平成 26 年度「JA フードシステム戦略セミナー」の開催案内
主催：一般社団法人 JC 総研
後援：全国農業協同組合中央会
１ 趣旨
政府・規制改革会議の農協改革の検討状況を踏まえ、JA グループは、自治組織
である協同組合として、自らの意思で改革を行うべく、第 26 回 JA 全国大会決議
実践の加速化を目的に、
「JA グループ営農・経済革新プラン」を決定した。その重
点戦略３つの柱の一つが「新たな販売事業方式の確立」である。
JC 総研では、平成 23 年から 2 年間、
「JA フードシステム研究会」を設置し、2
回にわたる研究セミナーを開催するとともに、その研究成果のとりまとめとして
『JA のフードシステム戦略―販売事業の革新とチェーン構築―』
（平成 25 年、農
文協）を発行した。
フードシステム論は、産地から食料消費までの食料供給をひとつのシステムとし
てとらえる考え方である。産地・JA と川中、川下の食品・関連企業は、フードチ
ェーンを構築し、相互に情報を共有して、戦略的提携を模索する段階に至っており、
商品開発、需要拡大、効率化などを追求し、相互にメリットを生みだしつつある。
産地・JA には、川中・川下の食品・関連産業との関係性を深め、自ら企画・提
案する力が求められている。農産物流通にかかる各経済主体間の関係性を重視した
フードシステム論の視点・アプローチは、現在の JA を取り巻く農産物流通システ
ムや販売戦略を再構築するうえで極めて有効である。
今、求められているのは、全国の現場からの自己改革である。農家組合員の所得
増大に向けた販売事業戦略の再編、そのための人材育成を通じてＪＡ営農・経済事
業改革の前進を図ることを目的に、本セミナーを開催する。
２ 日程
第一回 平成 26 年 9 月 5 日（金）12：30～6 日（土）16：40
第二回 平成 27 年 1 月 9 日（金）12：30～10 日（土）16：40
（同じ内容のセミナーを二回開催する）
３ 場所
第一回 LEN 貸し会議室「飯田橋」会議室Ｃ
（東京都新宿区揚場町 2-14 新陽ビル 4 階）
（TEL：03-5227-8822）
第二回 LEN 貸し会議室「飯田橋」会議室Ｃ
（東京都新宿区揚場町 2-14 新陽ビル 4 階）

４ 対象
・JA・経済連等の常勤役員および担当幹部職員
・組合長・専務・常務など常勤役員と販売事業を担当する幹部職員合同（二名）
での受講を基本とする（これを前提としたカリキュラムとする）
・県中央会、全農役職員などの受講も受け付ける
＊本セミナーの対象者・カリキュラム・事前準備等の特徴
＊本セミナーは、JA 等から、常勤役員一名、販売事業担当幹部職員一名、計
二名で受講いただくことを想定し、カリキュラムを組んでいます。
＊常勤役員の方は一日目のみ、幹部職員の方は一日目・二日目を通じて受講
いただくことを想定し、カリキュラムを組んでいます。
（ただし、こうしたカリキュラムであることを前提に、こうした方以外の参
加も受け付けます）
＊事前に参考図書の通読、事前レポートの提出をお願いします。
＊二日目は事前レポートを前提とした対話型討論が主となります。
５ 定員
各回の一日目 40 名、二日目 20 名（定員に達し次第締め切らせていただきます）
・一日目は座学、二日目は対話型討論とするため、二日目の定員を少数とする
・前述のとおり、一つの JA 等から常勤役員と幹部職員二名での参加を基本と
し、二日目は幹部職員のみが参加して対話型討論を行うことを想定したカリ
キュラムとする。
６ 参加費
一日目受講料
10,000 円
二日目受講料
10,000 円＊
懇親会参加料（一日目夕食時） 5,000 円
参考書籍代
3,000 円
（上述「JA のフードシステム戦略―販売事業の革新とチェーン構築―」農文協）
（同書籍を事前に通読いただくことを前提とし、既読の方は購入不要）
合 計
28,000 円（いずれも税込）
＊二日目昼食代を含み、一日目昼食代、宿泊費を含みません。
＊宿泊は各自で確保いただくようお願いいたします
＊参加費は最大 28,000 円とし、一日目のみ受講か二日間受講か、懇親会の
参加・不参加、参考書籍の要・不要を個別に承り、請求いたします。
＊二日目のみの受講はお受けいたしかねます。
７ 申込手続
（１） 申込期日

