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NPO 法人農の未来ネットセミナー

セミナー開催の趣旨は、どうすれば農業
の楽しさ、魅力がアピールでき、人を誘う

平成の農業はオレがやる！
Part Ⅱ

ことができるのか、講師陣に実践の立場か

～農業は楽し～

開

042-313-3620）

ら提言をいただくことです。

催

基調報告の講演では、武蔵大学の後藤光
蔵教授が「農業就業者の現状と将来展望－

「農の未来ネット」事務局長

非農家出身者の就業を中心に－」と題し、
田沼

繁

農業就業者問題とその背景、非農家出身者

農の未来ネットは、2009 年 11 月に、
「平

の就農目的、就農ルートの多様化、新規就

成の農業はオレがやる！～魅力への誘い

農事業の展開および新規就農者の現状と課

～」をテーマに、当法人の設立記念セミナ

題について詳説されました。長野県で農業

ーを開催いたしました。今回のセミナーは、

法人（有）トップリバーの嶋崎秀樹社長か

７月２日（土）に２弾として開催したもの

らは 、「平成の農業～人材育成と雇用と地

です。会場は前回同様、東京大学弥生講堂

域活性」と題し、実践者の立場から、人材
育成の現状と今後、人材育成の考え方（農
業経営者の育成 ）、儲かる・雇用・地域活
性等の課題について講演され、特に、農業
は産業でありマネージメント出来る人材の
育成が重要だが現状では不足していると強
調されています。専業農家であり、都市と
の交流を実践されている飯野良治さんは、
農業の大事さを都市、こどもを通じつて地
道に拡げていく運動と農業生産を両立させ

【写真】挨拶する倉本理事長（東京農工大
名誉教授）

ていくことの必要性を、これまでの経験を
踏まえて紹介し、これからも持続的に取り
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組むと結ばれました。

には

なお、本セミナーは、東京農業大学総研

農政に対するご意見をいただきあ

りがとうございました。

研究会バイオビジネス部会と共催で開催し
ました。

★農業にマネジメントは確かに必要です。
▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

*******************

●●●●●●●● ●●●

参加者のご感想

ワーカーズ・ビンデンの

さくらんぼツアーに
参加しました！！

*******************
★農と農業を１つの農業政策でくくるのは

●●●●●●●● ●●●

無理ではないか。各先生の講演をお聞き

▲

して、強く感じました。喰える農業、基

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

幹的農業従事者が農業で充分経営が成り
「農の未来ネット」事務局

立つ政策の実現を期待したいと思いま

濱田 仁

す。
★三者三様の立場から、多面的な意見を聞

７月２日（土）～３日（日）、ワーカーズ・

く事が出来、大変、有意義なセミナーで

フェアビンデン主催のさくらんぼツアーに参

した。三名とも農業を活性化するという

加しました。このツアーは、山形県南陽市の

思いが充分に伝わってきました。私自身、

農業法人のんのん倶楽部のご協力により、消

中小企業診断士として、本日のセミナー

費者と生産者の交流を目的としたものです。

を聞き、農業の法人化を推進すべきとい

実はこのツアー、東日本大震災による影響

う思いに至りました。又、次回のセミナ

を個人的には不安に感じていました。仙台の

ーを期待しています。

友人から、四ヶ月近く経過しても生活に苦労
していると聞いていたこともあります。私た

★農をやりたい人はたくさんいらっしゃい
ますが、農業を行おうとする人が少ない

ちを迎えるにあたり、農家の方は苦労された
に違いありません。

のは、収入の問題が一番大きいと思いま

当日はツアー事務局を含め23名が参加。炎

す。生産額数千万の農家、法人がいるこ

天下の新宿をバスで早朝に出発しました。栃

とはもっとＰＲしてもいいと思います。

木県に入ると東北道の路面は凹凸が大きくな
り、屋根がブルーシートで覆われた家が多く

★もうかる農業の中身をもう少し聞きたか
った。品目でかなり違うとは思うが、米

見えはじめます。如何に今回の地震が規模の
大きなものであったか感じられました。
南陽市に予定時刻で到着すると、農家の皆

・麦・大豆と商品作目での違いなどで相

さんが明るい表情で出迎えてくださいました。

当パターンがあると思う。

そして早速サクランボの品評会がスタート。

★講師の嶋崎社長には関東農政局勤務の時

農家ごと15品が卓上に並べられ、色艶・甘み
などを採点していきます。評価は農家の方に
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直接伝わるということで参加したみなさんの

