
■平成 30年度 ＪＡ全青協ポリシーブック取り組み結果                

活動計画（Plan）および実行策（Do）： 

 

【Ｐ１ ＪＡの自己改革の実現に向けて】 

いつ どこで 誰が 何を どうやって 

６月１日 ＪＡ改革推進専門委員会 水野会長 

大会 組織協議案に対する意見書 

意見書提出および意見表明 

６月４日 ＪＡ全中水田農業対策委員会 今野副会長 

意見表明 ６月４日 ＪＡ全中畜産酪農対策委員会 谷副会長 

６月６日 ＪＡ改革推進委員会 飯野参与 

 

 

 

【Ｐ３ 国際自由貿易交渉について】 

いつ どこで 誰が 何を どうやって 

５月 22日 委員長・事務局合同会議 全青協執行部 農政をめぐる情勢 全中農政部から報告を受ける 

10月 30日 拡大合同会議 全青協執行部 国際貿易交渉をめぐる情勢 全中農政部から報告を受ける 

 

 

 

【Ｐ５ 農業政策全般】 

いつ どこで 誰が 何を どうやって 

10月 31日 農水省、議員会館 各県域委員長・会長 各県域要請文等 県別一斉要請活動 

 

 

 

 



【Ｐ10 水田農業について】 

いつ どこで 誰が 何を どうやって 

５月 24日 作目別専門部会 部会メンバー 水田情勢、現場実態 全中・全農担当者と意見交換 

７月６日 作目別専門部会 部会メンバー 水田情勢、現場実態 全中担当者と意見交換 

８月１日 全農資材事業研究会 
水野会長、谷副会長 

前本理事、岡本理事 
資材費低減 研究会で協議 

８月６日 農水省マッチングミーテイング 枝川理事 Iot等最新技術 展示会視察 

10月 31日 作目別専門部会 部会メンバー 水田情勢、現場実態 全中・全農担当者と意見交換 

12月７日 全農資材事業研究会 
水野会長、谷副会長 

前本理事、岡本理事 
資材費低減 研究会で協議 

３月 14日 農林水産省 部会メンバー 水田情勢、現場実態 農水担当者と意見交換 

 

 

【Ｐ12 青果について】 

いつ どこで 誰が 何を どうやって 

５月 24日 作目別専門部会 部会メンバー 青果情勢、現場実態 全中・全農担当者と意見交換 

７月６日 作目別専門部会 部会メンバー 青果情勢、現場実態 全中担当者と意見交換 

８月１日 全農資材事業研究会 
水野会長、谷副会長 

前本理事、岡本理事 
資材費低減 研究会で協議 

８月 22日 ＪＡビル 
杉山理事、岡本理事、 

前本理事 
種苗法の情勢（自家増殖） 全中担当者から説明 

10月 31日 作目別専門部会 部会メンバー 青果情勢、現場実態 全中・全農担当者と意見交換 

12月７日 全農資材事業研究会 
水野会長、谷副会長 

前本理事、岡本理事 
資材費低減 研究会で協議 

12月 21日 農水省マッチングミーテイング 岡本理事 Iot等最新技術 展示会視察 

１月７日 ゆめファーム全農 
杉山理事、岡本理事、 

前本理事 
栽培管理・青果物流通 施設視察 

３月 14日 農林水産省 部会メンバー 青果情勢、現場実態 農水担当者と意見交換 



【Ｐ13 畜産・酪農について】 

いつ どこで 誰が 何を どうやって 

５月 24日 作目別専門部会 部会メンバー 畜酪情勢、現場実態 全中・全農担当者と意見交換 

７月６日 作目別専門部会 部会メンバー 畜酪情勢、現場実態 全中担当者と意見交換 

10月 31日 作目別専門部会 部会メンバー 畜酪情勢、現場実態 全中・全農担当者と意見交換 

11月１日 
全農飼料畜産中央研究所 

全農家畜衛生研究所 

水野会長、谷副会長 

善積参与、飯野参与 
Iot等最新技術、家畜衛生対策 施設視察 

11月 22日 農水省マッチングミーテイング 谷副会長 Iot等最新技術 展示会視察 

２月 22日 農水省、議員会館 水野会長、谷副会長 豚コレラにかかる家畜衛生対策 要請書を提出 

３月 14日 農林水産省 部会メンバー 耕畜連携等 農水担当者と意見交換 

【Ｐ15 都市農業について】 

いつ どこで 誰が 何を どうやって 

５月 24日 作目別専門部会 部会メンバー 

都市農業 

国土交通省担当者と意見交換 

７月６日 作目別専門部会 部会メンバー 国土交通省担当者と意見交換 

９月 21日 農水省マッチングミーテイング 馬場理事 展示会視察 

10月 31日 作目別専門部会 部会メンバー 国土交通省担当者と意見交換 

３月 14日 農林水産省 部会メンバー 農水担当者と意見交換 

【Ｐ17 農業経営】 

いつ どこで 誰が 何を どうやって 

５月 23日 委員長・事務局合同会議 全農担当者 事業承継ブックの取り組み 取り組み報告 

８月１日 全農資材事業研究会 
水野会長、谷副会長 

前本理事、岡本理事 
資材費低減 研究会で協議 

11月 16日 全農ＴＡＣパワーアップ大会 
水野会長、杉山理事 

馬場理事 
現場ニーズの伝達 ＪＡ職員向けに研修実施 

12月７日 全農資材事業研究会 
水野会長、谷副会長 

前本理事、岡本理事 
資材費低減 研究会で協議 

２月 20日 ＪＡ全国青年大会 谷副会長 ＪＡ総合事業の理解 パネルディスカッション 

 



【P26 地域活性化】 

いつ どこで 誰が 何を どうやって 

８月 23日 農水省、議員会館 全青執行部 地域諸課題、農業政策等 要請・意見交換 

 

 

【P31 食と農の理解促進】 

いつ どこで 誰が 何を どうやって 

１月 28日 ＪＡビル 審査委員 
手づくり看板コンクール 

ポスターコンクール 
作品審査 

２月～３月 フェイスブック 全青協執行部 全青協ＰＲ 広告 

 

 

【P35 震災復興から飛躍へ】 

いつ どこで 誰が 何を どうやって 

９月 11日 全国ポリシーブック研修会 
全青協執行部、県域組

織委員長・会長、盟友 
ＪＡ福島みらい訪問・飯館村視察 

ＪＡ全青協遠藤元会長講演 

ＪＡ福島みらい取り組み報告 

 

 

【P37 青年組織強化】 

いつ どこで 誰が 何を どうやって 

７月５日 委員長・事務局合同会議 全青協執行部 組織数盟友数拡大運動 優良事例発表 表彰 

３月 13日 委員長・事務局合同会議 家の光協会 地上モデルＪＡ 取り組み結果報告 

 

 

以上 


