命を一体的にとらえて研究をすすめていきたい。  

 地域農業の再建は、農協の支え抜きには考えられない。農協は、農村の地域インフラそのもので

ある。農協の役職員の積極的な参加を呼びかける次第である。 

（２００１年９月８日） 

 

 



ＪＡ-ＩＴ研究会規約 

 

第１章 総則  

 

（名称）  

第１条 本会は、「ＪＡ･ＩＴ研究会」と呼ぶ。  

 

（目的）  

第２条 本会は、ＩＴを駆使して地域づくりを主導する

ＪＡの在り方や事業の在り方についての研究･学習･普

及を目的にする。  

（１）農業は、食料・原料生産機能とともに、自然・

国土保全機能、人間形成・教育機能、保健・休養機能

という３つの公益機能をもつ「公益的な産業」であり、

地域の資源をとりこんで自然で豊かな生活文化を形成

する「生活文化形成産業」である。  

このＩＴ研究会では、ＩＴを単に農業生産や農産物流

通の合理化の手段だけに限定することなく、地域の人

びとの力を引き出し地域の資源を生かして豊かな生活

文化を形成し、「農業をベースにした地域づくり」をす

すめる手段として位置づけ、ＩＴ活用の道を探る。  

（２）長期的な不況下の農産物輸入拡大という困難な

状況に対し、豊かな生活文化の形成を中軸に据えて「負

けない競争」を展開する。  

 多品目少量周年生産型の新しい産地を形成するとと

もに、地域の食文化を見直して農産加工を盛んにし、

地産地消をすすめて地域自給率を向上させる。同時に、

産直をとおして都市住民に農村空間がもつ豊かさをア

ピールし、都市住民との関係性を強化する。更に、｢総

合的な学習｣を眼目とする教育改革を積極的に支援し、

市場原理をこえた「新しいライフスタイル」と「新し

い共同社会」の創出につとめる。  

 

（活動）  

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動

を行う。  

（１）全国レベル･地域レベルでの研究会の開催  

（２）食･農･教育･福祉など多様な分野からなる講師団

組織をつくり、会員の学習会や実技講習などの要望に

応える講師斡旋事業を行う。  

（３）地域づくりや事業の在り方等活動の成果につい

て理論化をすすめ発表していく。  

（４）ホームページを開設し、会員間の情報交流をす

すめる。  

（５）会員間の提携、他団体との提携など、本会の目

的に沿う課題についても柔軟に取り込み活動化する。  

 

第２章 会員  

 

（種別）  

第４条 会員は単位農協の役職員とし、所属組織の承認

を得た者とする。また、それ以外の農協関係者や、農

業・農村・農協の未来に関心を寄せる団体･個人は特別

会員とする。但し、会員から推薦のあった農業生産法

人は、会員とする。 

（入会）  

第５条 本会の目的に賛同し入会しようとする者は、別

に定める申し込み書で申請する。事務局は運営委員会

に報告し異論のない限り受け付ける。  

 

（会費）  

第６条 年会費は、会員２万円、特別会員は、団体５万

円、個人５千円とする。会費納入については別に定め

る。  

 

（退会）  

第７条 会員又は特別会員が退会を希望するときは、退

会の旨を本会に届け出るものとする。原則として当年

の会費は返却しない。  

 

（会員の権利）  

第８条 第３条に掲げられている活動に優先的に参加

したり、講師等の斡旋を受けることができる。また、

運営等について事務局を通じて代表委員に意見を述べ

ることができる。  

 

第３章 役員  

 

（種別）  

第 9 条 本会に次の役員をおく。  

（１）代表委員 1名  

（２）副代表委員 1～3 名 

（３）運営委員 25名以内（代表･副代表は含まない）  

（４）企画委員 7 名以内 

（５）監事    2名  

（６）アドバイザー 15 名以内   

 

（選任）  

第 10 条 運営委員および監事は、会員のなかから総会

において選任する。  

２ 代表委員および副代表委員は運営委員会で互選す

る。  

３ 企画委員は代表委員が任命し、総会の承認を得る。 

４  任期満了に伴い役員を改選する際には、候補者を

自薦または他薦により募集する。  

５  アドバイザーは代表委員が任命し、運営委員会の

承認を得る。 

 

（職務）  

第 11 条 役員は次の職務を遂行するものとする。  

（１）代表委員は、本会を代表し、会務を総括する。  

（２）副代表委員は、代表委員を補佐し、代表委員に

事故あるときは、その職務を代行する。  

（３）運営委員は、運営委員会に参加し、活動の推進

に当たる。  

（４）企画委員は、代表委員、副代表委員とともに企

画会議に参加し、会の活動の企画立案を行なう。 

（５）監事は、本会の活動及び会計を監査する。  



（６）アドバイザーは運営委員会等に出て会の運営に

ついてアドバイスを行なうほか、第３条（２）の講師

として活動する。 

 

