
Ⅰ 事業報告書 
 

Ａ 事業に関する事項 

平成 21年度は 3回の派遣事業、7回の受入事業及び 1項目の委託調査事業を実行し

た。 

 

Ⅰ 公益事業について 

 1）派遣事業 

ア、「江蘇省鎮江市中日韓農業発酵技術普及会」講師派遣 

 9 月 3 日から 6 日にかけて農山漁村文化協会と中国鎮江市関係機関が「江蘇省

鎮江市中日韓農業発酵技術普及会」を開催した。今回の普及会の目的は日中韓の

自然農業技術専門家の講演と交流を通じて、農業による環境汚染を減少させ、自

然循環型文明の実現を目ざし、農業の収益性を向上させ農民所得を向上させるこ

とであった。 

亜農交は日本側講師の連絡と派遣を担当した。 

訪中した専門家は以下の通りである。 

 

小祝政明 (株)ジャパンバイオファーム代表  

笹村 出 地場・旬・自給の NPO 法人「あしがら農の会」代表 

高橋丈夫 栃木県益子町養鶏経営   

中澤由幸 北海道穂別園芸経営  

中村義幸 鹿児島県高山町(有)えこふぁーむ社長 

永渕晴彦 佐賀県多久市ミカン経営 

 

イ、江蘇省鎮江市農業技術交流事業 

1月 27 日から 2 月 1日にかけて、鎮江市農業技術交流事業として松沼賢治氏・



  

 

永渕靖彦氏に訪中していただき、現地技術指導を行った。 

 これは、2007 年から事務局として関わってきた江蘇省鎮江市日本農業実用技術

普及会の参加講師による現地講演会及び技術指導活動の一環である。 

松沼氏にはキュウリの無加温促成栽培、永渕氏には果樹の防除・剪定について

現地の農家及び農業技術普及関係者と技術交流を行っていただいた。 

 

ウ、中国農科院麻類研究所麻マルチ開発事業訪中 

中国農業科学院麻類研究所の麻マルチ研究開発事業を支援するために、麻マル

チ防除添加剤技術開発者武川真美氏と張安明が、2 月 5 日から 9 日にかけて同研

究所を訪問した。 

今回は武川氏が中国農業科学院麻類研究所の招きに応じて日本の生分解性マル

チ開発及び使用状況を紹介し、同研究所の麻マルチ開発情況及びその原料となる

麻の産地を視察、今後の麻マルチ開発協力について協議した。 

 

 2）受入事業 

ア、江蘇省句容市戴荘村有機農業組合訪日視察団 

 江蘇省句容市は農山漁村文化協会と協力して作成した農業農村経済発展戦略計

画に基づいて農業振興を進めている。今回は同市有機農業組合の主要メンバーが

来日し、日本国内の有機農業実践農家や農業施設や直売所、その他の関連地域を

視察し、日本側と交流を行った。 

 訪日視察期間は 4月 3日から 12日まで。 

 今回の訪日メンバーは以下の通りである。 

 

李家斌 句容市戴荘村有機農業組合理事長 



  

 

劉偉忠 句容市戴荘村有機農業組合副理事長 

劉業祥 句容市戴荘村有機農業組合副理事長 

杜付海 句容市戴荘村有機農業組合技術者 

黄金利 句容市趙亜夫農産物専門合作連合社理事長 

王鵬程 鎮江市「京江晩報」記者 

趙亜夫 句容市戴荘村有機農業組合顧問 

 

イ、江蘇省鎮江市丹徒区農家堆肥作り訪日視察研修 

 江蘇省鎮江市丹徒区江心州地域の農民は、日本の土着菌利用実践農家松沼憲治

氏の指導下、堆肥作り技術の習得を進めている。今回は同地域から指導にあたっ

ている農業技術者と農家リーダーに訪日してもらい、松沼氏の農園で実際のハウ

ス園芸技術やぼかし肥作りの研修を受けてもらった。 

 訪日研修期間は 4月 12 日から 17日まで。 

 訪日メンバーは以下の通りである。 

 

杜祥林 鎮江市丹徒区江心農業普及センター主任 

耿業森 鎮江市丹徒区高橋鎮益平村村民委員会主任 

 

ウ、新疆農墾科学院農業機械訪日研修団 

 新疆農墾科学院は日本の農業機械設備の設計・製造技術及びその利用・運用技

術を取り入れ自身のレベルアップを図ろうとしている。具体的には果樹栽培機械、

温室ハウス関連機械、果実・野菜の加工機械のレベルアップである。日本国内に

はこの方面で中国進出を検討している農業機械メーカーもあり、亜農交はこの訪

日研修団を受け入れ、視察先関係団体への手配を行った。 



  

