
 平成 23 年９月 29 日，広島県庁において第４回の中期ビジョン作成委員会が開催され，これまでに引き続き集落法人連絡協議会の活動の展開に向けた議論が行われました。最終回となった今回は，中期事業計画（案）の作成に向けて活動アイデアの順位付けと予算の見積もりを行い，さらに，その活動を実施していくための事務局体制の再編・強化策（案）について検討を行いました。  まず，活動アイデアの順位付けでは，これまでに発想された 31 のアイデアを「取組みやすさ」と「重要度」の 2 つの視点で順位をつけ，それぞれの順位を総合して優先順位を決定しました。優先順位の第 1 位には，先進的な技術や経営能力を持った“匠”を活用するために，法人協が匠を選定してリスト化する「技術・経営“匠”派遣」と，法人の運営方法を学ぶために，法人協が各法人の基本データを収集・管理する「法人データ管理」が選ばれました。 
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県域ニュース 

落法人で しい農業かな 材で築く 地域の未来集 楽豊 人

新たな法人協活動の展開へ   ～第 4回中期ビジョン作成委員会（９月２９日）～ 

支部名 法人名等 氏　名
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続けて，今年度の活動を基準に活動アイデアの予算の見積もりと中期事業計画（案）について検討を行い，現状の予算では全ての活動アイデアは実施できず，第 9 位の活動アイデアまでしか実施できないことが確認されました。「どの活動を，何年度から，いくらの予算で実施するか」といった点が残された課題です。 次に，これらの活動を実行していくための法人協事務局体制の再編・強化策（案）について議論し，「県域役員会と支部会議を定期的に開催し，県域・支部で行う活動を計画作成段階からすり合わせることにより，県域と支部の業務の明確化と役割分担が図られるのではないか」等の意見が提案されました。  最後に，委員長，副委員長の選出を行い，委員長には（農）海渡の福永さん，副委員長には（農）かみみながの吉郷さんが選ばれました。今後，これまでに検討してきた内容を役員会等で報告し，皆さんからの意見を反映しながらアイデアの具現化に向けて取組んでいきます。 
取組みやすさ 重要度★ 1111 技術技術技術技術・・・・経営経営経営経営““““匠匠匠匠””””派遣派遣派遣派遣 3333 1111 4444 1111★ 2222 法人法人法人法人データデータデータデータ管理管理管理管理 2222 2222 4444 111121212121 法人役員研修法人役員研修法人役員研修法人役員研修 5555 3333 8888 333319191919 法人連携模索法人連携模索法人連携模索法人連携模索 8888 4444 12121212 4444★ 15151515 経営経営経営経営アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー派遣派遣派遣派遣 7777 6666 13131313 5555★ 3333 表彰制度表彰制度表彰制度表彰制度 1111 15151515 16161616 666622222222 支部内連携模索支部内連携模索支部内連携模索支部内連携模索 10101010 7777 17171717 7777★ 5555 ホームページホームページホームページホームページ作成作成作成作成 14141414 4444 18181818 888831313131 経営課題対応研修会経営課題対応研修会経営課題対応研修会経営課題対応研修会 9999 11111111 20202020 999920202020 設立設立設立設立アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー 11111111 10101010 21212121 10101010

新新新新たなたなたなたなｱｲﾃｱｲﾃｱｲﾃｱｲﾃﾞ゙゙゙ｱｱｱｱ 順位順位順位順位合計得点活動活動活動活動アイデアアイデアアイデアアイデア 順位番号番号番号番号

法人協法人協法人協法人協のののの活動活動活動活動アイデアアイデアアイデアアイデア    

活動活動活動活動アイデアアイデアアイデアアイデアのののの優先順位優先順位優先順位優先順位（（（（上位上位上位上位 10101010番番番番までまでまでまで））））    

