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令和 2年度事業実施カレンダー 

2020  実施項目 

4月  

5月  

6月  

7月 
 
 

8月 
 

9月  

10月 
 

  

11月 

 

 

 

 

●7.27 事業推進委員会（第 1回） 
 

●9.29 事業推進委員会（第 2回） 

●9.11 日系農業者等連携強化会議（第 1回） 

●11.11/11.25/12.9 農産物の付加価値向上セミナー 

●9.24マテ茶害虫対策セミナー 
 

●10.8 農村観光（研修生活動事例）セミナー 
 

●10.28 果樹栽培への移行セミナー 

●11.20 堆肥作り（ぼかし）セミナー 

●11.6 中南米部会 

●8 月～１月 新型コロナウイルスのフードバリューチェーン
への影響調査（ブラジル） 

●7月～9月 アンケート調査の実施 
 

●4.24 事業開始 
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12月  

2021  実施項目 

1月  

2月  

3月  

●(後期) 日系農業者・団体等に関するデータベースの更新 

●2.17  事業推進委員会（第 3回） 
 

●2.10 日系農業者等連携強化会議（第 2回） 

●1.27～1.29/2.3～2.5 ビジネス交流等の実施 
 

●12.1 農産物直売所の運営セミナー 

●12.17 果樹栽培技術セミナー 

●12.11/12.22 商品パッケージ改善セミナー 

●1.6 観光農園の運営セミナー 

●1.8 規格外農産物による地域活性化セミナー 
 
 

●12.4 農産物のオンライン販売セミナー 

●1.13 果樹栽培への灌水施肥セミナー 
 
 

●1.29 コールドチェーン分科会 
 

●(後期) ブラジル及びパラグアイの日系農業者の生産実態調査等の実施 

●(後期) 南米におけるスマート農業調査 

●(後期) 日本食調査 

●(後期) ブラジルの米事情調査 

●3.3 ICT分科会 
 

●2.19/2.25/2.26/3.1 ウェビナー 
 

●(後期）オンラインによる交流広場（プラットフォーム）の開設等 

●3.4 日本と事業対象国の交流・協力の強化を図るための会議の開催 
ブラジル・アルゼンチン 

●3.12 事業終了 
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オンラインセミナー参加 
若手日系農業者等の育成研修 

日系農業者団体女性部の女性活躍推進研修 
専門家の派遣等による事業対象国での補完研修 

590名 

数字で見る令和 2年度事業 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

日系農業者等連携強化会議参加 

175 名 

 

ブラジル 

64% 
(29 団体) アルゼンチン 

7% (3団体) 

パラグアイ 16% 
(7団体) 

ペルー 
4% (2団体) 

コロンビア 
2% (1団体) メキシコ 

2% (1団体) 

日系農業者・団体データベース 
45団体 

 

中南米の日系農業者等との 
ビジネスに関心を示した企業 

19 社 

分
野 

  土壌改良剤、植物活性剤、食品輸入、野菜種子、 
農業道具、食品乾燥機、燻炭製造装置、 
ドローン、穀物水分測定器、電子製品 ODM、 
レトルト加工、日本酒、そば 
 

アルゼンチン 
6% (11人) 

ウルグアイ 
1% (1人) 

パラグアイ 14% 
(25人) 

ブラジル 

58% 
102 人 

ボリビア 
6% (11人) 

ペルー 
9% (15人) 

コロンビア 
5% (8人) 

メキシコ 
1% (2人) 

ペルー 
4% (25人) 

ブラジル 

67% 
394 人 

アルゼンチン 
7% (42人) 

パラグアイ 
7% (42人) 

ボリビア 
6% (33人) 

コロンビア 
2% (9人) 

メキシコ 
3% (20人) 

その他 1% 
 (ウルグアイ 2 人、ドミニカ共和国
1人、日本 1人) 

不明 
4%(21人) 



4 

 

事業参加者の声 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

コロナ禍の中でも、中南米の農業者と意
見や知識を共有することで発展できる
素晴らしい取組です。 

中南米にいる日系人の
繋がりが強化 

 身の回りにある宝物を
再発見 
商品に付加価値を与えることで、廃棄さ
れるものを有効活用し、新しいビジネス
のチャンスが生まれる可能性があるこ
とを知りました。 

中南米の農産物や加工品を日本に販売

していく経路や日本側の規制について
学び、日本企業とのビジネスに結び付け
ていきたいです。 

 

中南米から日本へ輸出
する方法を探りたい 

 

 
 



 

 

略語表 

略語 日本語訳 原語正式名称 

ABGJ ブラジル日本食協会 Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa 
ACBJ ブラジル国ラーモス日伯文化協会 Associação Cultural Brasil-Japão (Nucleo Celso 

Ramos,Frei Rogerio) 
ACENIBRA ブラジル国サンフランシスコバレー文

化スポーツ協会 
Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira do 
Médio São Francisco  

ADESC ブラジル農協婦人部連合会 Associação Cultural dos Departamentos de Senhoras 
Cooperativistas 

APAE ペルー国エスキベル農畜産物生産者協
会 

Asociación de Productores Agropecuarios de Esquivel 

APJ ペルー日系人協会 Asociacion Peruano Japonesa 
APPC ブラジル国 APPC 農協／サンパウロ州

柿生産者組合 
Cooperativa Agroindustrial APPC / 
 Associação Paulista Produtores de Caqui 

APROBARE ブラジル国バストス地域鶏卵生産者協
会 

Associação dos Produtores de Ovos de Bastos e Região 

Bunkyo ブラジル日本文化福祉協会（文協） Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de 
Assitência Social 

CACB ブラジル国カッポンボニート農協 Cooperativa Agrícola de Capão Bonito 
CAICA パラグアイ国コルメナアスンセーナ農

協 
Cooperativa Agro-Industrial Colmena Asuncena  

CAICO ボリビア国コロニアオキナワ農協 Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias Okinawa  
CAISP ブラジル国イビウナ農協 Cooperativa Agropecuária de Ibiúna 
CAISY ボリビア国サンフアン農協 Cooperatriva Agropecuaria Integral San Juan de 

Yapacani 
CAMTA トメアス農協 Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu 
CAMVA ブラジル国バルゼアアレグレ農協 Cooperativa Agrícola Mista da Várzea Alegre 
CASBSMA ブラジル国南伯サンミゲールアルカン

ジョ農協 
Cooperativa Agrícola Sul Brasil de São Miguel Arcanjo 

CASM ブラジル国スルミナス農協 Cooperativa Agrícola Sul de Minas 
Ceagesp サンパウロ中央卸売場 Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São 

Paulo 
Cetapar パラグアイ農牧総合試験場 Centro Tecnológico Agropecuario del Paraguay 
COAG ブラジル国グアタパラ農協 Cooperativa Agrícola de Guatapará 
COANA ブラジル国ノバアリアンサ農協 Cooperativa Agrícola Nova Aliança 
Coopacer ブラジル国セラードブラジレイロ農協 Cooperativa de Agronegócios do Cerrado Brasileiro  
COOPADAP ブラジル国アルトパラナイーバ農協 Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaiba 
COOPARR ブラジル国レジストロ地域農協 Cooperativa dos Produtores Agrícolas de 

Registro e Região 
COOPATRANS ブラジル国トランスアマゾニカ農協 Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica 
Cooperponta ブラジル国ポンタグロセンセ農協 Cooperativa Agrícola Pontagrossense 
Copasul ブラジル国スルマットグロセンセ農協 Cooperativa Agrícola Sul MatoGrossense 
CRSG ブラジル国サンゴタルド地域協議会 Conselho da Região de São Gotardo 
Ecoflor アルゼンチン国エコフロール花卉農協 Establecimientos Cooperativos Floricolas Ltda 
Embrapa ブラジル農牧研究公社 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
GFVC グローバル・フードバリューチェーン Global Food Value Chain 
IPTDA-JATAK ブラジル国 JATAK 農業技術普及交流

センター 
Instituto de Pesquisa Técnicas e Difusão Agropecuária 
da JATAK 

PMC 事業運営会 Project Management Committee 
Mercoflor アルゼンチン国メルコフロール花卉生

産者組合 
Cooperativa de Productores de Flores y Plantas 
Mercoflor ltd 

SANJO ブラジル国サンジョアキン農協 Cooperativa Agrícola de São Joaquim 
SINPRIZ ブラジル国サンタイザベル・サントア

ントニオドタウア組合 
Sindicato dos Produtores Rurais de Santa Izabel do 
Pará e Santo Antônio do Tauá 

SRMC ブラジル国モジダスクルーゼス農村組
合 

Sindicato Rural de Mogi das Cruzes 

UNICASTRO ブラジル国ウニオンカストレンセ農協 Cooperativa Agrícola União Castrense Ltda. 
UNIFRUTA ブラジル国ラーモス果樹生産者地域連

合 
União Regional dos Produtores de Fruta  
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【１】事業内容 
1(1) 事業名 

令和 2 年度中南米日系農業者等との連携交流・ビジネス創出委託事業 

 
1(2) 事業目的 

１ 現在、中南米諸国には約 210 万人の日系人が在住している。近年では、現地の日系社会の中心世

代は二世から三世へと移り変わり、世代交代により日系人のアイデンティティが薄れ、その連帯が

低下することによる日本との交流の希薄化が懸念されている。しかしながら、一方では、若い世代

の日系人から日本の先進的産業に関心が寄せられている。 
２ 約 190 万人の日系人が在住しているブラジルは、世界の食料市場における一大供給国であり、日

本にとっても食料安全保障上、重要な国であること等から、良好な二国間関係を維持・強化する必

要がある。 
３ このため、本事業は、日本との間で移住協定が締結されたブラジル、アルゼンチン、パラグアイ

及びボリビアに加え、中南米諸国のうちブラジルに次いで多くの日系人が在住するペルー（以下「事

業対象国」という。）を対象に、①日系農業者等との連携強化、②研修・交流事業、③日本の地方

企業と日系農業者等とのビジネス交流促進、④日本と事業対象国の交流・協力の強化を図るための

会議開催等を行い、これらを通じ、日本と中南米の農業・食産業関係者の連携強化、日本企業の中

南米におけるビジネス創出や日系農業者等との連携、日本の農林水産物・食品の輸出促進を図るこ

とを目的とする。 
 
1(3) 事業履行期間 

令和 2 年 4 月 24 日から令和 3 年 3 月 12 日まで 
 
1(4) 事業内容 

1. 事業推進委員会の開催 
2. 日系農業者等連携強化会議の開催 
3. 研修事業 

(1) 若手農業者等の育成研修 
(2) 日系農業者団体女性部の女性活躍推進研修 
(3) 専門家の派遣等による事業対象国での補完研修の実施 
(4) 過年度事業の研修修了生の動向調査 

4. 日本の企業と日系農業者等のビジネス交流促進 
(1) ビジネス交流等の実施 
(2) 日系農業者・団体等に関するデータベースの更新 
(3) ブラジル及びパラグアイの日系農業者の生産実態調査等の実施 
(4) その他必要な調査の実施 

5. 日本と事業対象国の交流・協力の強化を図るための会議の開催等 
(1) アンケート調査の実施 
(2) 中南米部会の開催 
(3) 分野別分科会の開催 
(4) オンラインによる交流広場（プラットフォーム）の開設等 
(5) 日本と事業対象国の交流・協力の強化を図るための会議の開催 
(6) 会議概要の作成等  
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1(5) 事業運営基本方針 

 本事業を運営していく上での基本方針を、本事業の目的及び過年度事業との連続性を考慮し下記の 3
点とした。 

(1) ビジネス創出のため各業務を連携 

(2) 若手リーダーを積極的に活用した事業対象国間での連携強化 

(3) これまでのビジネスマッチングのフォローアップ 
 
1(6) 事業実施体制 

 事業実施体制は、日本とブラジルの 2 か所に事務局を設置し、日本・中南米間及び事業対象国間の

意思疎通のスピードアップと円滑な運営を図った。東京に設置する事務局は、事業全体の実施責任部

局とし、農林水産省大臣官房国際部新興地域グループとの連絡・報告窓口とした。業務従事者には、

事業対象国の農業者団体との信頼関係を持つ、過年度事業の経験者を配置した。 
 また、事業対象国側の実情・要望に沿った事業運営とするため、過年度事業の研修生を中心とした

グループである J-AGRO の代表メンバーを中南米各国の日系農業者団体の代表者と位置づけ、日系農

業者等連携強化会議や研修事業の実施にあたって、意見聴取を行いながら事業を実施した。 
さらに、中南米の在外公館や JICA 在外事務所、日本側では在京大使館や JETRO 等の公的機関に

も協力を仰ぎ、事業対象 5 か国以外の日系農業者も取り込むなど、広範な事業運営を行った。 

【事務局】 
中央開発株式会社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農林水産省 
大臣官房国際部 
新興地域グループ 

事業推進委員会 
（有識者・学識経験者 5 名） 

 指示          報告 

 

中南米 

 
【事務局本部：東京】 

 
【中南米事務局：サンパウロ】 

日本 

中南米日系農業者団体 
在外公館 

（農務アタッシェ） 

在京大使館 

JICA 
在外事務所 

J-AGRO 
（過年度事業の 
研修生グループ） 

JETRO 等公的機関 
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【２】事業実績 

事業実績一覧 

実施項目 場所 参加者 期間 

1 事業推進委員会 

 第 1 回  オンライン 15 名 令和 2 年 7 月 27 日 

第 2 回 東京 12 名 令和 2 年 9 月 29 日 

第 3 回 オンライン 14 名 令和 3 年 2 月 17 日 

22 日系農業者等連携強化会議 

 第 1 回 オンライン 91 名 令和 2 年 9 月 11 日 

第 2 回 オンライン 84 名 令和 3 年 2 月 10 日 

3 研修事業 

(1) 若手日系農業者等の育成研修 

①農産物の付加価値向上 日本 81 名 [1] 令和 2 年 11 月 11 日 
[2] 令和 2 年 11 月 25 日 
[3] 令和 2 年 12 月 9 日 