 

 訪日研修期間は 7月 23 日から 8月 6日まで。 

 訪日メンバーは以下の通りである。 

 

巩運清 新疆農墾科学院弁公室主任、上級技師 

賈首星 同農業機械研究所所長、研究員 

李亜雄 同農業機械研究所副所長、研究員 

湯智輝 同農業機械研究所研究員補 

陳学庚 新疆科神農業装備科学技術開発有限会社社長 

元新疆農墾科学院農業機械研究所所長 

温浩軍 新疆科神農業装備科学技術開発有限会社研究員補 

李景慧(女性) 新疆農墾科学院科学研究管理処上級農業技師 

 

エ、鎮江市農業科学研究所・江蘇省農業科学院合同訪日視察団 

 10 月 7日から 10 月 12 日まで、鎮江市農業科学研究所・江蘇省農業科学院合同

訪日視察団を張安明が案内した。視察団は、東京滞在中に千葉県松戸市の梨栽培

農家や千葉大学園芸学部の果樹試験場などを視察した。 

視察団のメンバーは以下の通りである。 

 

常有宏 江蘇省農業科学院副院長 

王才林 江蘇省農業科学院 

李国平 鎮江市農業科学研究所副所長 

 

オ、鎮江市経済貿易訪日視察団 

 10 月 12 日から 10 月 14 日まで、鎮江市経済貿易訪日視察団を張安明が一部案



  

 

内をした。視察団の主たる目的は東京港港湾施設の視察と川崎重工との商談であ

った。 

視察団のメンバーは以下の通りである。 

 

陳建設 鎮江市人民政府副市長 

高国成 鎮江市港湾管理局局長 

孫乾貴 揚中市人民政府市長 

許徳成 鎮江市外事弁公室処長 

 

カ、江蘇省句容市日本農業技術訪日視察団 

 10 月 27 日から 11 月 2日まで、江蘇省句容市日本農業技術訪日視察団を受け入

れた。視察団は日本の農協組織や観光農業について学ぶために、静岡県牧の原茶

園、神奈川県笹村農鶏園、JA かながわ西湘農産物直売場、JA 甘楽富岡の選果・

出荷・直売施設などを視察した。亜農交は視察先関係団体への手配を行った。 

視察団のメンバーは以下の通り。 

 

尹衛東 句容市人民政府市長 

張徳軍 江蘇省茅山風景区管理委員会主任 

趙亜夫 鎮江市農業科学研究所研究員 

汪 玲 句容市政府接待弁公室主任 

梁 亮 句容市政府弁公室副主任 

陳一江 句容市農業局局長 

陳武生 句容市ラジオテレビ局党組書記 

周奇恒 句容市天王鎮党委員会書記 



  

 

王 涛 句容市白兎鎮鎮長 

紀文華 句容市郭荘鎮鎮長 

査兆娣 句容市後白鎮鎮長 

高志祥 句容市茅山鎮鎮長 

方栄富 江蘇宝華観光開発有限会社会長 

 

キ、中国農業科学院麻類研究所訪日視察団 

12 月 6日から 12 月 16 日にかけて、中国農業科学院麻類研究所訪日視察団を受

け入れた。視察団は、環境保全型麻マルチの研究開発のために、本州及び北海道

のマルチ利用現状を視察した。また視察期間中に麻マルチ防除添加剤技術開発者

の武川真美氏と技術協力契約を結ぶために協議を行った。亜農交は視察先関係団

体への手配を行った。 

視察団のメンバーは以下の通りである。 

 

王朝雲 中国農業科学院麻類研究所副所長、研究員 

呂江南 中国農業科学院麻類研究所副処長、副研究員 

易永鍵 中国農業科学院麻類研究所助理研究員 

李 懋 中国農業科学院麻類研究所研究実習員 

 

 

Ⅱ 収益事業について 

 1）委託調査事業 

ア、中国茶園防霜ファン導入事業 

2005 年以来、農文協は中国における茶園防霜ファン導入に協力するための調



  

 

査活動や防霜ファン製造企業との交渉を続けてきた。 

2007 年 10 月 18 日、農文協とフルタ電機株式会社との間で「茶園防霜ファン

中国導入事業協力業務」委託契約書が交わされ、12月 19 日には農文協と亜農交

の間に同事業の業務委託契約書が正式に交わされた。 

今年度は、6 回にわたってフルタ電機株式会社担当者と張安明が江蘇省鎮江

市、浙江省湖州市などを訪問し、茶業行政担当部門、茶園、研究所(茶業試験場)

などの現地調査を行った。 



  

 