優先順位優先順位優先順位優先順位のののの 1111 位位位位にはにはにはには新新新新たなたなたなたな活動活動活動活動アイデアアイデアアイデアアイデアであるであるであるである「「「「技術技術技術技術・・・・経営経営経営経営““““匠匠匠匠””””派遣派遣派遣派遣」」」」とととと，，，，「「「「法人法人法人法人データデータデータデータ管理管理管理管理」」」」がががが選選選選ばれましたばれましたばれましたばれました。。。。    今後今後今後今後はははは役員会等役員会等役員会等役員会等でででで報告報告報告報告をををを行行行行いいいい，，，，アイデアアイデアアイデアアイデアのののの具現化具現化具現化具現化にむけてにむけてにむけてにむけて取組取組取組取組んでいんでいんでいんでいきますきますきますきます。。。。    活動活動活動活動アイデアアイデアアイデアアイデアにににに対対対対するするするする皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご意見意見意見意見もおもおもおもお待待待待ちしてちしてちしてちしていますいますいますいます。。。。    

委員長委員長委員長委員長のののの福永福永福永福永さんさんさんさん    副委員長副委員長副委員長副委員長のののの吉郷吉郷吉郷吉郷さんさんさんさん    

対　象 目　的 内　容★ 1 技術・経営“匠”派遣 全法人 先進的な技術や経営能力を持った人（匠）の活用 派遣・視察先のリスト化（専業のプロ，法人内のエキスパート） 県域 ◎ ◎★ 2 法人データ管理 法人役員 法人の運営方法（生産・加工技術，賃金，作業計画・指示，畦管理等） 法人基本データ収集・管理（法人発行の通信も含む） 県域 ◎ ◎★ 3 表彰制度 法人全体及び一部門 やる気の創出 法人協で表彰⇒匠に認定 県域 ◎ 〇★ 4 若い担い手交流会 若い担い手 生産のプロに育成，若い者同士の交流 法人間の交流会（視察＋交流会） 県域 ◎ 〇★ 5 ホームページ作成 全国民 法人情報の発信，販路の拡大 ホームページの作成 県域 〇 ◎★ 6 部門責任者研修会 部門別の責任者 部門ごとの課題解決 部門別の研修会（参加しやすいようにメニュー化，スケジュール作成） 県域 〇 〇★ 7 雇用者補完 全法人 農閑期の雇用者の補完（集落法人以外も含む） 雇用者情報の提供・紹介 県域 〇 〇★ 8 部門別交流会 部門別（機械，生産，加工，経理） 技術の向上，情報交換，6次産業化等 交流会 支部 〇 〇★ 9 食育 都市の消費者 消費者教育（食育） 食育団体や小売店と連携しイベント，法人の取り組みを発信（HP) 県域 〇 〇★ 10 地産地売 都市の住民 地産地売，農業・農村教育 PR（法人協HP,観光協会等との連携） 県域 〇 〇★ 11 高齢者・女性交流会 高齢・女性構成員 やる気の創出法 法人間の交流会（世代・年齢別） 支部 〇 △★ 12 社会人マナー教育 若い担い手 社員教育（社会人としてのマナー教育） 研修会 県域 〇 △★ 13 他産業連携 他産業 他産業と連携した技術開発 他産業との仲介窓口，対象法人の紹介 県域 △ 〇★ 14 合併支援 全法人 経営の安定・強化 法人間のコーディネート 県域及び支部 △ 〇★ 15 経営アドバイザー派遣 全法人 速やかな対応体制 商品開発，マーケティング，税務，労務などの専門家を法人協で確保 県域 ◎ ◎★ 16 ブランド化 全法人 有利販売（単価の向上），産地化 作り方を統一してブランド化 支部 〇 〇★ 17 栽培品目検討 全法人 地域条件にあった品目・儲かる品目の検討 連携して作物を研究・提案，検討段階での実需者との交流会を開催し，連携して品目を検討 支部 〇 ◎★ 18 限界集落支援 限界集落 限界集落の支援 周辺の法人紹介，作業受託の仲介 支部 △ ◎19 法人連携模索 県法人協役員 新たな法人連携の模索 各支部の連携事例の共有（連携班） 県域 ◎ ◎20 設立アドバイザー 集落法人志向地区 集落法人の仲間を増やす 設立アドバイザー派遣（設立支援班） 県域及び支部 ◎ ◎21 法人役員研修 法人役員 役員の資質向上 研究会，研修会（推進大会，成長戦略研修会），交流会 県域 ◎ ◎22 支部内連携模索 法人協会員（構成員） 新たな法人連携の模索 各支部で新たな連携を検討 支部 ◎ ◎23 鳥獣害対策研修 全法人 鳥獣害対策 研修会 支部又は地域 ◎ △24 施策提言 行政 司令塔の役割を担う 行政への施策提言 県域 〇 ◎25 経営戦略BSC 経営を見直したい法人 経営戦略作成支援（BSC) 専門家派遣 支部 〇 〇26 人材育成研修 常時雇用している法人 人材確保・育成ノウハウの獲得 課題と対応状況の共有（担い手研究班） 県域 〇 〇27 大口顧客マッチング 大口顧客 集落法人とのマッチング 調整会議を定期的に開催 県域 〇 〇28 農技大交流会 雇用者を求める法人 就農意向者とのマッチング 農技大生との交流会（担い手研究班） 県域 〇 △29 販路開拓イベント 販路を拡大したい法人 販路の開拓支援 食材PRイベント開催による企業との出会いの場創出 県域 △ 〇30 キャベツ班 キャベツ生産法人 技術向上，多様な人材を活用した労務管理法 県域キャベツ連携推進会議と連携したキャベツ班活動 県域 △ △31 経営課題対応研修会 全法人 法人経営の課題解決 各地域の課題に対応した研修会（税務，労務，品目別，視察など） 支部 ◎ ◎