②農産物直売所の運営 日本 30 名 令和 2 年 12月 1 日  

③果樹栽培技術 日本 39 名 令和 2 年 12月 17 日  

④観光農園の運営 日本 33 名 令和 3 年 1 月 6 日   

(2) 日系農業者団体女性部の女性活躍推進研修 

⑤商品パッケージ改善 日本 85 名 [1] 令和 2 年 12 月 11 日 
[2] 令和 2 年 12 月 22 日 

⑥規格外農産物による地域活性化 日本 34 名 令和 3 年 1 月 8 日   

(3) 専門家の派遣等による事業対象国での補完研修 

⑦マテ茶害虫対策 ブラジル 29 名 令和 2 年 9 月 24 日  

⑧農村観光（研修生活動事例） ブラジル 48 名 令和 2 年 10月 8 日 

⑨果樹栽培への移行 ブラジル 52 名 令和 2 年 10月 28 日 

⑩堆肥作り（ぼかし） ブラジル 49 名 令和 2 年 11月 20 日   

⑪農産物のオンライン販売 ブラジル 16 名 令和 2 年 12月 4 日  

⑫果樹栽培への灌水施肥 ブラジル 94 名 令和 3 年 1 月 13 日 

(4) 過年度事業の研修修了生の動向調査 事業対象国 139 名 令和 3 年 2 月 

4 日本の企業と日系農業者等のビジネス交流促進 

(1) ビジネス交流等の実施 日本 12 社 令和 3 年 1 月 27 日～29 日 
令和 3 年 2 月 3 日～5 日 

(2) 日系農業者・団体等に関するデータベースの更新 事業対象国 45 団体 令和 2 年 12 月～令和 3年 3 月 

(3) ブラジル及びパラグアイの日系農業者の生産実態
調査等の実施 

ブラジル・ 
パラグアイ 

- 令和 2 年 12 月～令和 3 月 

(4) その他必要な調査の実施 
 

①新型コロナウイルスのフードバリューチェーン
への影響調査（ブラジル） 

ブラジル - 令和 2 年 8 月～令和 3 年 1 月 

②南米におけるスマート農業調査 事業対象国 - 令和 2 年 12 月～令和 3年 3 月 

③日本食調査 ブラジル - 令和 2 年 12 月～令和 3年 3 月 

④ブラジルの米事情調査 ブラジル - 令和 2 年 12 月～令和 3年 1 月 
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5 日本と事業対象国の交流・協力の強化を図るための会議の開催等 

(1) アンケート調査の実施 日本 89 団体 令和 2 年 7 月～9 月 

(2) 中南米部会の開催 日本 256 名 令和 2 年 11月 6 日 

(3) 分野別分科会の開催 

①コールドチェーン分科会 日本 11 名 令和 3 年 1 月 29 日 

②農業 ICT 分科会 日本 124 名 令和 3 年 3 月 3 日 

③ウェビナー 日本 延べ 215名 令和 3 年 2 月 19 日、25 日、 
26 日、3 月 1 日 

(4) オンラインによる交流広場（プラットフォーム）
の開設等 

日本 - 令和 2 年 10 月～令和 3年 3 月 

(5) 日本と事業対象国の交流・協力の強化を図るため
の会議の開催 

日本 
ブラジル 

アルゼンチン 

- 令和 3 年 3 月 4 日 

(6) 会議概要の作成等 - - - 
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1. 事業推進委員会の開催 

事業の円滑かつ効果的な実施を確保するため、有識者による事業推進委員会を開催する。 

 

事業推進委員会 

事業の実施方針の検討や中南米日系農業者等が抱える課題解決の検討等を行うため、事業対象国の日系農

業者等、中南米地域の農業、中南米全体の地域政治経済社会の情勢、日本の食産業及びその海外ビジネス形

成、スマート農業等最新の農業技術・ビジネスに精通した委員を以下の通り選定し、委員会を 3 回開催した。 
 

No. 氏名 所属・役職 人選の理由 
1 田中 久義 

（議長） 
農林中金総合研究所 客員研究員 中南米で農協強化に取り組んだ経験を有し、農業組

織の活性化や農業金融に関して幅広い知見を有し

ている。委員を 7 年務め、前年度事業ではブラジル

での連携強化会議に出席し、本事業の目的・流れを

十分に把握している。 
2 山田 隆一 東京農業大学 国際食料情報学

部 教授 
農林水産省、国際農林水産業研究センターJIRCAS
に在籍し、その間に農業経済、農業経営の専門家と

して国際熱帯農業センターCIAT へ出向、JICA 専

門家を含めた国際協力に長年携わった。またスマー

ト農業の知見も有し、中南米農業経営の将来的な方

向性について助言を得られる。 
3 筒井 茂樹 

 
日伯農業開発株式会社(CAMPO)
諮問委員、 
日本ブラジル中央協会顧問 

元伊藤忠ブラジル会社社長であり、ブラジル滞在歴

25 年以上の経験を持つ。ブラジルを中心とした農

業ビジネスに関する知見、経験及び人脈を豊富に持

ち、現在もブラジル CAMPO 社の諮問委員として

農業ビジネスに関わり、民間企業の視点から助言を

得られる。 
4 竹下 幸治郎 拓殖大学 国際学部准教授 日本貿易振興機構（JETRO）にてブラジル・チリ

駐在、中南米経済の調査や戦略部門での業務に携わ

った。ラテンアメリカ、特に南米経済、企業経営戦

略、通商政策などを専門とし、スマート農業を含め

たブラジルのスタートアップ企業の状況に詳しい。

農業ビジネスに関する助言を得られる。 
5 吉田 憲 国際協力機構(JICA) 

中南米部部長 
国際協力及び中南米の日系社会、研修事業、また最

近では日本と中南米とのビジネス創出事業にも指

導的立場で携わっておられ、本事業の方向性、内容

について助言が得られる。 
 

回 日程 場所 参加者 
第 1 回 令和 2 年 7 月 27 日 オンライン 

（農林水産省・事務局は新橋会議室） 
18 名 

第 2 回 令和 2 年 9 月 29 日 農林水産省国際部第 2 会議室 12 名 
第 3 回 令和 3 年 2 月 17 日 オンライン 14 名 

 
開催概要及び実施結果を以下に示す。議事録の詳細は別冊の事業実施報告書資料編に記載する。 
 
(1) 第 1回事業推進委員会 

1) 基本情報 

日程 令和 2 年 7 月 27 日（月）13:00～15:00 
場所 委員：オンライン（Zoom）、農林水産省・事務局：TKP 新橋カンファレンスセンター 
参加者 委員 5 名、農水省 7 名、事務局 3 名 計 15 名 
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内容 1) 過年度事業の実績と課題（事務局） 
2) 今年度事業の方向性と各事業の実施内容及び方法（事務局） 
3) 日本と事業対象国の交流・協力の強化を図るための会議の開催等（農林水産省） 

 
2) 参加者 

No. 氏名 所属・役職 
1 田中 久義（議長） 農林中金総合研究所 客員研究員 
2 山田 隆一 東京農業大学 国際食料情報学部 教授 
3 筒井 茂樹 日伯農業開発株式会社 諮問委員、日本ブラジル中央協会 顧問 
4 竹下 幸治郎 拓殖大学 国際学部 准教授 
5 吉田 憲 国際協力機構 中南米部 部長 
6 小島 裕章 農林水産省 大臣官房国際部 新興地域グループ長 参事官 
7 櫻井 健二 農林水産省 大臣官房国際部 新興地域グループ 国際調整官 
8 南部 浩志 農林水産省 大臣官房国際部 新興地域グループ 国際専門官 
9 米窪 紫帆 農林水産省 大臣官房国際部 新興地域グループ 国際専門職 

10 原嶋 優衣 農林水産省 大臣官房国際部 新興地域グループ 
11 新名 清志 農林水産省 大臣官房国際部 新興地域グループ 行政専門員 
12 林 瑞穂 農林水産省 農林水産政策研究所 主任研究官 
13 松尾 有紀 中央開発株式会社 海外事業部 業務部長 
14 山口 達朗 中央開発株式会社 海外事業部 部長・ブラジル事務所長 
15 余川 達郎 中央開発株式会社 海外事業部 課長 

 

   
委員会の様子(1)                 委員会の様子(2) 

 
3) 議事要旨 

【過年度事業の説明】 
 今年度事業は第2フェーズ（5年間）の3年目にあたり、平成31年度にはペルーが事業対象国に加わ

った。連携強化会議や研修を通して、各国の日系農業者の交流が進み、連携が高まっている。 
 第1フェーズ前半では主に南米から日本への輸出がキーワードになっていたが、それが徐々に日本

企業の南米展開をサポートする方向に変わってきている。 
 平成31年度は農林水産省でのアグリビジネスセミナーを2度開催し、訪日研修生と南米に関心のあ

る企業計8社と日系農業者の意見交換を図った。さらに展示会や企業訪問を行うなど、ビジネスマ

ッチングを積極的に行い、成果として鮮度保持包装資材、ぶどう用はさみ、土壌改良剤、農業機

械の4件で実際にビジネスとして成立した。 
 事業ウェブサイトでは事業情報を日本語・ポルトガル語・スペイン語の3言語で掲載し、日系農業

者・団体に関するデータベースを公開している。 
 研修生OB会であるJ-AGROという組織でウェブサイトの制作をし、研修の成果をまとめたレポー

トを共有している。 

【本年度事業概要の説明】 

 新型コロナウイルスの拡大で渡航が困難な状況であるため、会議や研修、ビジネス交流について

も、オンラインで実施する。 
 参加人数の制限は定めず、本邦研修に参加できない仕様であったペルーも含めて事業対象国5か国

から参加してもらう。 
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 ブラジル及びパラグアイの日系農業者の生産実態調査等に加えて、スマート農業や新型コロナウ

イルスの農業分野への影響調査を行う。 
 グローバル・フードバリューチェーン協議会メンバーを対象に、中南米地域に関心のある企業に

声掛けし、中南米部会を設置する。さらに少人数での分科会を開催し、意見交換や交流を進める。 

【事業全体の進め方への意見】 

 ブラジル及びパラグアイの日系農業者の生産実態調査などの調査結果をウェブサイト等で公開し

ていくことが必要。 
 J-AGROを研修生の同窓会としてだけではなく、専門家等も取り込んでアクセスできるような形に

したほうがより活用法が膨らむ。また先進的なスマート農業の紹介など。 
 中南米日系農業者等との連携交流ということで、南米であればチリ・ウルグアイ、中米であれば

ドミニカ共和国やメキシコの日系農業者も取り込んではどうか。 
 農研機構には技術面も農業経営でも非常にすぐれた研究者がいて、経営管理の手法やマーケティ

ングでも研究が進んでおり、研修等で活用したらよい。 

【ビジネス交流への意見】 

 この事業の目標であるビジネスマッチングの具体的な案件が出てきたことは一つの成果である。 
 ビジネスマッチングにおいては参加者個人の観点という傾向があるが、組織としての観点を取り

込むことで、より大きな規模の取引に繋げられるのではないか。 
 日系の農業団体のデータベースは非常に精緻にできている。ビジネスマッチングでは双方で情報

を共有することが大事であるため、南米向けに日本企業の技術・製品を知らせるような資料があ

るとよい。 
 スマート農業に関してJETROもブラジルを中心にスタートアップの振興をやっていて、グローバ

ル・アクセラレーション・ハブができており、協力を求めることもできるのではないか。 
 連携交流・ビジネス創出として少しずつ形になっているという印象。ビジネスマッチングの事例

が増えていくようにやっていく必要があり、JETROのマッチングサイトなどで、モノがあるとい

うことを伝えていくのが重要。 
 

(2) 第 2回事業推進委員会 

1) 基本情報 

日程 令和 2 年 9 月 29 日（火）10:00～12:00 
場所 農林水産省国際部第 2 会議室 
参加者 委員 4 名、農水省 5 名、事務局 3 名 計 12 名 
内容 1) 第 1 回日系農業者等連携強化会議 

2) 研修（オンラインセミナー）概要 
3) 事業対象国他からの要望・意見 
4) 初回研修結果_マテ茶害虫対策 
5) 第 1 回日系農業者等連携強化会議フォローアップ 

 
2) 参加者 

No. 氏名 所属・役職 
1 田中 久義（議長） 農林中金総合研究所 客員研究員 
2 山田 隆一 東京農業大学 国際食料情報学部 教授 
3 筒井 茂樹（欠席） 日伯農業開発株式会社 諮問委員、日本ブラジル中央協会 顧問 
4 竹下 幸治郎 拓殖大学 国際学部 准教授 
5 吉田 憲 国際協力機構 中南米部 部長 
6 小島 裕章 農林水産省 大臣官房国際部 新興地域グループ長 参事官 
7 櫻井 健二 農林水産省 大臣官房国際部 新興地域グループ 国際調整官 
8 南部 浩志 農林水産省 大臣官房国際部 新興地域グループ 国際専門官 
9 米窪 紫帆 農林水産省 大臣官房国際部 新興地域グループ 国際専門職 
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10 原嶋 優衣 農林水産省 大臣官房国際部 新興地域グループ 
11 松尾 有紀 中央開発株式会社 海外事業部 業務部長 
12 山口 達朗 中央開発株式会社 海外事業部 部長・ブラジル事務所長 
13 余川 達郎 中央開発株式会社 海外事業部 課長 
 

  
委員会の様子(1)                                    委員会の様子(2) 

 
3) 議事要旨 

【第1回日系農業者等連携強化会議の報告】 
 第1回日系農業者等連携強化会議には事業対象5か国に加えて、他の中南米5か国がオブザーバー参

加し、135名が参加。事業対象国から近況報告（COVID-19の農業への影響と対応）、事務局から

研修を中心とした事業の内容説明を行い、意見交換を行った。 
 研修事業で予定されているオンラインセミナー11テーマの説明を事務局から説明した。具体的に

は、農産物の付加価値向上、土壌改良（堆肥作り）、道の駅（農産物直売所）の運営、観光農園の

運営、規格外農産物による地域活性化、商品パッケージ改善、マテ茶害虫対策、農村観光（研修

生活動事例）、果樹栽培への移行、堆肥作り（ぼかし）、オンライン農産物販売など。 
 意見交換では、研修テーマとして、灌水施肥（ファーティゲーション）、アグリバイオ（微生物・

