シンポジウム

プログラム
14：00 開会挨拶 杉浦 哲郎（日経調）
14：05 日経調の提言を振り返って
髙木 勇樹 氏（元農林水産事務次官・
特定非営利活動法人日本プロ農業総合支援機構 理事長：
日経調「食料産業調査研究委員会」委員長）
14：15 基調講演『日本農業の20年後を問う～新たな食料産業の構築に向けて～』
本間 正義 氏（西南学院大学経済学部 教授・東京大学名誉教授：
日経調「食料産業調査研究委員会」主査）
14：35 報告書「日本農業の20年後を問う～新たな食料産業の構築に向けて～」を読んで
金井
健 氏（全国農業協同組合中央会 常務理事）
山田 敏之 氏（公益社団法人日本農業法人協会 会長・
農業生産法人こと京都株式会社 代表取締役）
15：10 パネルディスカッション
『日本農業の現状と課題』
ﾊﾟﾈﾘｽﾄ ： 青山 浩子 氏（農業ジャーナリスト）
大泉 一貫 氏（宮城大学名誉教授）
金井
健 氏（全国農業協同組合中央会 常務理事）
髙木 勇樹 氏（元農林水産事務次官・
特定非営利活動法人日本プロ農業総合支援機構 理事長）
藤尾 益雄 氏（株式会社神明 代表取締役社長）
松本
武 氏（株式会社ファーム・アライアンス・マネジメント 代表取締役）
山田 敏之 氏（公益社団法人日本農業法人協会 会長・
農業生産法人こと京都株式会社 代表取締役）
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ： 本間 正義 氏（西南学院大学経済学部 教授・東京大学名誉教授）
16：40 質疑応答
16：59 閉会挨拶 杉浦 哲郎

日時
会場

主催

2017年 9月 28日

(木)
14:00～17:00 (13:30 開場)

TKP東京駅大手町カンファレンスセンター（22F）
東京都千代田区大手町1－8－1 KDDI大手町ビル
一般社団法人日本経済調査協議会

登壇者紹介
日経調「食料産業調査研究委員会」委員長
髙木 勇樹 氏
（元農林水産事務次官・
特定非営利活動法人日本プロ農業総合支援機構 理事長）
1966年 東京大学法学部卒業後、農林省に入省
食品流通局砂糖類課長、大臣官房企画室長などを経て、
食糧庁管理部長、畜産局長、大臣官房長、食糧庁長官などを歴任
1998年7月 農林水産事務次官、2001年1月退官
2002年1月 株式会社農林中金総合研究所理事長
2003年10月 農林漁業金融公庫総裁、2008年9月同公庫退任
2007年2月 ＮＰＯ法人日本プロ農業総合支援機構副理事長
2012年7月 ＮＰＯ法人日本プロ農業総合支援機構理事長

日経調「食料産業調査研究委員会」主査
本間 正義 氏
（西南学院大学経済学部 教授・東京大学名誉教授）
1974年3月 帯広畜産大学畜産学部卒業
1976年3月 東京大学大学院農学系研究科修士課程修了
1982年12月 米国アイオワ州立大学大学院経済学研究科博士課程修了
小樽商科大学商学部教授、成蹊大学経済学部教授等を経て
2003年1月 東京大学大学院農学生命科学研究科教授
2017年3月 東京大学を定年退職、同6月東京大学名誉教授
2017年4月 西南学院大学経済学部教授

パネリスト

（五十音順）

青山 浩子 氏
（農業ジャーナリスト）
愛知県岡崎市生まれ 京都外国語大学卒業
旅行会社、コンサルティング会社などを経て
１９９１年より、農業専門のジャーナリストとして活動を開始 生産現場での取材を中心に行う
著書に「農が変える食ビジネス」「強い農業をつくる」（ともに日本経済新聞出版社）、
共著に「2025年日本の農業ビジネス」（21世紀政策研究所編、講談社現代新書）などがある

大泉 一貫 氏
（宮城大学名誉教授）
宮城県生まれ 東京大学大学院修了 農学博士 専門は農業経営学
農業経営の成長を目指す農業改革や地域活性化の具体的スキームをつくり、
農業政策、地域政策等に関わる提言多数 農業の成長産業化を提唱
アベノミクス農政や農政改革等のブレーンを務めている
オランダ、ノルウェーと協力し、生産性の高い一次産業の構築に取り組む

登壇者紹介

金井 健 氏
（全国農業協同組合中央会

常務理事）

明治大学農学部農業経済学科卒業
1987年4月 全国農業協同組合中央会入会
畜産園芸対策部、農業対策部、農業基本対策部等を経て
2003年12月 食料農業対策部農業生産対策課長
基本農政対策部農業生産対策課長、農政部農政課長、農業対策部長等を経て
2014年8月 JA改革対策部総括部長
2015年5月 全国農業協同組合中央会常務理事