Ⅰ 事業計画書 
 

 

平成２２年度は、新公益法人制度に対応するために、以下のように事業を整理し再

編成する。 

公益部門事業の派遣事業と受入事業を統合して、公益認定法第２条第４号別表１５

「国際相互理解の促進及び開発途上国にある海外の地域に対する経済協力」を主目的

とする農業技術交流事業とし、これを公益部門事業とする。 

収益部門事業を受託調査事業（農業関連企業団体のための海外調査及びその広報的

事業）と業務支援事業（農業関連企業団体の事業をサポートする語学講習、翻訳・通

訳、視察ガイドなどの事業）の二事業とする。 

その上で、賛助会員を増加させるとともに収益部門事業の収益性を向上させること

によって安定的な公益部門事業の実施を実現する。 

また、次年度以降の職員一名採用を準備する。 

 

【公益部門】 

１、農業技術交流事業 

①鎮江市戴庄村有機農業技術訪日視察団 

(社)農山漁村文化協会（以下農文協）と中国江蘇省句容市が両国の専門家に要

請して作成した「江蘇省句容市農業農村発展戦略計画」（2006 年）に基づいて、

これまで日本側専門家の派遣、中国側視察団の受け入れを行ってきた。今年度も

中国側視察団を受け入れる。 

②農文協創立７０周年記念シンポジウム・亜農交創立５０周年「東アジア型農業・

農村農家の発展のための交流と団結（仮）」 

同シンポジウムを農文協と共催で、６月５日に東京で開く。広く参加者を募る。 



  

 

③堆肥技術交流・果樹技術交流 

これまで農文協、中国鎮江市と共同開催してきた農業技術普及会を土台として、

参加した日本側専門家に単独で訪中現地指導をお願いしてきた。今年度も堆肥技

術、果樹技術の専門家に現地指導をお願いする。 

④JA-IT 研究会参加農協等に呼びかける訪中視察団 

当協会今村理事長が代表を努める JA-IT 研究会参加農協等に広く呼びかけ、中

国の野菜生産と流通に関する現地視察を実施する。これは JAの中国農業への理解

を高めてもらうと同時に、日本国内業務加工用野菜への対応を強化することが目

的である。 

⑤江蘇省広域巡回農業技術指導 

江蘇省科学技術協会が企画する日本現代農業技術交流団を組織し、第１回目の

省内巡回指導を行う。将来的には、これを江蘇農林職業学院での集中講座へと発

展させる。 

⑥中国農業視察団（茶技術を中心に） 

農文協発行の雑誌「現代農業」読者などに広く呼びかけ、中国農業視察団を組

織する。熊本などの茶農家からの要望がある中国釜炒り茶技術の視察団を中心に

実行する。 

⑦北京の若手博士会と中国農村発展計画共同作成について検討 

農文協が行ってきた河北省鹿泉市、江蘇省句容市の農村発展計画を引き継ぎ、

中国県鎮レベルの農村発展計画作成を北京の若手博士会の専門家と検討する。 

⑧農協研究訪日視察団 

中国側の農協への関心に応えて、日本の農協を研究視察する訪日団を呼びかけ、

受け入れる。 

 



  

 

【収益部門】 

１、受託調査事業 

①茶園防霜ファン中国普及調査 

前年度まで収益部門事業として継続してきた茶園防霜ファンの中国普及調査事

業を継続する。 

②中国農科院麻類研究所と連携した麻マルチ開発技術交流 

日本側専門家の協力を組織して、中国麻類研究所が研究開発している麻を使用

した農業用マルチを実用可能な段階にまで発展させる。日中双方での普及の可能

性を調査する。 

③日中農業資材メーカーの相互交流 

現在、中国農業は日本の農業資材の多くを必要としている。日本側農業資材メ

ーカーと中国側メーカー、農家との交流を計画する。 

④江蘇省農業資材商談会訪中団 

③との関連で、同商談会に参加を希望する日本側資材メーカーを組織する。 

⑤有機質肥料・堆肥中国普及調査 

日本の有機質肥料・堆肥製品の中国普及調査事業を行う。 

⑤農業資材広告斡旋事業 

③の事業を実行する手段の一つとして、中国の農業雑誌への日本資材メーカー

の広告掲載や、その斡旋を行う。 

農文協が江蘇省や山東省の要請を受けて計画している、「現代農業」抄訳の新

聞掲載に協力する。 

 

２、業務支援事業 

①語学講師派遣・視察ガイド派遣・通訳及び翻訳 



  

 

受託調査事業の過程で、あるいは他団体の交流事業において、語学の研修、視

察ガイド、通訳・翻訳業務の支援を有償で行う。 

 