昆虫を活用した農業）、土壌改良、農産物の加工などの提案があった。さらにビジネス創出のため、

日本企業情報をウェブサイトで紹介してマッチングに繋げたらよいのではという意見があった。 
 連携強化会議のフォローアップとして、オンラインでの意見交換会を行うことを検討中。 

【GFVC中南米部会構想の発表】 
 グローバル・フードバリューチェーンのスキームの中に官民合同の中南米部会の設置し、食産業

の中南米におけるビジネス展開を政府として支援する。 
 スマート農業関係、ブラジルの穀物関係、輸出の規制・制度、日系社会との連携、日本食の普及

といったテーマで少人数の意見交換の場を設け、さらに並行してWebを使ったオンライン交流広

場を設ける。 

【研修事業への意見】 

 オンライン開催によって参加国が増えたことからも、今後は通常の会議開催に加えて、オンライ

ン参加があるような仕組みを検討してもよいのではないか。 
 セミナーの録画をオンデマンドのコンテンツにすると、好きな時間にアクセスしたい人がアクセ

スできるといったメリットもあるのではないか。 
 講師や参加者に了解を取り付けてセミナー後にも活用できるようにしたらよいのではと考える。 
 セミナー参加者数はさらに増やしていくことを目指していかないといけない。さらにセミナーか

らビジネス創出に繋げていくことも事業としては考えていかなくてはならない。 
 農産物のオンライン販売について、ネーミングによる販売量増加など様々な事例があると思うの

で、日本側からの選定をしてみることもいかがかと考える。 
 研修テーマに地域活性化が目立っている。日本で蓄積されている地域活性化の経験を中南米に役

立てることができるのではないかと考える。 
 JICAは今年度、訪日研修はやらず、来年度以降にオンラインでの実施を検討している。プロジェ

クト報告を行った際には数千人規模で参加があった。 
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【ビジネス交流への意見】 

 農家が使っている農機具、農薬、栽培方法などのコンテンツを中南米側から発信してもらうのは

どうか。日本側から自社技術を提案できるのではないか。 
 ビジネスマッチングにおいては、隠されたニーズというのをどう把握するかが重要。日本企業は

ニーズを掘り起こす能力は高い。ニーズを作り出していくことも含めて、マッチングを考えたら

よいのではないか。 
 ビジネスマッチングのニーズ把握のため、現地側で足を運べる人に日系農業者団体を訪問しても

らい、フィードバックしてもらう仕組みを取り入れてもよいのではないか。 

【その他の意見】 

 中南米部会の設置はJETROが始めたグローバル・アクセラレーション・ハブというスタートアッ

プを支援するための仕組みと符合する動きだと思われる。既存の規制・制度改善のテーマも含め

ると面白いのではないか。また同じ会社でも本社側と現地側をそれぞれ参加させると本音の意見

が出てくるのではないか。 
 日系農業者の方々に支援の取組をすることで、コロナで困っている彼らに対して何らかのメッセ

ージを出せれば、もっと魅力的な事業になるのではと思う。 
 
(3) 第 3回事業推進委員会 

1) 基本情報 

日程 令和 3 年 2 月 17 日（水）14:00～16:00 
場所 委員：オンライン（Zoom） 
参加者 委員 4 名、農水省 7 名、事務局 3 名 計 14 名 
内容 1) 本年度事業実施結果（事務局） 

2) 第 2 回日系農業者等連携強化会議（事務局） 
3) 次年度事業の方向性（農林水産省） 

 
2) 参加者 

No. 氏名 所属・役職 
1 田中 久義（議長） 農林中金総合研究所 客員研究員 
2 山田 隆一 東京農業大学 国際食料情報学部 教授 
3 筒井 茂樹（欠席） 日伯農業開発株式会社 諮問委員、日本ブラジル中央協会 顧問 
4 竹下 幸治郎 拓殖大学 国際学部 准教授 
5 吉田 憲 国際協力機構 中南米部 部長 
6 小島 裕章 農林水産省 大臣官房国際部 新興地域グループ長 参事官 
7 櫻井 健二 農林水産省 大臣官房国際部 新興地域グループ 国際調整官 
8 南部 浩志 農林水産省 大臣官房国際部 新興地域グループ 国際専門官 
9 米窪 紫帆 農林水産省 大臣官房国際部 新興地域グループ 国際専門職 

10 原嶋 優衣 農林水産省 大臣官房国際部 新興地域グループ 
11 新名 清志 農林水産省 大臣官房国際部 新興地域グループ 行政専門員 
12 林 瑞穂 農林水産省 農林水産政策研究所 主任研究官 
13 松尾 有紀 中央開発株式会社 海外事業部 業務部長 
14 山口 達朗 中央開発株式会社 海外事業部 部長・ブラジル事務所長 
15 余川 達郎 中央開発株式会社 海外事業部 課長 

 
3) 議事要旨 

【事業実施結果の報告】 
 研修事業としてオンラインセミナーを合計12コース実施した。日本側では、農産物の付加価値向

上、農産物直売所の運営、果樹栽培技術、商品パッケージ改善、観光農園の運営、規格外農産物

による地域活性化、中南米側ではマテ茶害虫対策、農村観光、果樹栽培への移行、堆肥作り（ぼ

かし）、農産物のオンライン販売、果樹栽培の灌水施肥という12のコース。特に農産物の付加価値
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向上、商品パッケージ改善、果樹栽培の灌水施肥のコースに関心が高く参加者が多かった。 
 ビジネス交流として12社のオンライン商談会を実施した。土壌改良剤、食品乾燥機、農業資材・

道具などの企業が参加した。特に日系農業者から関心が高かったのが中南米食品を日本に輸入す

る企業。 
 中南米部会を11月に開催し、さらに分科会・ウェビナーを2月下旬～3月に行う。 
 その他の取組として、日系農業者団体に関するデータベース更新、竹下委員提案の写真ギャラリ

ーページの製作、ブラジルおよびパラグアイの日系農業者の生産実態調査、南米におけるスマー

ト農業調査、新型コロナウイルスの影響調査、日本食調査、ブラジルのコメ事情調査、など。 
 ブラジルのコメ事情調査はサンパウロを中心に、コメの消費動向、輸出入の状況、産地、パック

ライスの販売状況などを調査した結果をまとめた。 

【第2回日系農業者等連携強化会議】 
 2月10日に開催し、コロンビアやメキシコからも参加して、日系農業者84名が参加した。 
 研修事業（オンラインセミナー）に関して、時間帯に合わせて参加できる、非常に参考になった

という声が上がったと共に、今後の要望として日本市場進出に必要な情報、カイゼン・5Sのよう

な管理手法についての発言が上がった。 
 ビジネス交流については、このような情報交換を通して有益なビジネスが実現することを願う、

一度の商談会で終わるのではなくフォローアップがあれば良い、中南米側からも商品を販売して

いきたい、という声が上がった。 

【事業実施結果への意見】 
 コロナ禍が禍（わざわい）ではないと感じるくらいに、今年度事業をうまく実施することができ

たという印象。 
 南米に今ベトナム産の日本米が輸入されているということで、富裕層向けの日本米の輸出の可能

性を追求していいのではと考える。 
 ビジネス商談会等いくつかのイベントに参加し、非常に具体的かつ、日本それから中南米の方の

要望を踏まえながらしっかり事業が組み立てられている、事業推進委員会で出された意見が事業

運営に反映されているという印象を持った。日本の農業と競合しないような形での、日本の消費

者のニーズに応じた農産物の輸入については差し支えないという農林水産省のスタンスを踏まえ

た上で、事業のアイデアを出していきたい。 
 ブラジルの米調査や日系農業者の生態実態調査等は公表できる部分について、日本の農業関係の

方々が読む新聞・メディアなどに公開し、一人でも多くの人に見ていただいて関心をもってもら

ったら良いのではないかと思う。 

【次年度事業構想の発表】 
 来年度についても基本的には今年度と同じようにオンラインをベースに、事業対象国を5カ国に絞

らず、中南米地域でこの事業を展開していく。 
 新しい要素として、中南米とつながりが深い地方公共団体・公共機関等を含めた中南米の連絡協

議会を日本国内に設置することを検討している。それにより、事業の取組の周知、あるいは輸出

促進につながる枠組みとする。 
 日本企業の関心を中南米の日系農業者の方に発信するのと合わせて、中南米の日系農業者の方か

ら日本側に発信するという、双方向の形を検討する。 
 中南米部会の中で、輸出促進やコールドチェーン構築、穀物などの分野別の分科会の開催、さら

にウェビナーの開催を行い、中南米に関する関心を高める。 
 輸出促進につながる調査を行う。具体的には、食の実態調査、日本食販売の情報、日本食品・食

材に対する中南米消費者の趣向性調査、スマート農業の実態調査、穀物インフラの情報収集など。 

【次年度事業への意見】 

ネットワーク強化 
 中南米の日系農業者の連携交流という柱では、J-AGROのように研修生同士がネットワークを作り
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始めていてこの事業の大きな財産となっている。 
 中南米側の提案・要望を受けてセミナーを実践するという形を組み込んでいくというスタンスも

必要である。さらに中南米側の講師・企業のネットワークを作っていくことも重要。 
ビジネスマッチング戦略 
 中南米の日系農業者の方々は、どちらかといえば個人としてのニーズに基づいて要望を出してい

ることが多いが、今後はさらに組織してのニーズをどう織り込んでいくのか、組織をどう増やし

ていくのかが次年度の課題になる。 
 ビジネスマッチングは、今後は最後のアクションに至るきっかけ、購買行動に踏み切る要素にな

るものをこの事業でどう取り組んでいくのかが課題になる。 
 日本企業が中南米と連携してお互いwin-winになるというのが狙いではあると思うが、日本の農業

の活性化を心に留めることが大事であり、そのように考えていると感じた。 
 中南米には6億人が住んでいて、日系の方は200万人のみであるが、6億人のマーケットを狙うため

にまず入りやすい日系の方をエントリーにして、それを日本の企業の方、農業の方と関係付けて、

広げていく戦略がある。 
他機関との連携 
 相手国から日本への輸出は、ブラジルであればブラジルの輸出振興局も巻き込むとよいのではな

いか。 
 JETROやJICAのような機関と連携しながらしつこく事業を進めていくことが重要。例えば日本の

自治体の農業試験場の農業技師をJICA制度で派遣し、そこの出身母体の自治体や企業とつなげる

という全体の絵を、この事業で描いて架け橋としてこの事業が機能すればいい。 
日本食の普及 
 日本食普及は現地食材を使うこともよいが、差別化された商品（例えば特別な餌をもとにした卵、

うどん専用の麦や小麦粉、ラーメン専用のラー麦など）の輸出など、日本でとれた農産物による

日本食の普及が非常に望ましいやり方であると考える。 
 JETROでは日本食の調査を行っているが、日本食材の現地側での趣向・評価をまとめたレポート

は日系企業からの評価が高く、来年度に行う調査の中では企業のフォーカスグループを交えて行

うとよいのではないか。 
 日系人が現地で同じものを作っている場合は日本食品の日本からの輸出はすごく難しく、逆にチ

リのような日系人がいない国では売り上げが数倍になるということもあり、実際に日本の食品関

係の企業を事業に取り組む場合は非常にセンシティブにやらなければいけない。 
情報発信 
 中南米の方々が日本向けに何かを輸出したい場合、日本の流通サイドはパッケージについてどの

ようなことを考えているか、マッチングの際には情報提供することが求められる。 
 今回商談会に出た企業で機械関係の企業もあったが、実際に技術を模倣されるケースは中南米な

どであるため、中南米の知財に関する情報を知らせる必要がある。さらに制度情報のインプット

も企業向けにやっていいのではないか。 
 ビジネスマッチングの広報について、スタートアップ企業はSNSを活用することが多いため、SNS

で情報を拡散するのはどうか。また例えばドローンは農業のためだけの技術ではなく農業にも活

用できるという技術であるという点から、農業だけでなくもう少し幅を広げることはできないか。 
 現在制作している写真・動画のウェブページに加えて、中南米ではこんなものを使っている、こ

んなやり方をしているという情報発信があると、より使えるものになるのではと思う。 
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2. 日系農業者等連携強化会議の開催 

事業対象国の日系農業者等の連携強化を図るため、日系農業者等連携強化会議を開催する。 

 
日系農業者等連携強化会議 

事業対象国の日系農業者等が抱える課題の抽出、課題解決のための意見交換・情報共有・議論を行うため、

事業対象国 5 か国の日系農業者等からの出席者により、日系農業者等連携強化会議を以下の通り実施した。 
 

回 日程 場所 参加者 
第 1 回 令和 2 年 9 月 11 日 オンライン方式 91 名 
第 2 回 令和 3 年 2 月 10 日 オンライン方式 84 名 

 
開催概要及び実施結果を以下に示す。議事録や参加者の詳細は別冊の事業実施報告書資料編に記載する。 

 
(1) 第 1回日系農業者等連携強化会議 

1) 基本情報 

日程 令和 2 年 9 月 11 日（金）8:00-10:15 
場所 オンライン方式（ZOOM） 
参加国 ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ボリビア、ペルー 

（オブザーバー：チリ、ウルグアイ、コロンビア、メキシコ、ドミニカ共） 
参加者 日系農業者：合計 91 名（ブラジル 55 名、アルゼンチン 6 名、パラグアイ 9 名、ボリビア

6 名、ペルー12 名、コロンビア 3 名） 
関係機関：合計 44 名（農林水産省、事業推進委員会、在外公館、JICA 等）         

内容 1) 事業対象国近況報告 
2) 事業内容説明 
3) 意見交換 

言語 日本語・ポルトガル語（スペイン語）逐次通訳 
 
2) 参加者 

ブラジル(55) APPC 農協(2)、Jacto 社(1)、JATAK 農業技術普及交流センター(1)、Legado e Família 社

(1)、SEBRAE 中小企業支援サービス(1)、SEDAP 農牧漁業開発局(1)、Soberana 農場(1)、
Tres Irmãos 農場(1)、アグロバレー(1)、イビウナ農協(1)、イビウナ農村組合(1)、ウニオンカ

