
 

セミナー受講者につきましては、11月に

開催する第47回公開研究会に併設して、実

需との商談会の場を設定し、フォローしま

す。追ってご案内させていただきますので、

ぜひ商談会にもご参加ください。 

JA-IT研究会 第47回公開研究会 
日時：11月10日（金）～11日（土） 

＊2017年度商談会は11日（土） 

会場：東京大手町・JAビル 

プログラム（予定） 

１日目 9 月 4 日（月） 

12:00 受付  

13:00 基調講演  
地域創生と JA再生 そのカギは人材にある 

今村奈良臣（JA-IT 研究会代表委員） 

14:10 第 1 講 
JA 全農いばらきにおける VFS 事業の実践 

鈴木一男（JA 全農いばらき園芸部部長） 

15:20 第 2 講 
カット野菜ビジネスを通じた成長戦略 

林正二（㈱旭物産 代表取締役社長） 

16:30 第 3 講 
JA における業務用野菜ビジネスへの挑戦 

仲野隆三（JA-IT 研究会副代表委員） 

17:40 全体質疑 

18:30 夕食・交流会 

 
２日目 9 月 5 日（火） 

7:00 朝食  

8:30 バスで移動（なめがたファーマーズヴィレッジへ） 

10:00 第 4 講  
JAなめがたにおける６次産業化ビジネスの展開 

金田富夫（ＪＡなめがた営農経済部部長） 

11:10 昼食・なめがたファーマーズヴィレッジ見学 

12:30 バスで移動（農村研修館に戻る） 

14:20 第 5 講 
30 年は米政策改革の出発点、激変する米の消費流通 

吉田俊幸（JA-IT 研究会副代表委員） 

15:30 第 6 講 

セブンファームがめざす 
生産者および JAとの連携による野菜取引 
久留原昌彦（㈱イトーヨーカ堂青果部チーフマーチャンダイザー） 

16:40 総合討議 

17:20 
商談指導・模擬プレゼンテーション 

私が考える商談に向けての商品台帳と提案書 

18:30 夕食 

 
３日目 9 月 6 日（水） 

 

 
 

7:30 朝食  

8:30 第 7 講  
食文化・栄養・健康の現場から 

入江三弥子（鯉淵学園副学園長） 

9:40 
模擬プレゼンテーション 

私が考える商談に向けての商品台帳と提案書 

11:30 評価と総括コメント・修了証書授与・閉講挨拶 

12:00 解散 

講師陣とプログラムの概要 

基調講演 地域再生と JA再生 
そのカギは人材にある 

今村奈良臣（JA-IT 研究会代表委員） 

１．ＪＡほど人材を必要とする組織はない 

２．地域農業の６次産業化に全力をあげよう 

３．地域創生の中核にＪＡはなろう 

新しい時代における地域創生の要となって

それぞれの地域で存在感を発揮していただく

よう、皆さんの奮起を呼びかけます。 

（東京大学名誉教授） 

第 1 講 JA全農いばらきに 
おける VFS事業の実践 

鈴木一男（JA 全農いばらき園芸部部長） 

量販店、生協、業務用など実需者のニーズ

にもとづく産地づくりをしてきた全農茨城県

本部のVFS事業。多様な販売・集荷チャネル

の構築と生産者の新たな組織化に成果を挙げ

てきました。その実践から、実需者むけの直

販事業のノウハウを学びます。 

 