藤尾 益雄 氏
（株式会社神明

代表取締役社長）

1989年3月 株式会社神明入社
2000年6月 常務取締役・営業本部副本部長
2007年6月 代表取締役
現在、SHIMEI.U.S.A CORPORARION 会長、神明亞州有限公司 會長（会長）、
株式会社神明アグリイノベーション 代表取締役社長、元気寿司株式会社 取締役会長、
株式会社神明きっちん 取締役、株式会社神明ロジスティクス 取締役、
株式会社ウーケ 代表取締役社長、株式会社神明アグリ 代表取締役社長、
東果大阪株式会社 取締役会長、株式会社神戸まるかん 代表取締役会長を兼任

松本 武 氏
（株式会社ファーム・アライアンス・マネジメント
代表取締役）
1989年3月 熊本工業大学工学部応用微生物工学科卒業
旭化成工業株式会社医薬事業部勤務を経て
1995年11月 有限会社松本農園入社
取締役を経て
2012年3月 株式会社ファーム・アライアンス・マネジメント設立 代表取締役就任
グローバルＧＡＰサミット IN MADRID 第1回グローバルＧＡＰアワード受賞（2012年）
現在、有限会社松本農園 プロジェクトマネージャー、
グローバルＧＡＰナショナルテクニカルワーキンググループ委員を兼務

山田 敏之 氏
（公益社団法人日本農業法人協会 会長・
農業生産法人こと京都株式会社

代表取締役）

1983年 大阪学院大学商学部経営学科卒業後、約8年のアパレル企業勤務を経て就農
2002年 有限会社竹田の子守歌を設立し、2007年こと京都株式会社に組織変更を行う
2014年 こと日本株式会社、2015年にこと京野菜を設立。
2015年 九州大学大学院修士課程修了
現在、日本農業法人協会会長、日本食農連携機構理事、京都府農業経営者会議会長、
野菜流通カット協議会監事などを兼務
著書に『脱サラ就農、九条ネギで年商10億円』がある

日経調の調査研究活動
内外諸情勢の変化に応じ、経済・財政・金融・産業・企業・経営、さらには政治・社会・文化等にお
ける基礎的な問題を中長期的視点から研究テーマを取り上げ、特定の企業や団体の利害に縛られない公
平な立場から、最新の知見に基づいた分析研究と実践的な対応策を提示しています 。

調査報告書名

委員長名

所属

ソーシャルイノベーションとソーシャルビ
ジネス～ソーシャルビジネスが掘り起こす
社会の潜在ニーズと豊かな社会の創造～

日本農業の20年後を問う～新たな食料産
業の構築に向けて～

髙木勇樹

日本プロ農業総合支援機構
理事長

主査名

日本型イノベーションを起こすために企業
高橋恭平 昭和電工会長
トップのやるべきこと

これからの危機管理のかたち～地域・行
政・民間の連携（CCP）の実現に向けて～

発行年月

塚本一郎

明治大学経営学部教授

2017年6月

本間正義

西南学院大学経済学部
教授

2017年5月

（主査）
脇坂 明

学習院大学教授

次世代の経営人材が育つ企業社会に向けて

若者に伝えるべき公的年金保険の原理―彼
らの将来の生活の視点から―

所属

（副主査）
池田心豪

労働政策研究・研修機構
企業と雇用部門 副主任
研究員

（主査）
玉木伸介

大妻女子大学短期大学部
教授

全国労働者共済生活協同
（ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）
組合連合会共済計理人 参
畑 満
与
（主査）
元橋一之
（副主査）
吉本陽子

市川宏雄

東京大学大学院工学系研
究科附属レジリエンス工
学研究センター教授

2016年4月

2016年3月

2016年3月

三菱UFJリサーチ＆コンサ
ルティング主席研究員
明治大学専門職大学院長
公共政策大学院ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ研 2016年2月
究科長 教授

日経調は、１９６２年財界４団体（経済団体連合会・日本商工会議所・経済同友会・日本貿易会）の協賛を
得て任意団体として設立 50余年の歴史の中で積み上げてきた多数の調査研究、それを支えた膨大な人の
ネットワークをもとに、現状を変えたい、より優れた仕組みや状況を創りたいと考える企業・地域・個人を
支援しています。

お問い合わせ-------------------------------------------------------------------------「食料産業調査研究委員会」事務局 e-mail ： cjeri@nikkeicho.or.jp