ストレンセ農協(2)、カッポンボニート農協(2)、サンゴタルド地域協議会(1)、サンジョアキ

ン農協(3)、サンタイザベル・サントアントニオドタウア組合(1)、セラードブラジレイロ農

協(1)、スルマットグロセンセ農協(1)、スルミナス農協(1)、トメアス農協(1)、南伯グランデ

サンパウロ農協(1)、南伯サンミゲールアルカンジョ農協(1)、南伯ピラールドスル農協(1)、
ノバアリアンサ農協(1)、バストス地域鶏卵生産者協会(4)、バルゼアアレグレ農協(1)、ブラ

ジル日本食協会(2)、ブラジル日本文化福祉協会(1)、ブラジル日本文化福祉協会農村委員会

(1)、ブラジル農協婦人部連合会(3)、プロミソン日伯文化体育協会プロミソン日伯協会(1)、
ポンテプロンタ社(1)、モジダスクルーゼス農村組合(6)、山本喜善司賞委員会(1)、ラーモス

文化協会(1)、レジストロ地域農業生産者協同組合(2)、ロライマ日伯協会(2) 
アルゼンチン(6) エコフロール花卉農協(1)、ハルディンアメリカ生産者組合(4)、メルコフロール花卉生産者

組合(1) 
パラグアイ(9) Agrosato 社(1)、コルメナアスンセーナ農協(1)、パラグアイ日系農協中央会(1)、パラグアイ

農牧総合試験場(1)、ピラポ農協(2)、ピラポ日会婦人部(3) 
ボリビア(6) コロニアオキナワ農協(4)、サンフアン農協(2) 
ペルー(12) エスキベル農畜産物生産者協会(3)、フクダグループコンソーシアム(2)、ペルー日本食協会

(3)、ペルー日系人協会カニェテ(1)、ペルー日系人協会リマ(2)、南ペルーブルーベリー社(1) 
コロンビア(3) Ricaurte Tanaka e Hijos 社(1)、フルーツアンデス(2) 
関係機関(44) 農林水産省(5)、事業推進委員会(2) 

在外公館（ブラジル大使館、サンパウロ総領事館、アルゼンチン、パラグアイ、ボリビア、

ペルー、コロンビア、メキシコ、ドミニカ共和国、ウルグアイ、チリ）(13) 
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JICA（ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ボリビア、ペルー、メキシコ、ドミニカ共

和国、ウルグアイ）(24) 
 
3) 議事要旨 

【事業対象国近況報告】 
 事業対象国6組織から、COVID-19の影響と対応、その他の状況について近況報告を行った。 
 カッポンボニート農協（ブラジル） 
 ノバアリアンサ農協（ブラジル） 
 ハルディンアメリカ生産者組合（アルゼンチン） 
 コルメナアスンセーナ農協（パラグアイ） 
 コロニアオキナワ農協（ボリビア） 
 エスキベル農畜産物生産者協会（ペルー） 

【事業内容の説明】 
 COVID-19感染拡大のため、今年度は各事業オンライン方式で実施。オンラインにより、事業対象

国以外のラテンアメリカ諸国より、日系農業者、在外公館、JICAが参加。 
 本年度事業で実施する、1)事業推進委員会、2)日系農業者等連携強化会議、3)研修事業、4)ビジネ

ス交流促進、5)日本と事業対象国の会議の開催、及び本邦研修参加者によるグループJ-AGROで経

験共有のためのウェブサイトを制作していることについて説明した。 
 研修はオンラインによるセミナー形式で行い、参加に関しては特に制限を設けないこと、セミナ

ーテーマとして計画している11コース（農産物の付加価値向上、土壌改良、農産物直売所の運営、

観光農園の運営、規格外農産物による地域活性化、商品パッケージ改善、マテ茶害虫対策、農村

観光、果樹栽培への移行、堆肥作り、農産物のオンライン販売）について説明した。 

【意見交換】 
活動紹介 
 ブラジルのパラナ州で行われているスタートアップ企業によって行われている農業イノベーショ

ン活動の紹介。若者のアグリビジネスへの参入の関心が非常に高まっている。 
 ブラジル日本食協会（ABGJ）の紹介。ブラジルにおける日本食レストランの支援を行っており、

ジャパン・フードトラックというブラジル全国をフードトラックで巡回し、和食の作り方の指導、

普及活動を行うプロジェクトも企画している。 
 ペルー日本食協会の活動内容紹介。ガストロノミーフェアで日本食品、農産物の販売や食文化の

紹介を消費者に対して行った。生産者に対して新たな技術、高付加価値化の仕組み等についてサ

ポートしたいと考えている。 
セミナーテーマ 
 「世代交代の課題」が提案され、そのテーマの講師として想定している人物が紹介された。 
 ブラジル、コロンビア、パラグアイの参加者から「灌水施肥（ファーティゲーション）」の提案。 
 「アグリバイオ（微生物・昆虫を活用した農業：Agricultura Biologica）」の提案。 
 市場へのアクセス、卸売業者存在の弊害、農産物の地理的表示（GI）の知財登録、へ取り組むた

めの手立てとしての「有機農業」がセミナーのテーマとして提案された。 
その他 

 コロンビアよりSPS（衛生植物検疫措置）についての質問があり、コロンビア政府との検疫協議

が必要である旨、農林水産省より説明。 
 農業ビジネス創出のため、日本側企業データベースがあれば、商品を紹介したい企業側と買い手

側を繋ぐことができるのではないか。 
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会議の様子(1)                                               会議の様子(2) 

 
(2) 第 2回日系農業者等連携強化会議 

1) 基本情報 

日時 令和 3 年 2 月 10 日（水）8:00-10:00 
方法 オンライン形式（ZOOM） 
参加国 ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ボリビア、ペルー、コロンビア、メキシコ 
参加者 日系農業者：合計 84 名（ブラジル 47 名、アルゼンチン 5 名、パラグアイ 16 名、ボリビ

ア 5 名、ペルー3 名、コロンビア 5 名、メキシコ 2 名、ウルグアイ 1 名） 
関係機関：合計 20 名（農林水産省、事業推進委員会、在外公館、在京大使館、JICA 等）       

内容 1) 事業実施結果報告 
2) 意見交換（今年度事業、次年度以降） 

言語 日本語・ポルトガル語・スペイン語同時通訳 
 
2) 参加者 

ブラジル(47) ABJICA(1)、ACENPRO(1)、APPC 農協(1)、CEAGESP(1)、Fitotropia(1)、JATAK 農業技

術普及交流センター(1)、Kamino 農場(1)、MFT Consultoria em Agronegócios(1)、NG 
Shiitake(1)、Nishimori fruticulture(1)、Tres Irmãos 農場(1)、イビウナ農協(1)、ウニオン

カストレンセ農協(1)、カッポンボニート農協(3)、カネカサウスアメリカレプレゼンタティブ

(1)、国立エネルギー学校(1)、スルマットグロセンセ農協(1)、スルミナス農協(1)、サンヴェル

ジェ食品飲料加工販売(1)、サンタエルシリア・ホールディング(1)、サンパウロ州農業局(1)、サンパ

ウロ大学鉱物土壌研究(1)、サンフランシスコ川中流域日伯文化体育協会(2)、セラードブラジレ

イロ農協(1)、トメアス農協(1)、トメアス文化農業振興協会(1)、農業供給局サンパウロ州農業

技術課(1)、バストス地域鶏卵生産者協会(2)、バルゼアアレグレ農協(2)、ビトゥルナマテ茶協

会(1)、兵庫県ブラジル事務所(1)、ヒラガミグループ(1)、ブラジル日本文化福祉協会(3)、ブ

ラジル農協婦人部連合会(1)、モジダスクルーゼス農村組合(1)、ラーモス文化協会(2)、レジス

トロ日伯文化協会(1)、ロライマ日伯協会(2) 
アルゼンチン(5) エコフロール花卉農協(1)、社会開発庁(1)、ハルディンアメリカ生産者組合(2)、メルコフロー

ル花卉生産者組合(1)  
パラグアイ(16) JOM S.A.(1)、イグアス日本人会婦人会(1)、イグアス農協(2)、コルメナアスンセーナ農協(4)、

全パラグアイ日系婦人団体連絡協議会(1)、パラグアイ日系農協中央会(1)、パラグアイ農牧総

合試験場(1)、ピラポ農業協同組合(4)、ラパス農協(1) 
ボリビア(5) コロニアオキナワ農協(2)、サンフアン農協(3) 
ペルー(3) エスキベル農畜産物生産者協会(3) 
コロンビア(5) Asociacion Colombo Japonesa(1)、Bioagro(1)、Ricaurte Tanaka e Hijos 社(1)、自営業(1)、

フルーツアンデス(1) 
メキシコ(2) iAgroS 社(1)、元 JICA (1) 
ウルグアイ(1) ウルグアイ ORT 大学(1) 
関係機関(20) 農林水産省(10)、事業推進委員会(2) 

在外公館（ブラジル大使館、サンパウロ総領事館、パラグアイ大使館、ボリビア大使館、ペ

ルー大使館）(6)、在東京ブラジル大使館(1) 
JICA(1) 
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3) 議事要旨 

【事業実施結果報告】 
 オンラインでの連携強化会議、12コースのセミナー、12社とのビジネス交流を実施した。 
 セミナーは日本側6、中南米側6、合計12コースを9月から1月の期間に次の順に実施した。1.マテ

茶害虫対策、2.農村観光、3.果樹栽培への移行、4.農産物の付加価値向上、5.堆肥作り（ぼかし）、

6. 農産物直売所の運営、7.農産物のオンライン販売、8.果樹栽培技術、9.商品パッケージ改善、10.
観光農園の運営、11.規格外農産物による地域活性化、12.果樹栽培への灌水施肥。 

 ビジネス交流（オンライン商談会）は応募企業18社から選考し、12社に1月～2月の2週に渡って実

施した。 
 各団体から収集している農業現場の写真・動画を掲載するギャラリーページを制作し、日本企業

が中南米におけるビジネスニーズを発掘できるようにすることを目指す。 

【意見交換】 
研修事業（セミナー） 
 収益向上のために、野菜から果樹栽培への移行を考えているためセミナーはとても参考になった、

農産物の付加価値向上セミナー講義を聞きパラグアイでもできることがたくさんあるのではと感

じた、オンラインセミナーは難しい点もあるとは思うが、時間帯に合わせて我々も参加できるの

がよかった、といった感想が上がった。 
 セミナーで得た知識を元に農村観光やぼかし作りを始めた、有機農業に特化した商品の認証を連

邦政府当局に申請した、他の参加者との知識や経験・課題の共有はとても参考になる、コロナが

収束したら、他の参加国を訪問して事例を見て学びたいという積極的な声が聞かれた。 
 セミナーの設定については、テーマをより専門的な内容にした方がよい、これまでのセミナーの

中から選んだテーマを継続的に取り上げて、より専門的にしたらどうかという提案があった。 
 日本市場進出に必要な衛生管理、各種認証等、流通販売など、日本市場に進出するための道筋に

ついて知りたいという意見が上がった。 
 録画されているセミナーや会議の動画をたとえ短期間でも公開して参加できなかった人たちもア

クセスできるようにしたら良いと思う。 
 企業が導入しているカイゼン、5S等の管理手法を農場経営にも導入するためのセミナーを実施し

てほしい。或いは、農業における継続的改善も興味深いテーマである。日本への輸出を目指すの

であれば、我々は商品のみならず、経営管理能力を向上する必要があると思う。 
ビジネス交流（商談会） 
 貿易の面だけではなく、様々な知識、経験、技術、イノベーション、生産手法等を中南米と日本

間で共有することが重要だと考えている。それぞれの国ならではの強みがあるのでそれらを共有

したい。 
 今後もこのような情報交換を通して、双方にとって有益なビジネスが実現することを願っている。 
 商談会では、後日話し合いの場を設けるなどのフォローアップがあればより良いのではないか。 
 日本側が中南米諸国にどのような商品を求めているのか明確にしてもらいたい。例えば「果物」

また、「果物の中でもある特定の種類」というように明示してもらえれば、それぞれの生産者が事

前に準備でき、より充実した商談会になる。 
 ブラジル、パラグアイ、アルゼンチンなどの近郊地域で、例えば多くの生産者が興味を示してい

る商品の場合、共同で購入することができればコストを下げることができるのではないか。 
 中南米側からも商品を販売したいので、株式会社イマイのような企業に中南米から商品を紹介で

きる機会をもらえたらありがたい。 
事業全体 
 他の国の人と話すことが課題解決の糸口となるためこのような機会は非常にありがたい、他の参

加国の日系農業者の方々は長年農業組合や協会等の組織を運営しているので参考にしたい、

J-AGROのウェブサイトに掲載されている過去の研修生OBの投稿によってそれぞれの研修生がた

くさん学んでいることを知ることができた、という声が上がった。 
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【総括】 
事業推進委員会 
 初めて日本人が中南米に移住し始めて50年100年たった今、日系農業者間の信頼関係を構築するこ

とが大切。 
 オンラインであればより多くの方がよりフラットな形で事業に参加することができる。数人だけ

がセミナー等に参加するのではなく、誰でも参加できるようにフラットな形でやっていくことが

重要である一方で、ビジネスはアイデア勝負なので、SNS等を活用して様々な話し合いを何度も

重ねることが大切。 
 農業は国や地域ごとに気候等の違いはあれど、皆様が抱えている課題等の共通点も多いので、

J-AGROや同窓会のような場を活用してどんどん意見交換をしていって欲しい。 
農林水産省 
 情報交換をして横のつながりが強化する、研修を一定期間受けられるような体制を検討したい。 
 より多くの人にこの事業を知ってもらいたいので、日本国内、また中南米でも積極的に宣伝をし