第一回 平成 26 年 7 月 31 日（木）まで
第二回 平成 26 年 11 月 28 日（金）まで
（２） 申込方法
上記申込期日までに別紙「申込書」にご記入の上、FAX または E-mail
でお申し込みください。受付次第、請求書をお送りします。
（３） 申込先：
（一社）ＪＣ総研 協同組合研究部（担当：小川、比嘉）
〒162-0826 東京都新宿区市谷船河原町 11 番地飯田橋レインボービル 5 階
FAX：03－3268－8761
TEL：03-6280-7254
E-mail：ogawa@jc-so-ken.or.jp
（４） 振込先
農林中央金庫本店（普通）№4014453
一般社団法人 ＪＣ総研（ シャ）ジェイシィソウケン ）
なお、参加費のお振込は第一回は 8 月 29 日（金）までに、第二回は 12 月 26
日（金）までにお願いします。
８ キャンセルについて
キャンセルの場合は開催日の 1 週間前（第一回は 8 月 29 日（金）
、第二回は
12 月 26 日（金）
）までにご連絡ください。
第一回は 8 月 30 日以降のキャンセル、第二回は 12 月 27 日以降のキャンセル
は受付できませんのでご留意ください。
９ 事前準備
本セミナーの受講にあたっては、次の二つの事前準備を前提とします。
（１）参考図書の通読
『JA のフードシステム戦略―販売事業の革新とチェーン構築―（農文協）
』の
通読。受講申込の際、同書籍購入を申し込まれた方には、申込みがあり次第、
同書籍を郵送します。
（２） 事前レポートの提出
「自 JA の販売事業の課題と本セミナーへの期待（別添様式）
」を受講者各自
（JA ごと、にではなく、各自）で提出いただきます。これを基に二日目の対話
型討論を行います。このため、次の期日までの提出を必須とします。
第一回セミナーの事前レポート提出期日 平成 26 年 8 月 22 日（金）まで
第二回セミナーの事前レポート提出期日 平成 26 年 12 月 19 日（金）まで
１０ カリキュラム（第一回、第二回ともに同じ）
第一日
１２：３０ 開会
１２：３５ 講演Ⅰ 「JA 営農・経済事業の革新」

前 JC 総研 理事 松岡公明
（１）
「強い農業」とは何か
（２）ＪＡ営農・経済事業の課題と方向
（３）マーケティングによる産地改革
（４）ＪＡ組織・事業の再構築と地域づくり、人づくり
１３：２５ 講演Ⅱ 「フードシステムの戦略とはなにか」
千葉大学大学院 教授
日本フードシステム学会 会長 斎藤 修
（１） なぜ JA にフードシステムの思考が必要か
（２） 我が国のフードシステムの特異性（農業と川上・川下の食品企業の関
係）
（３） 食品製造業・外食・中食（コンビニなど）の産業と企業の経営戦略
（４） 流通システムの小売主導型流通システムの形成
（５） 産地における関係性マーケティングの可能性
（６） サプライチェーンの形成と中間流通の役割
（７） サプライチェーンからバリューチェーンへ
１４：３５ 講演Ⅲ 「６次産業・農商工連携によるバリューチェーンの構築」
千葉大学大学院 教授
日本フードシステム学会 会長 斎藤 修
（１） 農業生産法人の加工・販売の統合化とビジネスモデル
（２） ６次産業化の担い手の多様化
（３） 食品・関連企業の農業支援・提携
（４） JA と食品・関連企業との提携
（５） バリューチェーンの構築
（６） バリューチェーンとシステム間競争
１５：４５ 講演Ⅳ 「食品企業との提携と契約取引」
JA 安房 理事
JC 総研 客員研究員 仲野 隆三
（１） 需要の変化と産地の変化
（２） 食品企業と契約取引の現状
（３） 加工・業務用取引の基本知識
（４） 食品企業と提携した JA 販売戦略の構築
（５） 産地連携と JA 全農サプライチェーンの必要性
１６：４５ 質疑応答とディスカッション

１７：３０ 懇親会
第二日
９：００ 講演Ⅴ 「直売所の新たな経営戦略とバリューチェーン」
千葉大学大学院 教授
日本フードシステム学会 会長 斎藤 修
（１） 直売所の地域拠点化の必要性
（２） 直売所の競争力の拡大と競争
（３） 直売所の製品開発とネットワーク
（４） 直売所をめぐる組織問題
（５） 直売所の担い手の多様化と地域社会の革新
１０：１０ 講演Ⅵ 「ブランド化戦略と知的財産管理」
千葉大学大学院 教授
日本フードシステム学会 会長 斎藤 修
（１） JA の地域資源・地域ブランド管理の優位性
（２） ブランド化戦略のメリット
（３） ブランドのポジショニングの活用と戦略
（４） 安全性・食味の向上とブランド管理
（５） 知的財産の活用と戦略
１１：２０ 講演Ⅶ 「販売事業革新から組織革新・地域マネジメントへ」
斎藤教授、仲野理事、松岡前理事
～事前レポートを踏まえ、各講師から事例紹介、アドバイスなどを実施
１２：３０ 昼食
１３：３０ 対話型討論
JA 安房 理事
JC 総研 客員研究員 仲野 隆三（コーディネーター）
～事前レポートを踏まえ、受講生全員で対話討論することで、各 JA 等
の実態と課題、悩みを共有して、知識を習得するとともに、実践に向
けた意識を涵養する。
討論ののち、受講者各自でレポートを取りまとめ、提出・発表する。
１６：４０ 閉会