（任期）  

第 12 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再選を妨

げない。  

第 13 条 役員に欠員が生じた時、総会で補充する。  

２ 補充のため選任された役員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

第４章 会議  

 

（種別）  

第 14 条 会議は、総会及び運営委員会、企画会議とす

る。  

２ 総会は会員をもって構成する。 

３ 運営委員会は、代表委員、副代表委員、運営委員、

企画委員、監事をもって構成する。  

４ 企画会議は、代表委員、副代表委員、企画委員をも

って構成する。 

 

（権能）  

第 15条 総会においては、次に掲げる事項を決議する。  

（１）規約の変更  

（２）活動計画及び活動報告  

（３）収支予算及び収支決算  

（４）会費の負担及びその徴収  

（５）解散  

（６）その他代表委員が特に必要と認める事項  

２ 運営委員会は、次に掲げる次項を審議決定する。  

（１）総会提出議案に関すること  

（２）活動の具体的な実施に関すること  

（３）その他緊急の処理が必要であると事務局長が認

める事項 

３ 企画会議は、次に掲げる次項を審議する。 

（１）活動の企画に関すること  

（２）その他代表委員が認める事項  

 

（招集）  

第 16 条 総会は代表委員、運営委員会ならびに企画会

議は事務局長が招集する。  

 

（総会の議決）  

第 17 条 総会の議事は、総会出席者の過半数の同意を

もって決することができる。  

２ やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員

は、あらかじめ通知された事項について、書面を持っ

て表決し、または代理人に表決を委任することができ

る。この場合、前項の規定の適用については、出席し

たものとみなす。  

 

第 5 章 雑則  

 

（事務局）  

第 18 条 本会の事務を処理するために、社団法人農山

漁村文化協会（東京都港区赤坂 7－6－1）内に事務局を

設置する。事務局長は特別会員のなかから代表委員が 1

名を任命する。  

 ２ 事務局長は、会員および特別会員の中から理論

化委員を指名する。その委員の力を借りて、活動の分

析やまとめを行ない、その成果物を会員に返すものと

する。  

 

（会計年度）  

第 19 条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、

翌年３月３１日に終わる。  

 

（委任）  

第 20 条 本会の運営上必要な事項は、運営委員会の審

議を経て、代表委員が別に定める。  

 

付則  

本規約は、平成 13年９月８日から施行する。  

 (03 年７月５日 第 9 条（３） 改正)  

 (06 年７月８日 第 9 条（５）、第 10 条４、第 11 条（５） 

改正)  

（09 年７月１８日 第 4 条、第 9 条（２）、第 18 条 改

正） 

（12 年４月１３日 第 9 条（４）（５）（６）、第 10 条

（３）（４）（５）、第 11 条（４）（５）（６） 

第 14 条３、第 14 条４、第 15条４、第 16 条 改正） 

 

 



■JA-IT研究会 年会費 

◎正会員（単位 JA、会員から推薦のあった農業生産法人） ........... 20,000 円 

◎個人特別会員 .................................................................. 5,000 円 

◎団体特別会員 ................................................................ 50,000 円 

 

■公開研究会 参加費（一人あたり）※交通費・宿泊費は含まれません。 

◎会員 ......................................................................................................... 12,000 円 

 （※正会員および団体特別会員で 2 人目以降の参加費は 9,000 円です） 

◎非会員 ............................................................................ 17,000 円 

    

■ご入会方法 

挟み込みの「入会申込書」に記入・押印のうえ、郵便か Fax で下記宛にお送りくださ

い。 

〒107-8668 東京都港区赤坂 7-6-1 （一社）農文協 経営局内 

JA-IT 研究会事務局 宛 

Fax. 03-3589-1387 

 

■お問合せ先 

JA-IT 研究会 事務局 

〇 全国農業協同組合中央会（JA全中）ＪＡ支援部 営農担い手支援課内 

〒100-6837 東京都千代田区大手町 1-3-1 JAビル 

〇 一般社団法人 農山漁村文化協会（農文協）企画政策室内 

〒107-8668 東京都港区赤坂 7-6-1 

Tel. 03-3585-5211 

 

 

 

 

 

 

JA-IT 研究会 

代表委員 今村奈良臣 

ホームページ http://www.ja-it.net/ メールアドレス info@ja-it.net 
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 〒100-6837 東京都千代田区大手町 1-3-1 JA ビル 

一般社団法人 農山漁村文化協会（農文協）企画政策室内 

   〒107-8668 東京都港区赤坂 7-6-1 

 