ていただき、日本との交流を強化してほしい。 
 

  
事業実施結果報告 

 

  
意見交換の様子 

 

   
中南米各国からの参加の様子 
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3. 研修事業 
 若手日系農業者等及び日系農業者団体女性部員を対象に研修を実施する。 
 研修を補完する上で必要がある場合、事業対象国を対象に専門家による研修等を実施する。 
 過年度事業の成果等の評価・分析等に資するため、過年度事業の研修修了生の動向調査を行う。 

 
若手日系農業者等の育成研修、日系農業者団体女性部の女性活躍推進研修、専門家の派遣等による事業対

象国での補完研修を全体で 12 コース、オンライン方式により実施した。セミナー全体の実施方法を以下に

示すと共に、各研修の実施結果についてはそれぞれ 3(1)、3(2)、3(3)に記載する。 
 

1) 研修内容決定 

a. 世界各地での新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、国を越えた移動が困難となり、これまで

のような中南米からの本邦研修、および日本人専門家派遣による研修が困難となったことから、オンラ

インで実施可能なセミナーを開催することとなった。 
b. 第 1 回日系農業者等連携強化会議（令和 2 年 9 月 11 日）に先立ち、事務局からセミナーテーマについて

中南米の日系農業者に聞き取りを行い、上がってきた候補の中から 11 のコースを選定し、第 1 回日系農

業者等連携強化会議で発表した（1.農産物の付加価値向上、2.土壌改良、3.農産物直売所の運営、4.観光

農園の運営、5.規格外農産物による地域活性化、6.商品パッケージ改善、7.マテ茶害虫対策、8.農村観光、

9.果樹栽培への移行、10.堆肥作り、11.農産物のオンライン販売）。さらに会議の中で意見を聞き、特に

希望の多かった果樹栽培への灌水施肥というテーマを加え、12 コースが決定した。その後、土壌改良は

予定していた講師が対応困難となり、会議前の聞き取りで希望の多かった果樹栽培技術を代替とした。 
c. セミナーは 9 月下旬から 1 月中旬までの期間に実施し、過密となった 12 月には週の 2 回実施となったこ

ともあった。また農産物の付加価値向上については 1 セミナーで 3 回構成、商品パッケージ改善につい

ては 2 回構成とした。日程の詳細は 4)に示す。 
 

2) 参加基準 

 オンラインでのセミナー開催ということで参加資格は設定せず（選考はなく）、同じ人が何回でもどのセ

ミナーにも参加できることとした。 
 事業対象 5 か国だけではなく、他の中南米各国からの参加も可能とした。参加資格についても、オンラ

インでの実施を踏まえ、より多くの者に効果を波及させるという観点から、事業対象国、日系農業者等

に限定することなく、幅広い参加を受け付けた。 
 
3) 募集 

セミナー参加者の募集は、セミナー実施日の 2 週間前を目途に事業ウェブサイト上に案内を掲載し、各

日系農業者団体や過去の研修生にメールで案内をした。さらに、研修生OB会であるJ-AGROのFacebook
や WhatsApp グループでも参加を呼び掛けた。加えて、第 1 回日系農業者等連携強化会議に参加した在

外公館や JICA 各国事務所にも都度案内を行った。応募申込はウェブフォームから申込をする形式とし、

携帯電話等からも申込が簡易に行えるようにした。 

      
事業ウェブサイトでの案内（日本語・ポルトガル語・スペイン語）     セミナー案内（農産物直売所の運営） 
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4) 実施内容 

セミナーは以下のコース・講師・日程で実施した。 
No. コース 講師 日程（日本時間） 
1 農産物の付加価値向上  中村 健二（フードランド） 11 月 11 日（水）8:00-9:30 

11 月 25 日（水）8:00-9:30 
12 月 9 日（水）8:00-9:30 

2 農産物直売所の運営 上原 亮（鎌ヶ谷房の駅） 12 月 1 日（火）8:30-10:00 

3 果樹栽培技術 浦田 昌寛（元 JICA シニアボランティ

ア） 
12 月 17 日（木）8:00-10:00 

4 観光農園の運営 平田 克明（平田観光農園） 1 月 6 日（水）8:00-9:30 

5 商品パッケージ改善 江藤 梢（コトリコ） 12 月 11 日（金）8:00-9:30 
12 月 22 日（火）8:00-9:30 

6 規格外農産物による地域活性化 辻本 京子（遊子川ザ・リコピンズ） 1 月 8 日（金）8:00-9:30 

7 マテ茶害虫対策 Susete Penteado 
（EMBRAPA ブラジル農牧研究公社） 

9 月 24 日（木）4:00-6:00 

8 農村観光（研修生活動事例） Juliana Monteiro (モジダスクルーゼ

ス農村組合) 
Akemi Hijioka（文協レジストロ） 

10 月 8 日（木）7:00-9:00 

9 果樹栽培への移行 Kunio Nagai（元コチア農協） 
Sergio Ituo Masunaga（APPC 農協） 

10 月 28 日（水）8:00-10:00 

10 堆肥作り（ぼかし） Kunio Nagai（元コチア農協） 11 月 20 日（金）7:00-9:00 

11 農産物のオンライン販売 Maria Flavia Tavares 
（FGV アグリビジネス講師） 

12 月 4 日（金）7:00-9:00 

12 灌水施肥 Wilson Goto（ヤラインターナショナル

社） 
1 月 13 日（水）8:00-10:00 

 
 若手日系農業者等の育成研修  日系農業者団体女性部の女性活躍推進研修  専門家の派遣等による事業対象国での補完研修 

 
a. セミナーの基本設定 
若手日系農業者等の育成研修（セミナー1～4）および日系農業者団体女性部の女性活躍推進研修（セミナ

ー5～6）は日本側講師が行い、専門家の派遣等による事業対象国での補完研修（セミナー7～12）は中南米

側講師（ブラジル）で行った。セミナーの時間帯は、日本との時差（12～14 時間）を踏まえ、中南米の研

修生等が参加しやすくなるように、日本の朝、中南米の夜の時間帯とした。 
研修時間は 90 分間の設定とし、スペイン語とポルトガル語の通訳（同時通訳）を付けて実施した。補完

研修の時間は 120 分間とした。セミナー7, 8 については通訳を付けずに実施したが、セミナー9～12 では参

加者がより理解しやすくなるように、スペイン語・ポルトガル語間の同時通訳を付けた。 
セミナー参加者には、セミナー終了後にアンケートを依頼し、感想の聞き取りをした。アンケート結果は

【３】(2)に示す。 
 
b. 動画教材制作と事前質問受付 
研修時間をより有効に活用できるよう、講演を事前に撮影・編集した動画教材を制作し、研修実施前にイ

ンターネット上で閲覧できるようにした。さらに動画教材にはスペイン語とポルトガル語の字幕を付けた。

これにより、研修参加者は時間帯を選ばずに教材動画を視聴できるようになり、また複数回視聴して理解度

を高めることも可能となった。また、視聴した動画教材に対する質問を研修前に受け付け、90 分間という

限られた時間の中で効率的に質疑応答ができるようにした。 
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3(1) 若手日系農業者等の育成研修 

農業・食産業の組織やビジネスを牽引する役割を担う次世代リーダーとして見込まれる者を対象に、農産

物の高付加価値化、６次産業化、スマート農業等の最新技術、日本企業との連携等について学ぶ研修をオン

ライン方式で実施した。日程・コース・講師は以下の通り。 
 

No. 日程 コース 講師 
1 [1] 11 月 11 日（水）8:00-9:30 

[2] 11 月 25 日（水）8:00-9:30 
[3] 12 月 9 日（水）8:00-9:30 

農産物の付加価値向上 中村 健二（フードランド） 

2 12 月 1 日（火）8:30-10:00 農産物直売所の運営 上原 亮（鎌ヶ谷房の駅） 
3 12 月 17 日（木）8:00-10:00 果樹栽培技術 浦田 昌寛（元 JICA シニアボランテ

ィア） 
4 1 月 6 日（水）8:00-9:30 観光農園の運営 平田 克明（平田観光農園） 

 
① 農産物の付加価値向上 

1) 基本情報 

講師 中村 健二（株式会社フードランド社長、内閣府地域活性化伝道師） 
期間 [1] 令和 2 年 11 月 11 日（水）8:00-9:30 

[2] 令和 2 年 11 月 25 日（水）8:00-9:30 
[3] 令和 2 年 12 月 9 日（水）8:00-9:30 

場所 オンライン方式（Zoom） 
参加者 日系農業者：合計 81 名※（ブラジル 55 名、アルゼンチン 1 名、パラグアイ 6 名、ボリビ

ア 9 名、ペルー6 名、メキシコ 3 名、不明 1 名）     
関係機関：合計 9 名（農林水産省、JICA、在外公館） ※参加者人数は重複除く 3 回の合計 

内容 静岡県三ケ日地域で取り組んでいる、廃棄されるみかんを活用してペーストに加工し、様々
な製品を開発している事例から、地域にある農産物を活かして新たな価値を作り出す発想
について学ぶ。 

 
2) 参加者 

[1] 11 月 11 日 
ブラジル(41) APPC 農協(4)、Berries Brasil(1)、Bom Sucesso de Itararé 市役所(1)、Capão Bonito 市役所

(1)、Estação experimental Vila AnaMaria (1)、Filial スタジオ(1)、Horta グループ(1)、Horta 
Alimentos Eireli (1)、JATAK 農業技術普及交流センター(1)、Mangueiras 農場(1)、Nishijima 
農場(1)、PRODUTOR BERRIES(1)、THREE LITTLE berries農場(1)、Vitalis 食品販売(1)、
アルトパラナイーバ農協(1)、イビウナ農協(4)、イビウナ農村組合(1)、ウニオンカストレンセ農協(1)、
サンジョアキン農協(2)、サンフランシスコバレー文化スポーツ協会(1)、セラードブラジレイロ農協(1)、
トメアス農業振興文化協会(1)、ノバアリアンサ農協(1)、ピラールドスル(1)、ブラジル農協婦人部連合

会(4)、プロミソン日伯協会(1)、モジダスクルーゼス農村組合(1)、レジストロ地域農業生産者協同組

合(1)、農家(1)、公務員(1) 、無所属(1) 
アルゼンチン(1) ハルディンアメリカ生産者組合(1) 
パラグアイ(5) イグアス日本人会婦人部(1)、国立アスンシオン大学(1)、全パラグアイ日系婦人団体連絡協議会

(1)、パラグアイ日系農協中央会(1)、ピラポ農協(1) 
ボリビア(8) サンフアン農協(7)、不明(1) 
ペルー(6) UPN(1)、エスキベル農畜産物生産者協会(3) 、国立サンマルコス大学(1)、農家(1) 
メキシコ(1) iAgroS 社(1) 
関係機関(6) 農林水産省(5)、JICA メキシコ(1) 

[2] 11 月 25 日 
ブラジル(31) APPC 農協(3)、Bom Sucesso de Itararé 市役所(1)、Capão Bonito 市役所(1)、Filial スタジ

オ(1)、Horta Alimentos Eireli (1)、Horta グループ(1)、JATAK 農業技術普及交流センター

(1)、Nishijima 農場(1)、SAA APTA UPD エコ農業(1)、Vitalis 食品販売(1)、アルトパラナ

イーバ農協(1)、ウニオンカストレンセ農協(1)、サンフランシスコバレー文化スポーツ協会(1)、
スルマットグロセンセ農協(1)、セラードブラジレイロ農協(1)、トメアス農協(1)、ノバアリア

ンサ農協(1)、ピラールドスル(1)、ブラジル農協婦人部連合会(4)、プロミソン日伯協会(1)、
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モジダスクルーゼス農村組合(1)、ラーモス文化協会(3)、レジストロ地域農業生産者協同組合

(1)、不明(1) 
アルゼンチン(1) ハルディンアメリカ生産者組合(1) 
パラグアイ(5) イグアス日本人会婦人部(1)、国立アスンシオン大学(1)、全パラグアイ日系婦人団体連絡協議会

(1)、パラグアイ日系農協中央会(1)、ピラポ農協(1) 
ボリビア(4) サンフアン農協(4) 
ペルー(4) Mayor de San Marcos 国立大学(1)、UPN(1)、エスキベル農畜産物生産者協会(2) 
メキシコ(3) iAgroS 社(1)、アカコヤグア生産者(1)、元 JICA 職員(1) 
関係機関(2) 在サンパウロ日本国総領事館(1)、JICA メキシコ(1) 

[3] 12 月 9 日 
ブラジル(31) APPC 農協(1)、Bom Sucesso de Itararé 市役所(1)、Capão Bonito 市役所(1)、Filial スタジオ

(1)、Horta Alimentos Eireli (1)、Horta グループ(1)、JATAK 農業技術普及交流センター(1)、
Nishijima 農場(1)、SAA APTA UPD エコ農業(1)、アルトパラナイーバ農協(1)、イビウナ農協

(2)、イビウナ農村組合(1)、ウニオンカストレンセ農協(1)、サンジョアキン農協(1)、サンフランシスコバ

レー文化スポーツ協会(1)、セラードブラジレイロ農協(1)、トメアス農協(1)、兵庫県ブラジル事務所

(1)、ピラールドスル(1)、ブラジル農協婦人部連合会(3)、プロミソン日伯協会(1)、モジダスクルーゼス

農村組合(1)、レジストロ地域農業生産者協同組合(2)、Invest Paraná(1)、不明(3) 
アルゼンチン(1) ハルディンアメリカ生産者組合(1) 
パラグアイ(5) イグアス日本人会婦人部(1)、全パラグアイ日系婦人団体連絡協議会(1)、パラグアイ日系農協中央

会(1)、ピラポ農協(1)、不明(1) 
ボリビア(6) サンフアン農協(6) 
ペルー(3) Mayor de San Marcos 国立大学(1)、UPN(1)、エスキベル農畜産物生産者協会(1) 
メキシコ(2) iAgroS 社(1)、アカコヤグア生産者(1) 
関係機関(2) 在サンパウロ日本国総領事館(1)、JICA(1) 

