
平成 28 年 12 月 28 日 

公益社団法人日本農業法人協会 

政策課 

 

次世代農業者全国大会の開催について 

 

１．趣旨と経緯 

〇若手農業者等による全国ネットワークの構築を目指し、都道府県組織の積極

的な活動を促進し、その集大成として全国大会を開催する。 

○平成28年度農業経営法人化等全国推進委託事業の趣旨を踏まえて効果的な取

組みとするため、第 1 回および第 2 回検討委員会にて協議。農業者委員の意

見を受けて、参集規模（400 名規模）および会期（2 日間）の実施方針を決定

した。 

 

２．開催要領（案）について 別紙参照 

 ※農業者以外の参加は、農水省・都道府県事務局とし、オブザーバー席を用意。 

  会員の参加申込については、都道府県事務局へ取りまとめを依頼。 

 

３．準備関係・連携企画等 

（１）ポスター作成 

（２）新聞広告 全国農業新聞 12 月 9 日版 全 5 段モノクロ 

（３）交流会の開催企画 

参集者：全国大会参加者および関係者 約 400 名 

主 催：日本農業法人協会（独自事業） 

参加費：会員 1 万円、非会員 2 万円（消費税込） 

スタイル：立食 

（４）農業経営支援ネットワーク交流企画 

対象者：農業経営支援ネットワーク構成員（専門家・農外企業） 

主 催：日本農業法人協会（独自事業） 

内 容：大会交流会への参加、展示ブース出展 

参加費：交流会 ASC 会員 1 万円、非会員 2 万円（消費税込） 

 

４．今後の取組に向けた意見 

・政府目標５万法人化を受け、当協会としても農業法人ネットワークの拡大・発

展につなげることを狙い、当面は年間２回（７月・２月）の継続的な取組みが

必要。（山田副会長） 

・若手農業者は目の前の仕事に追われるようなことが多く、世代の近い農業者同

士の交流の場が必要。（若手農業者検討委員） 

 



2016/12/26 

次世代農業者全国大会 

開催要領（案） 
 

１．趣 旨 農業経営の発展に意欲ある農業者を対象に、先進的な取組みを行う農業経

営者の経営体験を報告し、グループ討論により参加者間でその解題解決の

本質を探ることで、経営ノウハウや知識を学び、同じ悩みを抱え、奮闘す

る、信頼できる仲間のネットワークを発展させることで、次世代農業の創

造に資するものとする。 

 

２．テーマ 集まれ！ニッポンの次世代農業者たち 

～日本の農業を変えよう～（仮） 

 

３．期 日 平成 29 年 2 月 24 日(金)13:00～25 日(土)12:00 

 

４．会 場 品川インターシティーホール（品川駅港南口徒歩 5 分） 

  東京都港区港南 2-15-4 Tel:03-3474-0461 

  URL: http://www.sic-hall.com/ 

 

５．プログラム 

2/24(金) 

13：00～ 

 

13：20～14：20 

 

 

14：30～15：30 

15：30～17：30 

（～20：30） 

 

開会 

挨拶 藤岡会長、農水省 

事例報告 3 事例 

（1 社 20 分：報告 15 分+質疑 5 分） 

休憩 

講演（山田副会長） 

グループ討議 

（交流会） 

参集規模：400 名 

会場：島型 

   売上規模別 

 

 

 

 

 

（終了後：会場調整） 

2/25(土) 

09：00～11：00 

11：00～12：00 

 

グループ討議 

講演（講師選定中）・閉会 

 

会場：島型 

年齢別 

 ○会場設営：10 名島型。討議では、島毎に 2 班に分かれリーダー1 名を決める。 

 

６．参集者：50 歳以下の農業者（経営者、後継者、従業員等）400 名、（関係者 100 名） 

 

７．主 催：日本農業法人協会 

協 力：一般社団法人全国農業会議所、全国農業協同組合中央会 

全国農業協同組合連合会、農林中央金庫 

一般社団法人全国農業経営コンサルタント協会 

全国共済農業協同組合連合会、一般社団法人日本フードサービス協会 

株式会社日本政策金融公庫、全国農協青年組織協議会 

全国農業青年クラブ連絡協議会 

 

８．申込方法（締切：2 月 10 日（金）） 

 ・インターネット・FAX/メールによる先着順受付 

 ・原則交流会参加（主催：日本農業法人協会、参加費：会員 1 万円、非会員 2 万円） 

 

※本事業は、農林水産省平成 28 年度農業経営法人化等全国推進委託事業により実施。 

以上 



会場レイアウトイメージ 

農業者席 

400 席 

傍聴席 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〇着席図イメージ 
・申込み確定後、参加者属性に沿って調整 

・申込者に指定テーブルを案内 

2016/12/2 

次世代農業者全国大会 

グループ討議シナリオ(案) 
 

時刻 内容 備考 

2/24 15:30 オープニング・進行説明 

・進行：熊本氏（アグリコネクト(株)代表） 

テーマ説明 

・島内のグループ分け（5 名×2 テーマ） 

売上規模別 G 

 

 

人材育成・雇用 

15:50 自己紹介（3 分×5 名 15 分） 

テーマ討議（5 分×5 名 25 分） 

 

16:30 テーマ変更説明 

・島内のグループ分け（5 名×2 テーマ） 

 

販売・資金 

16:40 自己紹介（2 分×5 名 10 分） 

テーマ討議（5 分×5 名 25 分） 

 

17:30 閉会・会場退出  

2/25 9:00 オープニング・進行説明 

テーマ説明 

・島内のグループ分け（5 名×2 テーマ） 

年齢別 G 

 

地域課題 

9:10 自己紹介（2 分×5 名 10 分） 

テーマ討議（5 分×5 名 25 分） 

 