取り組みやすさ 重要度アイデアの詳細新たなｱｲﾃﾞｱ タイトル番号 活動主体



 
お知らせ 

情報の羅針盤 

落法人で しい農業かな 材で築く 地域の未来集 楽豊 人

課題解決に向けた専門家の活用 ～サポーターバンクについて～ 

お知らせ 

●集落法人成長戦略研修会 日時：12 月 21 日（水） 場所：県民文化センター 内容：中期ビジョンの報告，部門別分科会 

●キャベツ班（現地検討） 日時：11 月８日（火） 13：00～ 場所：ヤンマーファーム（世羅町） 内容：排水対策の実演， 展示圃の結果報告 ●担い手研究班（第 3回） 日時：11 月中旬 場所：農業技術センター 内容：雇用を導入する場合の課題とその解決策について 

●集落法人設立支援セミナー  【税務研修】日時：11 月 15 日（火） 13：30～16：00 場所：せら文化センター 対象：集落法人設立予定集落の関係者や集落法人 ※税務研修への参加を希望される方は， 広島県農業会議（082-545-4146）にお早めに申込ください。 

広島県では様々な課題の解決に向けた各分野の専門家の派遣を行っています。販売管理，組織管理，財務管理について，「地域で研修会を開きたい」，「法人内での勉強会をしたい」，「アドバイスを受けたい」といった場合には，ぜひサポーターバンクをご活用ください（派遣費用の負担は求めません）。サポーター活用のご要望があれば，広島県農林振興センター（082-541-5188 担当：住岡，権田）へお問い合わせください。 ※生産管理の課題については農業技術指導所へご相談ください。 

ありませんかありませんかありませんかありませんか？？？？    こんなこんなこんなこんな課題課題課題課題 ※サポーターバンクで解決する課題例 

日時：10 月 24 日（月） 13：30～16：00 場所：県庁自治会館 201 会議室 内容：中期ビジョンの検討結果 及び今後のスケジュールについて     H23 年度下期活動計画について 
●連携班（役員会） 