 

  

教材動画                     セミナーの様子 

 
3) 実施概況 

 本セミナーは平成26年度事業でブラジル・ボリビアを訪問・指導していただいたフードランド社

長の中村専門家に依頼をし、農産物の付加価値向上に関してセミナーをしてもらうこととなった。

中村社長は平成26年以降も中南米日系農業者と個人的に連絡を取り、意見交換を継続しており、

本人も積極的な姿勢であった。打ち合わせを通して、一度だけのセミナーではなく、日系農業者

が実際に計画を立てるところまで後押しすることを狙い、3回構成のコースとすることとなった。 
 動画教材は完全液状化みかんを生み出した経緯など自身の経験を交えながら、既存のものから新

しい発想・組合せによる新商品を作り出すことで、競争がなく自分が価格を設定できるというブ

ルーオーシャンのビジネスについて解説し、90分を超える非常に熱の入った動画教材となった。 
 もったいないビジネスという未利用資源の新しい活用法や、発想の転換による新たなビジネスの

生み出し方について講義をしてもらい、コースは「啓発」「発掘」「計画」という3つのステップで、

最終的に参加者自身が地域で実践する取組の計画を作成し発表してもらった。みかんを液状化す

る、みかんの花から香水を作る、みかんの花の酵母からパンを作る、誰も思いつかない前例のな

い取組に挑戦している中村社長の姿から学んだことは多かったと思われる。 
 毎回のセミナーに対して課題をやってもらうという、参加者にとって難しい内容ではあったが、

13名が今後の活動計画を策定した。内容は主に、廃棄されている未利用農産物の活用など。活用
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できていないもの、活用できていないと気が付いてすらいないものに新たな視点で価値を見出し、

何倍もの価値を生む商品を作り出すという発想に多くの参加者が感銘を受けた。 
 参加者が策定した活動計画は以下の通り。 

1. 葉や花を有効活用したボタニカルプリント（絹のストールなど） 
2. 地域の児童を対象とした農村ツーリズム活動（和食や生育サイクルの学習） 
3. さとうきび搾りかすの有効活用（合板加工） 
4. 廃棄する野菜の外葉を飼料として有効活用（地鶏・卵の販売） 
5. マテ茶やしょうがの有効活用 
6. ペルー産のイモ類を原料とした飲み物を販売 
7. 魚の飼育水や淡水魚残渣の有効活用（有機肥料） 
8. 加工によって青果物を栄養食品として有効活用 
9. ハチミツの加工による付加価値向上（蜂蜜キャラメルなどの菓子） 
10. 栗を加工（甘露煮・粉末・冷凍保存）によって製菓材料とする 
11. 廃棄される野菜の粉末化による有効活用 
12. 未利用農産物の有効活用（栄養素・薬効の分析、商品開発） 
13. 廃棄されるマンゴーの有効活用（パルプ、ジャム、アイス等） 

 3回のステップでセミナーを実施したことで、実際に考え出して計画を作るという段階までフォロ

ーでき、今後実践に移してくれることを期待できる。2月24日には、講師と10名程度の参加者に対

してその後どうなっているか、フォローアップの聞き取りを行った。上記の計画を発表した人の

参加は限定的であったが、ボタニカルプリントの計画を発表した参加者は、セミナーで聞いた発

想の転換に大きな刺激を受けてボタニカルプリントという発想に至ることができ、さらに農協で

も別の加工事業を進めることとなり、本セミナーが契機となったとの回答があり、セミナーのひ

とつの成果が垣間見えた。 
 
4) 講師所感 

 過去の南米派遣において現地で反響の高かった「MOTTAINAI」を道標としたセミナーを組み立

てた。セミナーの中では「強大なライバルがまだやっていないこと」や「まったくライバルの居

ない無風状態」のマーケットに、誰よりも先んじて自らの魅力的な商品をマーケットに送り出す

手法を取るべきだと伝えた。 
 多くの参加者が、非商品化未利用品＝農業産業廃棄物に気づいていたとセミナーを通じて感じた。

「オリジナル」を考え、「地域性」に富んだ発言をしていたと思う。個々のコメントを見ていく

と、身の回りにある、かなり日常的な「素材」を抽出して具体的に考え始めているのが読み取れ

た。つまり、私のMOTTAINAIというキーワードに触発されたのだろうが、実は農業に従事しな

がら彼ら自身も気づいていながら、口にしたことがなく、改めて考え直してみたことがなかった

ことに気が付いたと思われる。 
 ブラジル参加者が発表した、サトウキビの搾りかすを合板・集積板する事業や、同じくブラジル

参加者の農村ツーリズムには、助言のできる専門家が伴奏すれば、そして投資をすることができ

れば、革新的なビジネスになると感じた。農業従事者本人が気づき、それが周囲と共に意識改革

につながることが、今後の「強い農業」「儲かる農業」になると確信している。出来ることなら

今後、このセミナーに参加した彼らを定点観測し、一方では時間が許せば彼らと付加価値化への

行動を共にしたいと考える。 
 

5) 研修生所感 

 商品に付加価値を与え、廃棄処分されるものを有効活用し新しいビジネスのチャンスが生まれる

可能性を知ることができた。ペルーや世界の暮らしを変えるとても有益な研修だと感じた。 

 新しいことを始めるためには広い視野で物事を見る必要があると教わった。付加価値を与えるこ

とで、農業のみならずあらゆる分野にも変換可能であると学び、非常に有意義だった。 

 新しい商品が常に日常に潜んでいるという中村さんの言葉に感動した。大学や研究所などの共同
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開発によって高品質の製品の開発かつコスト削減につながるのではと興味を持った。私たちの地

域では小規模ながら餅米の有機栽培を行っており化粧品市場に供給するようにアミロペクチンに

注目することを考えている。 

 我々の周りに眠っている宝物を掘り起こし、無駄な物を有効活用して誰もが考え付いていない新

しい商品の開発し、そしてビジネス展開するというビジョンが面白い。研修で得たヒントを元に

周囲に目を光らせ新しい商品の可能性を模索したいと考えている。 

 生産者から消費者までに商品が届くのには計り知れない量の廃棄物が生じる。それらを減らし

高品質の商品を届けることは生産者にとっては重要な試みである。柑橘の花摘み観光など誰も

が考え付かない新しい商品・商売の発想は非常に興味深かった。 

 身近に誰も考え付いていない宝物を発見すること、ブルーオーシャン戦略、小規模で始めて適

切なパートナーを見つけ事業拡大、ブランド開発など面白い情報が満載だった。 

 パラグアイの参加者が試みた乾燥野菜に興味を持った。私もデコポンの皮を乾燥させ粉にしよ

うとしたが失敗した。香りは良いものの細かい皮のチップになり粉状までには至らなかった。

しかし保存してある場所に蠅が寄り付かないのに気が付いた。柑橘の皮には虫よけ効果がある

と聞いているが、この研修コースをきっかけにこの皮のチップを紙にしても虫よけ効果が継続

するのか検証したいと考えている。 

 自分たちの地域に隠されている宝物に目を向け、ビジネスアイデアを生み出す可能性について

考えた。当たり前のものがじっくり観察することによって実は宝物だったというような、ゴミ

をダイヤモンドに変える発想に刺激を受けた。 
 

 
② 農産物直売所の運営 

1) 基本情報 

講師 上原 亮（鎌ヶ谷房の駅 駅長） 
期間 令和 2 年 12 月 1 日（火）8:30-10:00 
場所 オンライン方式（Zoom） 
参加者 日系農業者：合計 30 名（ブラジル 21 名、パラグアイ 4 名、ボリビア 2 名、ペルー2 名、

日本 1 名） 
関係機関：合計 2 名（在外公館、JICA） 

内容 房の駅は千葉県の特産品を中心に豊富な特産品を販売し、さらに生産者が農産物を持ち込
む直売を運営している。生産者がどのように農産物を持ち込み、販売管理をしているか、
その運営面について学ぶと共に、販促 POP や陳列方法といった商品の販売における工夫に
ついて学ぶ。 

 
2) 参加者 

ブラジル(21) APPC 農協(2)、Bom Sucesso de Itararé 市役所(1)、Capão Bonito 市役所(1)、Castanheiras 農
場(1)、CEAGESP (1)、Horta Alimentos Eireli (1)、Horta グループ(1)、JATAK 農業技術普及

交流センター(1)、イビウナ農協(2)、イビウナ農村組合(1)、サンフランシスコバレー文化スポ

ーツ協会(1)、トメアス農協(1)、ノバアリアンサ農協(1)、バストス地域鶏卵生産者協会(1)、兵

庫県ブラジル事務所(1)、プロミソン日伯協会(1)、弓場農場(1)、自営業(1)、個人(1) 
パラグアイ(4) JOM S.A (1)、イグアス日本人会婦人部(1)、イグアス農協(1)、コルメナアスンセーナ農協(1) 
ボリビア(2) サンフアン農協(2) 
ペルー(2) エスキベル農畜産物生産者協会(2) 
日本(1) NRC(1) 
関係機関(2) 在サンパウロ日本国総領事館(1)、JICA(1) 
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セミナーの様子 

3) 実施概況 

 中南米の生産者達の中にも利益向上のために直売の方法を模索しているところが数多くある。過

年度の訪日研修でも農産物直売のテーマを組み込みいれてきた。しかしながら、帰国した研修生

がいざ各地で道の駅のような農産物直売所を作りたいと思っても容易ではなく、農産物直売所の

運営形態について理解を深めたいという要望があった。今回のセミナーでは、千葉県にある鎌ヶ

谷房の駅での農産物直売所における販売管理や陳列、販促POPなどの取組を紹介してもらった。 
 鎌ヶ谷房の駅は平成31年度事業の本邦研修でも訪問しており、その販売システムには関心が高か

った。オンラインセミナーということで店舗の様子を実際に見てもらうことはできないが、教材

動画の中で店内の雰囲気や店内各所にある販促の工夫を見ることができるように心掛けた。 
 セミナーを通して、農産物直売所には、立地条件や顧客層に合わせた仕入れが重要であること、

さらに価格の設定・宣伝・販促・生産者への支払などの運営の仕組みを紹介してもらい、参加者

の疑問点に答えてもらった。 
 
4) 講師所感 

 教材動画の中では、生産者との農産物の受け取りや、販促方法の工夫などについて説明をした。

さらに地産地消や店舗のコンセプトが伝わるように心掛けた。 
 セミナーでは生産者らしい視点で、生産計画や規格外農産物の扱い、生産者の募集・販売条件に

関する質問があり、可能な範囲で回答をした。さらに在庫管理や消費者へのPR方法など、実施す

ることを実際に検討しているような質問もあり、真剣さを感じた。 
 

5) 研修生所感 

 販売方法の新しいビジョンとして、可能性は十分にある取組だと思う。いかに生産者と協力しあ

って新しいビジネスを展開していくのかが重要なポイント。 
 民間の道の駅があるということを知らなかったので、興味深かった。以前から道の駅には関心

があり、近い将来近所の農家と協力してつくろうと思っている。コロナ禍で農家が農産物の販

売をどう変化させているのかを意見交換していきたい。 
 日本では成功例のあるビジネスモデルですがいざブラジルで展開しようとすると税金問題などが

立ちはだかると思われる、しかし地域の農家を助ける仕組みは非常に有益だと感じている。税金、

物流などの課題が山積みだが、ブラジルでこのようなビジネスモデルを展開して地域の生産者を

潤したいと考えている。 
 ブラジルでも民間の道の駅は十分に可能性があると考えている。そのためには生産者が販売委託

方法について容認する必要がある。しかし小規模農家や農協にとっては大きなビジネスチャンス

だと考える。成功の鍵となるのは拠点をいい立地の場所に構え、販売する商品そしてそれを作っ

ている生産者をよく選ぶこと。まだまだ房の駅の仕組みについて知りたいことが沢山ある。例え

ばどのように商品を納入しているのか、房の駅から出る商品は売り上げか廃棄処分の判別をどの

ようにしているのか。また房の駅に商品を置くのに最低限の条件があるのか、あるいは生産者が

品質、パッケージの種類を定めているのかなど。 
 房の駅の運営が、質問等を通して、具体的によくわかり、とても参考になった。 商品の販売価

格は、販売者側が決めるものと思っていたが、生産者が決めるということが印象的だった。自
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分自身は加工したものを、商店等に委託販売しているので、今後の参考になった。学んだこと

を他の加工生産者の方にも伝えて意見交換をしていきたい。CAISYとしては、現在のところ業

種として、加工品を扱っていないが、一次産品を米粉や果実等の加工品など、何らかの形で加

工品にできないか検討している。 
 販売方法の工夫が実に面白い。生産者などの写真や手作り感満載の宣伝が生産者と消費者を近

づけて温かみがあるように思える。また食の安全の認可があることで経営者も安心して食品を

提供できるのだろう。房の駅の全体的の仕組みを理解し、ブラジルと日本の税金や物流体制の

違いが認識できた。ブラジルでも直売の市場は増え始めているので、この情報は新しいビジネ

スの展開に大いに役立てるのではと思っている。 
 

 
③ 果樹栽培技術 

1) 基本情報 

講師 浦田 昌寛（元 JICA シニアボランティア、元熊本県果実農業協同連合会指導員） 
期間 令和 2 年 12 月 17 日（木）8:00-9:30 
場所 オンライン方式（Zoom） 
参加者 日系農業者：合計 39 名（ブラジル 26 名、アルゼンチン 2 名、パラグアイ 3 名、ボリビア

2 名、コロンビア 1 名、メキシコ 2 名、不明 3 名） 
関係機関：合計 1 名（JICA） 

内容 講師は熊本県果実農業協同連合会で 32 年間勤務し、その後 JICA シニアボランティア等で
10 年以上の海外指導をしてきた。南米各地の果物産地を訪問しており、栽培方法について
も見識が深い。セミナーでは果樹農家から挙げてもらった質問に回答をする相談室のよう
な形式で、専門的な栽培技術について学ぶ。 