１１ 地図・アクセス

１２ お問い合わせ先
（一社）ＪＣ総研 協同組合研究部（担当：小川、比嘉）
〒162-0826 東京都新宿区市谷船河原町 11 番地飯田橋レインボービル 5 階
TEL：03-6280-7254
FAX：03-3268-8761

以 上

別添

平成 26 年度「JA フードシステム戦略セミナー」受講者事前レポート
所属 JA 名（
お 名 前（
役 職 名（
参加回（いずれかに○）

第一回

）
）
）
第二回

以下の各欄に、受講者お一人ずつ（JA ごとはなく、受講者ごと）ご記入のうえ、
末尾期日までに、E-mail あるいは FAX で JC 総研までお送りください。
みだしセミナーの対話型討論に用いますので、提出を必須とします。
１ 自 JA の販売事業が抱える課題

２ 課題解決に向け実践している取組状況

３ 本セミナーに期待すること

提出期日
第一回セミナーの事前レポート提出期日 平成 26 年 8 月 22 日（金）まで
第二回セミナーの事前レポート提出期日 平成 26 年 12 月 19 日（金）まで
提出先
（一社）ＪＣ総研 協同組合研究部（担当：小川、比嘉）
FAX：03－3268－8761 TEL：03-6280-7254 E-mail：ogawa@jc-so-ken.or.jp

別紙１－１

平成 26 年度第 1 回「フードシステム戦略セミナー」参加申込書
平成 26 年

一般社団法人 ＪＣ総研 協同組合研究部 宛
FAX:03-3268-8761
E-mail：ogawa@jc-so-ken.or.jp
（担当：小川、比嘉
住 所：〒
団体名：
連絡部署・担当者名：
連絡担当者 電話：
E-mail:

月

日

TEL：03-6280-7254）

FAX

平成 26 年度第 1 回「フードシステム戦略セミナー」に下記のとおり参加を申込みます。

記
参加者（役員）

参加者（幹部職員）

氏 名
性 別
年 齢
所属部署
役 職
E-mail
電話番号
懇親会
書 籍
参加希望

両日とも

1 日目のみ

両日とも

1 日目のみ

（注）１．7 月 31 日（木）までに FAX または E-mail でお申し込みください。
なお、申込書がデータで必要な方は事務局までご連絡ください。
２．懇親会に参加の方は○を、不参加の方は×を記入してください。
３．書籍が必要な方は○を、既に購入済みで不要な方は×を記入してください。
４．
申込書にご記入いただいた個人情報は、
本セミナーの運営やＪＣ総研において、
今後の企画のために利用させていただきます。また、当日のセミナー参加者及び
セミナー講師に参加者名簿として提供することがあります。さらに、この情報を
基に、今後のセミナー等の案内をさせていただくことがありますことをご了解く
ださい。

別紙１－２

平成 26 年度第 2 回「フードシステム戦略セミナー」参加申込書
平成 26 年

一般社団法人 ＪＣ総研 協同組合研究部 宛
FAX:03-3268-8761
E-mail：ogawa@jc-so-ken.or.jp
（担当：小川、比嘉
住 所：〒
団体名：
連絡部署・担当者名：
連絡担当者 電話：
E-mail:

月

日

TEL：03-6280-7254）

FAX

平成 26 年度第 2 回「フードシステム戦略セミナー」に下記のとおり参加を申込みます。

記
参加者（役員）

参加者（幹部職員）

氏 名
性 別
年 齢
所属部署
役 職
E-mail
電話番号
懇親会
書 籍
参加希望

両日とも

1 日目のみ

両日とも

1 日目のみ

（注）１．11 月 28 日（金）までに FAX または E-mail でお申し込みください。
なお、申込書がデータで必要な方は事務局までご連絡ください。
２．懇親会に参加の方は○を、不参加の方は×を記入してください。
３．書籍が必要な方は○を、既に購入済みで不要な方は×を記入してください。
４．
申込書にご記入いただいた個人情報は、
本セミナーの運営やＪＣ総研において、
今後の企画のために利用させていただきます。また、当日のセミナー参加者及び
セミナー講師に参加者名簿として提供することがあります。さらに、この情報を
基に、今後のセミナー等の案内をさせていただくことがありますことをご了解く
ださい。