第 2 講 カット野菜ビジネスを 
通じた成長戦略 

林正二（㈱旭物産 代表取締役社長） 

需要の増えるカット野菜の製造・販売で業

績を伸ばす。仕入れは茨城県内の契約栽培が

主。徹底して品質にこだわり、HACCP、

FSSC22000など国際的な品質保証認証も

取得。残渣の堆肥化にも取り組む。食の安心・

安全、環境、消費者の要望に合わせた商品づ

くりなど多面的に学ぶことができる。 

第 3 講 JAにおける業務用野菜 
ビジネスへの挑戦 

仲野隆三（JA-IT 研究会副代表委員） 

農業生産法人や個別経営体を中心に、加

工・業務用野菜の大規模区画圃場での栽培、

買取販売や契約販売が拡大中。ＪＡ営農経済

部門の職員には、作る前の契約交渉、圃場の

管理（営農指導）、実需者への安定供給（販

売管理）など、加工・業務用需要に対応した

取引の総合マネジメント力が求められる。そ

の基礎知識や取引交渉事例を学び、より現場

に強い営農担当者を目指そう。 

（６次産業ボランタリープランナー） 

第 4 講 JAなめがたにおける 
6次産業化ビジネスの展開 

金田富夫（ＪＡなめがた営農経済部部長） 

カンショを主力とするＪＡなめがた。カン

ショの消費落ち込みや価格低下のなか、「焼

き芋」に活路を見出した。スーパー店内での

焼き芋販売を皮切りに、食品会社と連携した

加工カンショの商品化、キュアリングと定温

貯蔵による周年安定供給、３品種の栽培技術

確立とリレー出荷体制、おいしい焼き方マニ

ュアルの作成などを実施。科学的な裏付けに

よる分かりやすい販売戦略で消費者の信頼

を勝ち得ている。 
☆ ＪＡなめがた甘藷部会連絡会は2017年、第46回 

日本農業賞大賞を受賞。 

見 学 

なめがたファーマーズヴィレッジ 
ＪＡと行政、食品会社が連携し、小学校

の廃校跡地を活用してつくった体験型農業

の一大テーマパーク。旬の野菜が並ぶマル

シェ、カンショの加工が見学できるミュー

ジアム、農業体験教室、レストランなどが

一同に集結。（行方市） 

第 6 講 セブンファームがめざす 
生産者および JAとの連携
による野菜取引 

久留原昌彦（㈱イトーヨーカ堂 

青果部チーフマーチャンダイザー） 

 

第 5 講 30年は米政策改革の出発点、 
激変する米の消費流通 

吉田俊幸（JA-IT 研究会副代表委員） 

米政策と消費・流通は大きな転換期にあ

る。いわゆる30年は、政策の到達点ではな

く、本格的な改革の出発点である。一方、米

消費・流通は、いわゆる新品種ブームが起き

ており、コシヒカリ、ヒトメボレ等の既存の

銘柄米の地位が揺らいでいる。一方、業務用

多収品種も着実に定着している。今後の米政

策の方向を実態に基づいて示唆し、産地での

販売を軸とした戦略についてのべる。 

（（一財）農政調査委員会理事長） 

第 7 講 食文化・栄養・健康の 
現場から 

入江三弥子（鯉淵学園副学園長） 

鯉渕学園で長年、種まきから食卓までをつな

ぐ管理栄養士の育成にあたってきました。食卓

まで見すえた生産指導・販売、直売所や食育活

動をＪＡが展開し、消費者や地域との結びつき

を強めるために、いま何が必要か、受講される

皆さんの課題に沿って提案します。 

模擬プレゼンテーションについて 

単協に所属されているセミナー受講生の皆様には、実需者との商談

を想定して、JA の農畜産物（米穀・青果など）を紹介する模擬プレ

ゼンを行なっていただきます。 

事前課題として「商品台帳」をご記入のうえ、セミナーに参加いた

だき、2～3 日目に発表していただきます。 

眠っている地域資源はないか？ 地域の農畜産物をどうコーディネ

ートし商品化するか？ 地域をどうＰＲするか？ ……実需の目を意

識しながら地域のモノ・コト・ヒトを見つめなおし、仕事づくりにつ

なげていくための貴重なトレーニングの機会です。 

講師陣からの講評・アドバイスや他の受講生からのコメントも、お

おいに刺激となります。 

《手順》 

①参加申込書にメールアドレスをご記入ください 

②商品台帳記入用のフォーマット(Excel)をメールでお送りします 

③商品台帳をご記入のうえ、メールでご返信ください 

※ 「主産物がない、商品化はこれからなので今回のプレゼンには参

加しない」というＪＡの皆様も、他ＪＡの発表をお聞きになり、

商品づくり・産地づくりの参考になさってください。 

商品台帳の記入例 

模擬プレゼンと 
講師陣からのアドバイス 

（文責：JA-IT 研究会事務局） 

※講義タイトルは仮題です。 
※プログラムは変更の可能性があります。 

★商談会にもご参加ください

★ 

 



参加費 

JA-IT研究会会員：35,000 円 非会員：40,000 円（宿泊費・食事代・中日移動バス代込、交通費別途） 

お支払い方法：事前振込 または 現金（振込口座、期日はお申し込み後にご案内します） 

 