 
2) 参加者 

ブラジル(26) ABJICA (1)、APPC 農協(4)、Bank Vision USA (1)、Castanheiras 農場(1)、Kamino 農場(1)、
サンジョアキン農協(1)、サンフランシスコバレー文化スポーツ協会(1)、ノバアリアンサ農協

(1)、モジダスクルーゼス農村組合(1)、ラーモス文化協会(7)、兵庫県ブラジル事務所(1)、南伯

ピラールドスル農協(1)、自営業(1)、農業技師(1)、自営業(1)、不明(2) 
アルゼンチン

(2) 
AgroArgentinaJapon(1)、ハルディンアメリカ生産者組合(1) 

パラグアイ(3) コルメナアスンセーナ農協(2)、個人(1) 
ボリビア(2) サンフアン農協(1)、不明(1) 
コロンビア(1) フルーツアンデス社(1) 
メキシコ(2) iAgroS 社(1)、元 JICA 職員(1) 
不明(3) 不明(3) 
関係機関(1) JICA ブラジル(1) 

 

  
セミナーの様子 

 
3) 実施概況 

 講師は通算で10年に及ぶ南米で温帯果樹の指導経験があり、特にブラジルのピラールドスルでは8
年に亘って指導をした結果、富有柿はその生産量が指導前に比べ倍増し、欧州や北米カナダ向け

に輸出できるまでに成長した。現在、ピラールドスルはブラジルの高級フルーツの産地として知
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られている。2020年にはJICA 理事長賞を受賞した。そのような経緯から、果樹生産者から要望

があり、セミナーを開催することとなった。 
 他の日本側講師によるセミナーとは異なり、事前に動画教材を用意することはできなかったが、

果樹生産者が栽培における困りごとを質問する相談室のような設定とし、相談事を事前に受け付

けた。当日は熊本県の名産であるデコポンの温室ハウスを会場とした、臨場感のあるセミナーと

した。 
 講師はほとんどのセミナー参加者と面識があり、さらに生産者の地域には指導に歩いていたため、

状況をよく把握していた。さらに参加者の生産者との深い人間関係が構築されていることが伺え、

指導員として信頼を得ていたことが感じ取れた。 
 参加者からの事前の質問には、フザリウムやネマトーダの制御方法、樹勢維持の方法、接ぎ木の

方法など、専門的な質問が多く出ていたが、現場を見れないながらにもこれまでの経験から考え

られる対策を丁寧に案内した。参加者の農場の土壌や気候、樹齢なども記憶しており、遠隔とい

う条件でこれ以上ないくらいの指導を実施したと思われる。 
 各国の参加者が様々な相談事を持ち掛けていることは、講師を心から信頼していることの表れで

あり、本セミナーにより困り事やその対策について専門家に直接聞ける機会は果樹生産者にとっ

て非常に貴重な機会であったと思われる。この一度に限らず、定期的な勉強会のような形で開催

をする価値があるように見受けられた。 
 
4) 講師所感 

 11月中旬に準備を開始し、12月17日にセミナー実施という準備期間の短い中ではあったが、中南

米の果樹生産者の相談に応えるという点では目的を達することができたように思う。会議室では

なく、デコポンを栽培しているハウスからセミナーをするという試みも、参加者にとって面白味

があったのではと思うが、デコポン果実の試食・糖度調査などをすればよかったいうのが反省点。

しかしながら、南米にいた際に訪問した方々と久し振りに再会できたことに感動を覚えた。 
 参加者からの質問を事前に聞いていたため、限られた時間内で回答することができた。専門的な

内容も多く、現場を訪問しているわけではない以上、想像で答えざるを得ないところもあったが、

自分の知識の中から伝えるように努めた。 
 

5) 研修生所感 

 素晴らしい研修コースだった。講師の経験・知識から教えてもらい、ほとんどの答えは我々の

日常にあると言うことを理解した。各国での情報交換や交流の重要性が明らかになったと感じ

ている。 
 基本が大事であるということを再確認した。今までの管理方法に疑問を感じていたが、自信を

持って続けていきたい。 
 果樹栽培における新しい品種と情報がとても良いと感じた。 
 JICAブラジル事務所で民間連携事業を担当しているが、中南米日系人農家の方々の日頃の悩

みや課題について知る事が出来た他、浦田専門家からの南米で有望な品種の紹介が非常に参考

になった。浦田専門家からは、JICAシニアボランティアや専門家派遣の要請のアイデアを挙

げて頂いていたが、民間連携でも出来る事を考えたい。 
 まだまだ技術的に未熟なところや時代に乗れていないことが先生の指摘を受けて改めて分か

った。土作りが基本との考えをもとに、木炭や客土を入れて地力改善に努めたい。 
 落葉直前の桃の木にボルドー液を散布することによって病気を抑えることができることを、今

年の収穫時に検証することができた。今回得た知識を実証し周りの生産者にも伝えたいと考え

ている。日本の果樹栽培の知識を知るために、できるのであれば年に2回ぐらい浦田先生を交

えてオンライン研修を希望する。 
 非常に興味深い研修コースだったが、1種類の栽培方法について焦点を当てた方がもっと有意

義なものになったのではないかと感じた。 
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④ 観光農園の運営 

1) 基本情報 

講師 平田 克明（平田観光農園会長） 
期間 令和 3 年 1 月 6 日（水）8:00-9:30 
場所 オンライン方式（Zoom） 
参加者 日系農業者：合計 33 名（ブラジル 23 名、アルゼンチン 2 名、パラグアイ 5 名、ボリビア

2 名、メキシコ 1 名） 
関係機関：合計 3 名（JICA、日本企業） 

内容 日本では観光客が農園を訪問し、果物の収穫体験や購入ができる観光農園が盛んである。
平田観光農園は広島県三次市に位置し、年間 16 万人の観光客が訪れる日本有数の観光農園
であり、講師の平田会長から⽇本の観光農園の運営や観光客を呼び込む⽅法について学ぶ。 

 
2) 参加者 

ブラジル(23) APPC 農協(4)、APROCAM (1)、Berger bier (1)、Hoçoya 果樹園(1)、Kamino 農場(1)、MFT 
アグリビジネスコンサルティング(1)、PUC 大学(1)、Takahashi 農場(1)、Terao 農場(1)、サ

ンジョアキン農協(1)、サンフランシスコバレー文化スポーツ協会(2)、ブラジル農協婦人部連

合会(1)、プロミソン日伯文化体育協会プロミソン日伯協会(1)、ラーモス文化協会(1)、レジス

トロ地域農業生産者協同組合(2)、兵庫県ブラジル事務所(1)、南伯ピラールドスル農協(1)、農

家(1) 
アルゼンチン(2) AgroArgentinaJapon(1)、社会開発庁(1) 
パラグアイ(5) Parque ito(1)、イグアス日本人会婦人会(1)、イグアス農協(1)、コルメナアスンセーナ農協(1)、

パラグアイ日系農協中央会(1) 
ボリビア(2) サンフアン農協(2) 
メキシコ(1) アカコヤグア生産者(1) 
関係機関(3) JICA-ブラジル(1)、JICA アルゼンチン(1)、NTC インターナショナル株式会社(1) 

 

   
動画教材                    セミナーの様子 

 
3) 実施概況 

 農園に観光客を呼び込み、収穫体験をさせると共に観光客に直接果物を販売できる観光農園の仕

組みに関心を持つ研修生は多かった。実際に取り組んでみたいというという研修生も多く、日本

の観光農園の仕組みを学ぶセミナーを組んだ。 
 平田観光農園は広島県三次市にある日本有数の観光農園で、15ヘクタールの広大な土地で様々な

品目の果物を作ると共に、動物と触れ合えるスペースやバーベキューガーデン、体験施設、古民

家レストランなどがあり、遠方の観光客だけでなく、近隣の住民にとっての憩いの場になってい

る。雇用創出にも繋がり、地域の活性化に貢献している。2004年には日本農業大賞と農林水産祭

天皇杯を受賞した観光農園のパイオニアである。 
 さらに平田会長は長野県農業試験場に勤めていたぶどうの研究者であり、世界で初めて抗生物質

を使ったぶどうの種なし化に成功した第一人者である。動画教材の中でも、ぶどうやりんごの栽

培方法について解説をしてもらった。 
 農園に観光客を呼び込むビジネスモデルもさることながら、若手人材に経営を任せている点にも

注目が集まった。さらに海外研修生を積極的に受け入れており、セミナー時にも研修中のボリビ
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ア出身の日系人がいて、同農園において学びたいという声も参加者から聞かれた。 
 中南米の果樹生産者の関心も高い観光農園ではあるが、1月初旬という時期のせいか参加人数が多

くなく、また観光農園をすでに実践している人、もしくは実践しようと思っている人の参加が期

待したほどではなく、年末の宣伝が十分でなかった可能性も考えられる。動画教材はよいものが

できており、同じテーマで継続して実施していくことを検討してもよいのではと思われる。 
 

4) 講師所感 

 動画教材ではぶどうやりんごの果樹園を紹介し、栽培方法に加えて観光客への案内の仕方などを

紹介した。さらに観光農園が台風被害によって大ダメージを受けてから、リスク軽減のため年間

を通じて果物を収穫できるようにしたこと、6次産業化に積極的に取り組み、加工品の販売や体験

施設を充実させたことを紹介した。 
 中南米からも頻繁に研修生を受け入れており、中南米をわりと身近に感じている。一方で参加者

からの質問は栽培に関することが多く、運営面に関する質問は少なかった。また機会があるとす

れば、観光農園に取り組んでいる参加者が多く参加し、より実践的な意見交換に発展させられる

とよいのではと思う。さらに当農園で研修を行った中南米の人を参加させ、話をさせるのも手か

もしれない。 
 

5) 研修生所感 

 コロナ禍でも従業員とともに力を合わせて顧客のニーズを満たす方法があると学んだ。これを

機に自身の農場でも訪問客に新しい体験を提供するための何か改善をしていきたい。そしてい

つかは実際に平田観光農園を訪問してみたい。 
 企業の経営方針、地域との関わり、人を呼び寄せるための工夫についてすごく感心した。日本

へ旅行することがあれば必ず訪れたい。 
 平田会長が丁寧に質問の受け答えをする姿をみて、観光農園の信条を垣間見た気がした。こつ

こつアイデアと研究を重ねて目標へと向かっていく姿勢に感銘を受けた。 
 観光ビジネスの視点からセミナーに参加した。平田観光農園のモデルはブラジルにも導入可能

だと考える。このビジネスモデルでは部門ごとの責任者が事業改善のために自由に動けるのが

魅力的。近隣の人達に幸せをもたらす素晴らしい事業だと思う。 
 日本で15ヘクタールと言う広い土地で観光農園をやっていることに大変驚いた。今後パラグア

イでも6次産業化に取り組む農家が増えていく中、今日のセミナーで学んだことを参考にできれ

ばと思っている。 
 農業で生き抜くためには多様化が重要。困難な状況になると人間はより強く、企業魂が発揮さ

れる。平田会長や参加者の経験を聞けて本当に良かったと思う。 
 平田会長の話を聞いて、観光農園は地域活性化のボランティア活動ではなく、持続可能なビジ

ネスの展開への戦略を見通した企業として考えるべきだと気が付いた。平田観光農園が長年築

き上げたビジネスモデルは長期的な地域活性化につながるモデルと言えるだろう。 
 平田観光農園のセミナーを受けて、観光農園の導入の可能性が見出せたと感じる。今後も観光

農園についての研修を望む。 
 観光農園の具体的な実践例やアイデアについて、たくさん知ることができた。また、観光農園

をスタートさせ、その後、地域ぐるみで観光事業に取組む実例や、各部門がそれぞれ独立採算

制をとるシステムについても興味深かった。自分の地域でも、近年、観光事業への取り組みが

徐々に進められているので、個人的に、もしくは自分の所属団体で、何か協力できることを見

つけていきたい。 
 コロナ禍の困難な状況でも管理しながら運営している姿に感心した。広い土地の管理で、多く

の従業員の役割分担をしている人材管理も非常に興味深かった。平田観光農園は家族が自然と

触れ合いながら一日中過ごせる夢のような場所で、ブラジルで類似した取組の農園をいくつか

訪問したが、平田観光農園のような場所はない。 
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3(2) 日系農業者団体女性部の女性活躍推進研修 

日系農業者団体女性部を対象に、食品製造、花き栽培、販売等の分野で、日本の農村における女性農業者

の農産物の高付加価値化等の取組について学ぶ研修をオンライン方式で実施した。 
 

No. 日程 コース 講師 
1 [1] 12 月 11 日（金）8:00-9:30 

[2] 12 月 22 日（火）8:00-9:30 
商品パッケージ改善 江藤 梢（㈱コトリコ） 

2 1 月 8 日（金）8:00-9:30 規格外農産物による地域
活性化 

辻本 京子（遊子川ザ・リコピンズ） 

 
⑤ 商品パッケージ改善 

1) 基本情報 

講師 江藤 梢（株式会社コトリコ代表） 
期間 [1] 令和 2 年 12 月 11 日（金）8:00-9:30 

[2] 令和 2 年 12 月 22 日（火）8:00-9:30 
場所 オンライン方式（Zoom） 
参加者 日系農業者：合計 85 名（ブラジル 57 名、アルゼンチン 1 名、パラグアイ 10 名、ボリビ

ア 5 名、ペルー1 名、コロンビア 3 名、メキシコ 2 名、ドミニカ共和国 1 名、
ウルグアイ 1 名、不明 4 名）       ※参加者人数は重複除く 2 回の合計 

内容 講師は農業や地域に関するデザインを専門としており、商品のブランディングやデザイン
などを手掛けている。セミナーでは現在販売している商品をどのようにすれれば人目を引
き買いたいと思わせることができるか、パッケージ改善の⼿法や販売の工夫について学ぶ。 

 
2) 参加者 

[1] 12 月 11 日 
ブラジル(55) APPC 農協(4)、Castanheiras 農場(1)、Cogemate (1)、Gaia Produtos Selecionados (1)、