9:50 テーマ変更説明 

・島内のグループ分け（5 名×2 テーマ） 

 

経営課題 

10:00 自己紹介（2 分×5 名 10 分） 

テーマ討議（5 分×5 名 25 分） 

 

10:50 クロージング  

11:00 終了・講演開始  

 

 
 

 

売上 5 千万円未満  20～25 歳代 

売上 5 千万～1 億円  25～45 歳代 

売上 1 億円以上  45～50 歳代 

2/24 配席 2/25 配席 



ＦＡＸ送信先 03-3237-6811 日本農業法人協会政策課宛 
 

 

次世代農業者全国大会 参加申込書 
 

下記 注意事項に同意の上、「次世代農業者全国大会」への参加を申し込みます。 
 

＜注意事項＞ 

〇申込期限は、平成 29年 2月 10日（金）です。申込は先着順となりますので、お早めの申込を

お願いいたします。 

〇交流会参加費：1名あたり日本農業法人協会会員 10,000円、非会員 20,000円（税込） 

参加費は、事前振込みをお願いしています。請求書が不要の場合は、指定口座に参加申込から 1

週間以内にお振込みください。なお、振込手数料はご負担をお願いいたします。 

〇入金後のキャンセルは振込手数料を差引いて返金となりますのでご了承ください。 

○振込口座＊ みずほ銀行銀座支店 普通 2151676   公益社団法人日本農業法人協会 

 

＜申込内容＞                        平成   年   月   日 

組織名  

担当者氏名  

TEL  FAX  E-mail  

住所 （〒    －     ） 
            都・道・府・県 

□ 請求書発行希望   □ 領収書発行希望 
※希望する場合は上記にチェックを入れてください。 

※請求書はご記入いただいた住所に組織名宛で送付いたします。領収書は当日受付にてお渡しいたします。 

▼参加者一覧 

会
員
は 

〇
を
記
入 

法人名 

・部署名 
役職 氏名 

年

齢 

※番号を記入 参加区分 金額 
会  員 10,000 円 

非会員 20,000 円 属性 
生産 

品目 

売上 

規模 
2/24-25 

大会 

2/24 

交流会 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

合計 
  

人  人 円 
＜番号選択＞該当するものを選んで番号を表中にご記入ください。 

「属性」     ①代表 ②役員・後継者 ③管理職 ④従業員 

「生産品目」   ①稲作 ②麦類作 ③雑穀・いも類・豆類 ④工芸農作物 ⑤露地野菜 ⑥施設野菜 

⑦果樹 ⑧露地花き・花木 ⑨施設花き・花木 ⑩きのこ類  

⑪酪農 ⑫肉用牛 ⑬養豚 ⑭採卵鶏 ⑮ブロイラー ⑯その他 

「売上規模」   ①～3 千万円 ②～5 千万円 ③～1 億円 ④～2 億円 ⑤～5 億円 ⑥5 億円以上 

＜申込・お問合せ＞ 

公益社団法人日本農業法人協会 政策課 

102-0084 東京都千代田区二番町 9-8 中央労働基準協会ビル 1 階 

TEL：03-6268-9500 FAX：03-3237-6811 メール：seisaku@hojin.or.jp 



公益社団法人日本農業法人協会（独自事業） 
 

次世代農業者への情報発信・交流の場～農業経営支援ネットワーク交流～ 
 

１．目的 次世代農業者全国大会（平成 29年 2月 24日）の開催にあわせて、農業経営課題等の解

決等の支援を行う「農業経営支援ネットワーク」構成員が交流会に参加するとともに、

商品・サービスの展示紹介等による情報交流の場とする。 

 

２．開催概要 

日 時：平成 29年 2月 24日(金) 

展示 16:30～20:30・交流会 18:30～20:30 

※展示は大会終了後、交流会場設営までの 17:30～18:30が

メインタイム。 

会 場：品川インターシティーホール「ホワイエ」 

来場者：50歳以下の農業者（農業後継者、農業法人役員・従業員

等）400名 

 

３．内容 

①全国から集まる次世代農業者との交流の機会を提供。 

②希望に応じて商品・サービス資料等を展示可能。 

 

４．交流会参加費 1名あたりアグリサポート倶楽部会員 10,000円、会員外 20,000円（税込） 

 

５．募集内容・申込方法 

○展示は会場の都合上、先着 10社までを予定。長テーブルを用意します。 

○お申込は、平成 29 年 1 月 31 日（火）までに申込書を FAX（03-3237-6811）又はメール

（seisaku@hojin.or.jp）にてご返送下さい。 

〇お申込受付後、請求書をご記入いただいた住所に貴社名宛で送付いたしますので、交流会参加

費を事前にお振込みください。振込手数料はご負担くださるようお願いいたします。入金後の

キャンセルは振込手数料を差引いて返金となりますのでご了承ください。 

〇領収書は、当日受付にてお渡しいたします。 

 

６．事務局 公益社団法人日本農業法人協会 政策課 TEL:03-6268-9500/ FAX:03-3237-6811 

                                            

次世代農業者への情報発信・交流の場 参加申込書 
                                                                       平成  年  

月  日 

貴社名  申込担当者  

TEL  FAX  

Email  
アグリサポート 

倶楽部（〇を記入） 
会員  ・  非会員 

住所 
（〒     －      ） 

展示スペースの利用を     □ 希望する  ・  □ 希望しない 

   

◎次世代農業者全国大会交流会への参加を下記のとおり申し込みます。 

 

所属部署 役職 氏名 金額 
（会員 10,000 円、非会員 20,000 円） 

    

    

    

    

合計 円 

長テーブ

ル 

tel:03-6268-9500/


新聞広告 全国農業新聞 12 月 9 日付広告 

 