援のおかげで第３回総会を無事開催し、今年

表情は真剣です。今年のサクランボは色艶な

度の活動方針等を採択することができました。

ど文句のつけようがなく、とても美味しかっ

今年も、皆様のご支援により活動を進めて

たです。品評会の後は圃場へ移動。さくらん

まいります。その一環として、個人会員・団

ぼを楽しく収穫しました。

体会員を募集しておりますので、お知り合い

今回のツアーは昨年に続き私は２回目です
が、昨年私たちのボラバイト活動に興味を持

の方にもお声をかけて頂くとともに是非とも
ご加入下さい。
皆様のご入会を心より、おまちしておりま

っていただき、ご支援いただいた尾池さんに
も再びお会いでき、その後の活動について説

す。

明したり、ご意見をいただいたりなど有意義

個人会員：会費月 500 円（年間 6000 円）

なツアーとなりました。

団体会員：会費月 1000 年（年間費 12000 円 ）

品評会、さくらんぼ狩りの様子を写真でご
紹介します。

郵便振込：００１４０－０－４２８９０１
加入者名：田沼繁

●●●●●●●●●●●●●●

続々と農業問題に関する本
が出ています！！
～農業関連新刊本の紹介～
東日本大震災の復興や福島原発事故など
の対応に追われる政府は、環太平洋経済連
携協定（TPP）への参加を「先延ばし」を

【写真】さくらんぼの品評会

表明しているため、新聞でもＴＰＰ締結に
関する記事が一時期に比べ減っています。
しかし、政府はＴＰＰ参加を断念した訳で
はありません。それを裏付けるようにＴＰ
Ｐをはじめとする農業問題に関する新刊本
が続々と刊行されています。さらに、震災
復興の一環として「特区」設定の方向から、
さらなる農地制度「改正」の動きがでてく

【写真】圃場での試食

る可能性があります。ここに、最近刊行さ
れたＴＰＰや農地制度問題の農業関連新刊
本の一端をご紹介します。

農の未来ネット
会員のご案内

（＊定価は全て税別。説明のある本は全て
出版社からの紹介文及び帯より抜粋です。）

NPO 農の未来ネットは、６月に皆様のご支
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●●●●●●●●●●●●●●
環太平洋経済

■■■■■■■■■■■■■■
編集後記

問題研究会・農林中金総合研究所共

７月２日の「平成農業はオレがやる！」

● 『異常な契約
ーン
訳

TPPの仮面を剥ぐ』（ジェ

・ケルシー編著
農文協

のセミナーは無事に終わりました。この日

定価2600円）

「…「規制改革」の結果、人びとの暮らしが

は 、「原発ゼロをめざす７．２緊急行動」

むしろ悪化した、とする批判がニュージーラ

が明治公園で開かれました。東日本大震災

ンド国内で少なくなかった。が、かつて我が

から４カ月になろうという中で緊急行動

国でニュージーランドの改革を宣伝した人び

が、安斎育郎さん、飯田哲也さん、女優の

とはこうした問題点に口をつぐんでいるよう

市原悦子さん、根岸季衣さん、音楽評論家

に見える 。（中略）本書では、社会学や経済学

の湯川れい子さんらの呼びかけで開催さ

の立場から、重要な政策を自国で決定できな

れ、２万人が参加しました。私はセミナー

くなることがもたらす危険を警告している 。」

の準備に間に合うように短時間でしたが、
緊急行動の様子を見に明治公園に行きまし

● 『民主党農政１年の総合的検証－新基

た。ブース企画の福島原発事故被害者と連

本計画から戸別所得補償本対策へ』

帯する物産展でいくらかでも支援できれば

（梶井
担当

功編集代表

谷口信和編集

という思いでお弁当を購入しました。４カ

農林統計協会

定価2，400円）

月が過ぎても地震と津波の被害で避難生活
を続けている被災者、福島原発の放射能汚

● 『TPPは国を滅ぼす』（小倉正行著
島社

新書

宝

染で避難し、いつ自分の家に戻れるかわか

壊

農民など、東電福島原発による放射能汚染

定価667円）

「これがホントに『平成の開国』か！？

滅する農業、荒廃する国土、乱入する有害食
品、必要は医療が受けられない…

TPPの“

本当の怖さ”を誰も知らない！！」

● 『シリーズ地域の再生９

島本

富夫・橋詰登・安藤光義・田代洋一他
執筆

農文協

の実態が次々に明らかになっています。放
射能漏れの事故がいつ収束するのか、メド
がたっていません。ドイツやイタリアでは、
福島原発事故をきっかけに原発を廃止する

地域農業の再

生と農地制度』（原田純孝編著

らない被災者、農業を続けられなくなった

定価2600円）

「大震災を逆手にとったTPP推進と農地制度
改悪＝一般法人への農地所有権解禁の目論み
に大義はない。農地を守ることとむらを守る
ことの一体性を歴史と現代、地域の実践に学
び、多様な担い手による地域農業の展開を見

ことになりました。日本でも原発依存のエ
ネルギー政策を転換していくことが求めら
れており、その第一歩が原発ゼロをめざす
７．２緊急行動ではないかと思いました。
７月１３日には、菅首相が「脱原発依存社
会をめざす」と記者会見で述べましたが、
「原発ゼロ」をめざす国民的な取り組みが
求められていると痛感します。（西村）

■■■■■■■■■■■■■■

通す。」
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