契約取引に向けた販路開拓を支援しています ～アグリ・マーケティング力強化事業～  ライフスタイルの変化で外食産業等が拡大し，野菜では需要の５５％が加工・業務用で利用されているなど，消費形態に大きな変化が起こっています。今後はこれら実需者ニーズに十分応えられるような園芸作物の生産拡大が必要です。 当事業では，業務を委託している㈱テクノアソシエーツにより，県内外の実需者ニーズの把握を実施しています。把握した実需者ニーズを，独自の販路拡大の意向を持った生産者等に情報提供し，すでにマッチングに至った事例もあります。（右表：マッチングの例）  今後は地域戦略組織（市町，ＪＡ，指導所，農林等）等を通じて，県内産地や各地域の生産者に対して把握した実需者ニーズを情報提供し，「売れるものを作る」生産体制の確立を支援します。  また，生産者から契約取引に向けた販路開拓の要望があれば，県庁農業販売戦略課までご連絡いただきますようお願いいたします。マッチングの可能性のある実需者ニーズがあれば㈱テクノアソシエーツからご紹介いたします。 【お問合せ：県庁農業販売戦略課（082-513-3582）担当：玉垣，中市後】 

生産者 地域の複数の法人 実需者 パッケージサラダメーカー （野菜卸売業者経由） 品目 キャベツ 規格 ・５～８玉/１０kg 単価 期間定額 量 日量約３ｔ （週１日程度） 期間 １０～１２月うち 約２ヶ月間 
 

マッマッマッマッチングチングチングチングのののの例例例例    

●農業技術大学校生との交流会（担い手研究班） 日時：12 月 1 日（木） 場所：大和，久井，世羅地域（調整中） 内容：視察と交流会 

課題 対応サポーター候補 課題 対応サポーター候補田中公浩 長野昌敏岩村友美 時藤哲正増田智行 中河原達真大平弘道 株式会社にして経営発展を図りたい 光廣 昌史田川康二 組織の活性化を図りたい 時藤哲正山口　亮 コストの適正化を図りたい 時藤哲正木村哲夫 既存事業の整理をしたい 中河原達真山本克博 吉村徳則牛来千鶴 長野昌敏大下治明 環境ビジネスと農業をからめた事業展開をしたい 中河原達真コンビニエンスストアの販路を開拓したい 山本克博 6次産業に取組みたい 中河原達真スーパーマーケットの販路を開拓したい 木村哲夫 二張洋司レストラン向け販路を開拓したい 田川康二 東元　浩大平弘道 佐々木寿増田智行 下田健一インターネット販売に取組みたい 山口　亮 二張洋司増田智行 東元　浩田川康二 佐々木寿山本克博 下田健一大下治明 二張洋司牛来千鶴 東元　浩カット野菜など加工に取組みたい 山本克博 佐々木寿大下治明 下田健一牛来千鶴 農商工連携に取組みたい 下田健一女性を意識した商品開発に取組みたい 牛来千鶴パッケージなどのデザインで悩んでいる 牛来千鶴産直市、直売所などで売れる方法が知りたい 大下治明
経営戦略経営戦略経営戦略経営戦略
組織管理組織管理組織管理組織管理マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングJ-GAPJ-GAPJ-GAPJ-GAP
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商品開発商品開発商品開発商品開発

商品開発商品開発商品開発商品開発
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売売売売

のののの

課課課課

題題題題

思ったように農業経営が軌道に乗らない経営戦略を見直したい資金調達先を探している
経経経経

営営営営

のののの

課課課課

題題題題

よい人材を採用したい、人材育成に力を入れたい
安心・安全をアピールし販路を開拓したい

地域ブランドを意識した商品開発に取組みたい

マネジメントを強化したい
組組組組

織織織織

のののの

課課課課

題題題題

市場の動向、売れる商品、販路について知りたい
加工用の販路を開拓したい
規格外を活用した商品開発に取組みたい県外への出荷に取組みたい


