
参加費

JA総合営農研究会会員：35,000円 非会員：40,000 円（宿泊費・食事代込、交通費別途）

※当日、会場にて現金支払、または事前振込にて申し受けます（振込先は別途ご案内します）。

参加お申込み方法

JA総合営農研究会のホームページ上の参加申し込みフォームからお申し込みいただけます。または、同封の申込書に

ご記入のうえ、FAXまたは Eメールでお送りください。

申込み期限：8月 21日（水）まで

会場へのアクセス

※昼食はすませてからご集合ください。

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・フェイスタオル・浴衣があります。また浴場には石鹸、シャンプ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。

★部屋は相部屋になりますので、ご了承ください。

※ JA総合営農研究会 JA の「お家芸」である営農経済事業の改革および地域農業の活性化に

向け、全国の JA 役職員が課題を共有しながら先駆的事例を双方向に学びあう実践的な研究会。

2001年に「JA-IT 研究会」として設立。約50の JAを正会員とし、年3回の「公開研究

会」と年1回の「人材養成セミナー」などを中心に活動する。2019 年 6月に「JA 総合営農

研究会」と改称した。

JA総合営農研究会〔旧JA-IT研究会〕

代表委員 今村奈良臣 ホームページ http://ja-it.net/

事務局 全国農業協同組合中央会（ＪＡ全中）営農・くらし支援部営農担い手支援課内

全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）耕種総合対策部統括課内

〒 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 Tel. 03-3585-5211 Fax. 03-3589-1387

メール info@ja-it.net

★電車でお越しの方：

上信電鉄ダイヤ

高崎 発→上州福島 着

11:23 → 11:54

上州福島駅から会場まで

送迎バスを発車いたしま

す（無料）。

前後の便：

10:53 → 11:32

12:13 → 12:44

※駅の付近に食堂などは
あまりありません。昼食
は車中などで済ま、せて
いただくか、お弁当など
をご持参ください。
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甘楽ふるさと館
〒 370-2202 群馬県甘楽郡甘楽町

大字小幡2014-1

☎ 0274-74-2660

JA 総合営農研究会〔旧 JA-IT 研究会〕

2019 年度人材養成セミナー
（第 11 回マーケティング研究会）

開催日 2019 年 9月2日（月）13:00 開講

～ 9月4日（水）12:00 閉講 （2泊 3 日）

会 場 群馬県甘楽町 甘楽ふるさと館

ＪＡ営農経済事業の革新と地域農業の再生をめざす JA 総合営農研究会は、好評の２泊３日の

人材養成セミナーを今年も開催します。

ＪＡの次世代を担う中核の営農経済担当者を対象に、営農指導・販売・購買・利用・加工・直販の

６事業にわたる日々の悩みや課題を共有し、具体的な解決策や実践手法を学んでいただける

実践的なセミナーです。

多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。

受講申込み
受付中！

8月 21 日（水）まで
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農産物マーケティングの核心

12:00～ 受付開始

13:00～ 基調講演

ＪＡ改革の中核をなす営農経済事業に

期待すること
今村奈良臣〔JA総合営農研究会 代表委員〕
JAは地域創生の司令塔。なかでも営農経済部門は、サッカーでいえばミッドフィー

ルダーにあたるチームの要だ。サッカーの戦術に学び、組合員（サポーター）とともに

最強のチームをつくろう。

14:00～ 第1講

新米政策下での米消費・流通の変化と

産地戦略～優良事例に学ぶ
吉田俊幸 〔JA総合営農研究会 副代表委員〕
新政策の下、米の消費・流通は、新品種の登場、業務・加工用・輸出米の増加な

ど大きく変化している。その展望、変化への対応およびリスク管理について優良事例

から学ぶ。

15:10～ 第2講

ＪＡ甘楽富岡の営農システムの考察
黒澤賢治 〔JA総合営農研究会 副代表委員〕
地域農業崩壊からの再起をかけた、JAと組合員による悪戦苦闘の協同活動。その

なかから創出した「JA甘楽富岡の営農システム」を、現地現場の実態とともに紹

介。

16:20～ 第3講

カット・加工野菜の需要・消費と産地の動き
仲野隆三 〔JA総合営農研究会 副代表委員〕
野菜類等は現在、小売およびカット規格が兼用され、新たに６次化ビジネスまで発