参加お申込み方法 

挟込みの参加申込書にご記入のうえ、下記宛FAX送信ください。 

宛先：（一社）農文協 経営局 JA-IT 研究会事務局宛 FAX: 03-3589-1387 

JA-IT研究会のホームページからもお申し込みできます。 

申込み期限：8月18日（金）まで 

 

会場へのアクセス   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 服装は特に指定はありません。日中はまだ暑いと思いますので、ラフな服装でかまいません。 

 宿の各部屋には歯ブラシセット・ミニタオル・浴衣があります。また浴場には石鹸、シャンプー、ドライヤー

が備え付けられています。ただし、バスタオルは有料の貸出しとなります。 

 部屋は相部屋（2名ずつ洋室）になりますので、ご了承ください。 

 

ＪＡ―ＩＴ研究会について 

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。 

代表委員 今村奈良臣（東京大学名誉教授） 

ホームページ http://ja-it.net/ 

事務局 

〇全国農業協同組合中央会（JA全中） JA支援部 営農経済・担い手対策支援課内 

〒100-6837 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビルTel. 03-6665-6220 

〇一般社団法人農山漁村文化協会（農文協）経営局内 

〒107-8668 東京都港区赤坂7-6-1 Tel. 03-3585-5211 

※セミナーに関する事務的なお問合せは下記にお願いいたします。 

一般社団法人農山漁村文化協会（農文協）経営局内 JA-IT研究会事務局 

〒107-8668 東京都港区赤坂7-6-1 

Tel. 03-3585-5211   Fax. 03-3589-1387  Mail: info@ja-it.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 2017 年 9 月 4 日（月）12:00 受付開始 13:00 開講 
  ～ 6 日（水）12:00 閉講  《2 泊 3 日》 
会 場 茨城県農村研修館（茨城県水戸市下国井町 2201-1） 
 

ＪＡ営農経済事業改革の要はマーケティングにあるー 

地域の食と農のコーディネーター育成をめざす人材養成セミナーにお集まりください！！ 

「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」を基本目標とするＪＡ創造的自己改革への取り組

みが加速しています。これらの目標にむかって取り組むには、実需や販売チャネルの多様化に対応した生産・販
売戦略の革新が欠かせません。さらに、地域個性に根ざした６次産業の育成と、商品の売れる仕組みづくりが喫

緊の課題となっています。 

このセミナーでは、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営農経済事業の将来を担

う現場担当者・係長・課長クラスの方々を対象に、農産物流通の最新の状況を踏まえたマーケティング戦略と、

商談の際に実際に使える企画提案書作成および商品プレゼンテーションのスキルを身につけていただきます。 

９回目となる今回は、農業産出額全国第２位の茨城県で開催。同県における６次産業や実需者むけ直販事業、

業務・加工用野菜の生産・販売など、ＪＡ内外の実践事例に学びながら、事業展開のヒントやスキルアップの糧

をつかみます。 

全国のＪＡの皆様のご参加をお持ち申し上げております。 

 

 

 

JA-IT研究会 2017年度 

人材養成セミナー 
（第 9回マーケティング研究会） 

受講者募集中 

全国 JA 営農・販売事業部門の皆様 

主催：JA-IT 研究会  協力：JA 茨城県中央会 
  JA-IT 研究会事務局  ○全国農業協同組合中央会（JA 全中） JA 支援部 営農経済・担い手対策支援課内 

   ○一般社団法人農山漁村文化協会（農文協） 経営局内  TEL:03-3585-5211 

今年度は 

茨城県で開催！ 

●自家用車の方 
 常磐道「那珂 IC」から約 7 分 
 常磐道「水戸北スマート IC」から約 9 分 

●電車の方  
《行き》 11:10 水戸駅より送迎バスを運行します 
＊特急ときわ 55 号 
上野 9:30→土浦 10:16→水戸 10:47 

＊特急ひたち７号 
品川 9:45→東京 9:53→上野 10:00→水戸 11:05 

《帰り》 閉講後、水戸駅に向け送迎バスを運行します 
＊特急ときわ 76 号 
水戸 12:53→上野 14:06→東京 14:13→品川 14:22 

＊特急ひたち 16 号 
水戸 14:27→上野 15:35→東京 15:42→品川 15:51 

ホームページで随時、 
内容を更新していきます 

茨城県農村研修館 
〒311-4205 茨城県水戸市下国井町 2201-1 

 

昨年の講座の様子 