展している。需要の変化にどう対処するか、事例に学び生産現場に生かしたい。

18:00～ 夕食・情報交換会

1 日目

9 月 2日(月) 現地で学ぶ、実需に学ぶ

6:30～ 現地視察① ＪＡ甘楽富岡インショップ出荷の実際
首都圏の量販店・生協のインショップ五十数店舗を

展開。早朝の集出荷場前には、高齢者や女性を含

む農家の軽トラックがずらっと並び、7時の集荷開始

を待ちかまえる。職員のオペレーションに注目。

8:00～ 朝食

9:00～ 現地視察② パッケージセンター（キノコ、野菜）
JA甘楽富岡の直販型販売を支える場。需要に

応じた多様なパッケージでオリジナルブランドを展

開。農家は選別・箱詰め作業から解放され、力

を生産拡大・技術向上に向けられる。障害者が

多く活躍する農福連携の拠点でもある。

10:30～ 第4講

地域資源を活かした商品開発とマーケティング戦略
塚田佳満〔㈱DMGフォース代表取締役社長〕

20年以上、全国各地方の団体・企業に赴き、産直・取り寄せ・特

産品の商品開発コンサルティングなどの支援を行なってきた。地域

振興に有効なマーケティングの手法とは？魅力的な地域ビジネス

をどう創造するか？事例をもとにノウハウを提供。

12:00 昼食

13:00～ 第5講

産直の取り組みと中間流通の役割
工藤友明〔㈱ジーピーエス 取締役事業本部長〕

パルシステムは単なる農産物の仕入れ・販売業ではなく、組織運営・物流・栽培研

究などの産地・生産者支援、そして消費者（組合員）教育に力を注ぐ。産地と消費

者のさらなる交流・連携を提案。

14:10～ 第6講

商談会に向けたプレゼンづくりのポイント
黒澤賢治 〔JA総合営農研究会 副代表委員〕

農産物マーケティングの強化はJA改革の重点課題。そのために欠かせない商品プ

レゼンの実践力向上の要諦とは…。

15:00～ ワークショップワークショップ わがＪＡのマーケティング戦略と課題

グループに分かれ、事前課題の「商

品台帳」をもとにJAおよび各自の課

題を共有。お互いの商品プレゼンをブ

ラッシュアップ。

18:30～ 夕食

2 日目

9 月 3日(火) いざ、実践へ

7:30～ 朝食

8:30～ 第7講《セミナー修了１期生による実践報告》

JAえちご上越の地域農業戦略
岩崎健二〔ＪＡえちご上越 営農部長〕

2009年開催の当セミナー第1回を受講。直売所「あるるん畑」の設立、さらに農産

加工・レストラン・鮮魚も一体になった食と農のテーマパーク「上越あるるん村」開設

等に携わった。いま、これらの拠点を核に、米単作地帯だった上越の水田農業全

体が大きく変わろうとしている。

9:40～ 模擬プレゼン模擬プレゼン
ワークショップの各班の代表により、商品台帳

にもとづいて発表。

11:00～ 評価・総括コメント

修了証書授与・閉会挨拶 今村奈良臣 代表委員

12:00 閉講・解散

総合司会 吉田俊幸〔JA総合営農研究会副代表委員〕

3 日目

9月 4 日(水)

ワークショップ、模擬プレゼンテーションについて

１．事前課題として、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「商品台帳」を作成・提出いただきます。

２． 2 日目「ワークショップ」にて、マーケティングにおけるＪＡやご自身の課題を討論しま

す。

３．班ごとに代表者を決め、 3 日目に、商品台帳にもとづいて模擬プレゼンテーションを

行なっていただきます。

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？ 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る貴重なトレーニング。

商
品
台
帳