Invest Paraná (1)、Joycegardens Plantas e Flores (1)、Kamino 農場(1)、Malwee (1)、
Produtos naturais e artesanais de alimentos (1)、Sweet fruits 農場(1)、Uniplac (1)、
イビウナ農協(1)、イビウナ日伯文化協会(1)、サンジョアキン農協(1)、サンフランシス

コバレー文化スポーツ協会(2)、生長の家(1)、トメアス農協(1)、ノバアリアンサ農協(1)、
バストス地域鶏卵生産者協会(3)、兵庫県ブラジル事務所(2)、ピラールドスル(1)、ブラ

ジル農協婦人部連合会(11)、モジダスクルーゼス農村組合(1)、ラーモス文化協会(1)、ラ

ポーザ地域日伯協会(1)、リオグランデドノルテ日伯文化協会(1)、レジストロ地域農業

生産者協同組合(1)、経済学者(1)、農業技師(1)、自営業(5)、不明(4) 
アルゼンチン(1) AgroArgentinaJapon (1) 
パラグアイ(8) イグアス日本人会婦人部(2)、イグアス農協(1)、コルメナアスンセーナ農協(1)、ピラポ

農協(1)、個人(1)、不明(2) 
ボリビア(4) サンフアン農協(3)、個人(1) 
ペルー(1) 農家(1) 
コロンビア(3) バイオアグロ(1)、日本コロンビア協会(1)、無所属(1) 
メキシコ(1) Tapachula, Chiapas (1) 
ドミニカ共和国(1) ASOARTEP(1) 
ウルグアイ(1) ウルグアイ ORT 大学(1) 
不明(4) 不明(4) 

[2] 12 月 22 日 
ブラジル(27) APPC 農協(3)、Castanheiras 農場(1)、Kamino 農場(1)、Produtos naturais e artesanais 

de alimentos (1)、Sweet fruits 農場(1)、イビウナ日伯文化協会(1)、サンフランシスコ

バレー文化スポーツ協会(2)、トメアス農協(1)、ノバアリアンサ農協(1)、バストス地域

鶏卵生産者協会(1)、ピラールドスル(1)、ブラジル農協婦人部連合会(6)、モジダスクル

ーゼス農村組合(1)、ラーモス文化協会(1)、リオグランデドノルテ日伯文化協会(1)、レ

ジストロ地域農業生産者協同組合(1)、自営業(2)、不明(1) 
アルゼンチン(1) AgroArgentinaJapon(1) 
パラグアイ(9) イグアス日本人会婦人部(2)、イグアス農協(1)、コルメナアスンセーナ農協(1)、全パラ
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グアイ日系婦人団体連絡協議会(1)、ピラポ農協(1)、ラパス日本人会婦人会(1)、個人(1)、
不明(1) 

ボリビア(4) サンフアン農協(4) 
コロンビア(2) Bioagro 社(1)、日本コロンビア協会(1) 
メキシコ(1) iAgroS 社(1) 
ドミニカ共和国(1) ASOARTEP(1) 

  
セミナーの様子 

 
3) 実施概況 

 日系団体女性部で販売している手作りの加工品（菓子、弁当、ジャムなど）の外観・デザインや

パッケージを改善したいという声はこれまでにも上がっており、日本での研修の際にも商品のパ

ッケージに感心する声が多く聞かれた。このセミナーではパッケージのデザインを工夫し、消費

者の目に留まるようにする方法、販売におけるロゴ・ネーミング等の工夫による差別化などにつ

いて講義をしてもらう内容とした。 
 講師は、農業・地域といったテーマを中心に、お客様を虜にするデザインを掲げ、ブランディン

グやクリエイティブ制作を提供している株式会社コトリコのデザイナー。動画教材の中では、加

工品を製造販売する手づくり工房・四季の家の商品デザイン、若手農業者グループである東京ネ

オファーマーズのブランドデザインによるグループ活動推進に取り組んできた事例を紹介した。 
 セミナーは2回に分けて実施した。第1回は商品をきちんと消費者に説明することの重要性につい

て説明し、ポイントとして5W1H（When,What,Who,Where,Why, How）について明確にするこ

とで、消費者にインパクト・興味を与えることができるという説明があった。作る側は当たり前

のようにやっている工夫やこだわりを、きちんと消費者に伝わるようにするべき、講師の言葉か

ら差別化に繋がるヒントが参加者に伝わったと思われる。 
 第2回では商品のキャラクター（らしさ）を色の印象や容器の形状によって商品イメージを表現す

ることを紹介した。商品イメージ、食べる場面、容器の形状など、どのような「らしさ」を持つ

商品としたいか、イメージをしてデザインしていくことを説明した。 
 ロゴやデザインの重要性、商品にあるストーリーを伝える大切さなど、パッケージの素材だけで

はなく、商品価値を高めるブランディング、商品を見つめ直すことによってできる改善は参考に

なったようであった。参加人数は86名と多く、続編をしてほしいという声も聞かれ、新たなアイ

デアが沸き上がった人、さらには講師にデザインを依頼したいという人もいて、参加者からの反

響が大きかった。今後さらに継続して実施していくとより発展性のあるテーマであると感じられ

た。 
 

4) 講師所感 

 セミナー受講者数が多かったということから、やはり「“つくる”を得意とされる方々は“売る”

の方法がわからない」は万国共通なのだと感じた。ゆえに概念的な考え方よりも研修動画の日本

人農業者等の売る技術や工夫含め、“受講者の現場で即時必要とされる情報”を求められているこ

とを強く感じた。 
 2 回のセミナー参加者の反応から、差別化するためには手を動かす前に頭を動かす重要性（＝初

心者はある程度のルールに沿って組み立てること）を伝えたことで、驚きと共に理解を進ませる
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ことができたと受け取った。ディスカッションや公開質問の時間があったことで、受講者内で商

品の情報を拡散すると声が挙がったような国を越えての交流が生まれていたのは予想外で、と

ても素敵なことだと感じた。 

 

5) 研修生所感 

 たいへんはっきりとしたコンセプトを教えていただいた。現地に合わせた質問、アドバイスが

的確で丁寧で有益であった。またインタラクティブなやり取りがとてもよかった。今後の活動

に活用しやすいことをたくさん学ぶことができた。また他の方々の商品を見ることも勉強にな

った。またオンラインでラテンアメリカの他国での取組がわかったこともよかった。続編を希

望したい。 
 色やパッケージの形が消費者に与える商品イメージの大切さを改めて認識することができた。

パッケージデザインの再確認、かけられるコストの再計算、ボリビアで消費者がパッケージの

色や形に感じる事を日本と比べどのような違いがあるのか、改めて調べる必要があると感じ

た。田舎の家庭から出た商品が全国規模の有名ブランドになるまでの過程を理解できる事例な

どがあれば知りたい。 
 紹介文や色を活用して製品の見せたいところをアピールする方法は興味深い。事例紹介や質問

に対するアドバイスは聞いていて参考になった。今回の研修で得た知識を活用してパッケージ

改善に段階的に投資したい。半年、もしくは1年後に皆さんがどうパッケージに工夫したか、

またその効果についてのセミナーを希望する。 
 研修コースは商品のビジュアル改善について重要な情報をわかりやすく説明してくれた。パッ

ケージデザインを通じて地域の歴史・文化といったストーリーを紹介するというのは非常に興

味深かった。セミナーによって、色々面白いアイデアが浮かび上がり有意義な時間だった。 
 商品のパッケージのデザインを改善し、顧客の目を引かせ競争相手にないものをアピールする

ことは効果的だと感じた。とても良い講演に感謝したい。 
 講演は非常に素晴らしいものでした。しかしながらパッケージやブランドを開発するのには専

門家のデザイナーが必要。残念ながら地方の小規模農家のニーズを満たすデザインや広告会社

は少なく、組合や協会は質の悪いサービスを高額で提供する問題がある。講師に直接依頼する

ことができないものかと検討している。 
 色に変化をつけるという単純な方法で大きな違いをもたらし、シンプルなアイデアが大きなア

イデアを生み、パッケージの投資に商品に大きな影響をもたらすと学んだ。またパッケージの

種類、色の選び方、ロゴマークも余裕のあるときに段階的に投資することによって変化が得ら

れると教えられた。デザインの重要性を農家達に広めるためにこのような研修はもっとやって

もらいたい。 
 商品の売り方のコンセプトによってパッケージの形状や色の選び方が変わると学んだ。農産物

の付加価値向上のセミナーに続いてこのセミナーに参加したので、商品の開発、ロゴのデザイ

ン、オリジナルラベルを作り販売したいと考えている。 
 
 
⑥ 規格外農産物による地域活性化 

1) 基本情報 

講師 辻本 京子（遊子川ザ・リコピンズ代表） 
期間 令和 3 年 1 月 8 日（金）8:00-9:30 
場所 オンライン方式（Zoom） 
参加者 日系農業者：合計 34 名（ブラジル 19 名、アルゼンチン 4 名、パラグアイ 8 名、ボリビア

1 名、ウルグアイ 1 名、不明 1 名） 
関係機関：合計 4 名（JICA、日本企業） 

内容 遊子川ザ・リコピンズは愛媛県の山間にある遊子川地区で、規格外のトマトを活用したト
マト酢を作り、さらにケチャップ・ポン酢などの商品を販売している。女性の力で特産品
を開発し地域を盛り上げていく事例を学ぶ。 
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2) 参加者 

ブラジル(19) APPC 農協(3)、Kamino 農場(1)、Sul Brasil (1)、サンフランシスコバレー文化スポーツ協

会(2)、トメアス農業振興文化協会(1)、兵庫県ブラジル事務所(1)、自営業(1)、ブラジル農協

婦人部連合会(4)、モジダスクルーゼス農村組合(1)、ラーモス文化協会(2)、レジストロ地域

農業生産者協同組合(1)、農家(1) 
アルゼンチン(4) AgroArgentinaJapon(1)、社会開発庁(2)、Ovop Argentina(1) 
パラグアイ(8) Foodies S.A. (1)、イグアス日本人会婦人会(3)、イグアス農協(2)、パラグアイ日系農協中央

会(1)、ラパス日本人会婦人会(1) 
ボリビア(1) サンフアン農協(1) 
ウルグアイ(1) ウルグアイ ORT 大学(1) 
不明(1) 不明(1) 
関係機関(4) JICA(2)、JICA アルゼンチン(1)、NTC インターナショナル株式会社(1) 

 

  
動画教材                    セミナーの様子 

 
3) 実施概況 

 前年度事業で地域活性化というテーマで専門家として中南米に派遣し、女性団体から好評だった

遊子川ザ・リコピンズの辻本代表に講義をしていただいた。教材動画では、遊子川ザ・リコピン

ズ発足の経緯や商品開発・販売の苦労、今後の目標について話してもらい、中南米で活動する女

性団体と同じような規模で取り組んでいることが伝わるように心掛けた。 
 日本での農家の後継者不足問題、過疎化の話題はかなり前から言われてきたことだが、中南米の

農業地域でも同様の現象が始まっている。セミナーは商品開発から雇用創出、次世代定着、人口

増加を視野に地域一体となって真剣に取り組んでいる事例であったが、参加者に「もったいない」

から始まった加工品づくりが次々と連鎖していく過程によって、課題解決になりうることを感じ

てもらえたと思われる。 
 コロナ禍でどの団体も活動を制限されているが、食堂からお弁当デリバリーに切り替えて事業を

継続している積極性にエネルギーをもらった人も多かった。世界的に難しい状況下ではあるが、

女性団体同士の交流という意味でも、日本と中南米で励まし合い、活動推進の活力に繋がったと

思われる。 
 

4) 講師所感 

 オンラインでの講演というのは初めてではあったが、距離はあっても中南米の参加者が身近に感

じられた。前年の1月にブラジルを訪問してから1年程度が経つが、こういった世界情勢の中でも

再会できたことを嬉しく思う。中南米の方々とはぜひ今後も交流を続けていきたい。 
 動画の中ではトマト加工品を作るに至った経緯を説明すると共にコロナ禍で取り組む弁当デリバ

リーの新たな取組を紹介した。地域活性化の事例として様々な受賞をしたり講演活動をしたりし

てはいるが、今現在も試行錯誤をしながら地域のために活動しているのは参加者とも変わらない。

地域で力を合わせて取り組んでいる姿勢を見せることができたら幸いである。 
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5) 研修生所感 

 講師のエネルギーそして周りの地域の方々をまとめる姿勢は素晴らしい。辻本さんの歩みを知

り、私達の地域の生産物を見る目も変わった。地域で活動するにあたり周囲の人間をいかに巻

き込むのかという点をきちんと考えることが重要だと考えている。 
 トマトを育てた農家が自らの手で加工品やお料理やお弁当を販売までしているのが素晴らし

い。扱っている商品の中でも特にこどもケチャップが印象的だった。トマトは様々な形でお料

理に使用されているが、意外と子供はトマトが苦手なことが多い。子供向けに工夫されたケチ

ャップを作るという発想に拍手を送りたい。コロナ禍の中、女性の活動も徐々に再開していく

と思うので、今回のセミナーで聞いた活動を参考に、女性の力を試していきたいと思った。個

人的には子供も喜ぶケチャップを作ってみようと思う。マイクとカメラをオフにしての参加が

可能なセミナーのため、気軽に参加でき、ありがたかった。 
 立ち上げから現在に至るまでの経緯は全て興味深かった。地域で映画まで作ったとは驚いた。

過疎化、地域おこし、付加価値、6次産業化といったキーワードは従事しているアルゼンチン一

村一品プロジェクト（JICA）との関連性が高いので活用させていただきたい。今日のセミナー

は地域おこし・一村一品といったプロジェクトでも十分に活用可能な内容だった。 
 辻本さんの話は本当にためになり、彼女のエネルギーに圧倒される。コロナ禍で自粛を余儀な

くされている状態ではあるが、辻本さんのお陰で方法を工夫することによってできることがあ

ると教えてもらえた。 
 女性の加工品を作る情熱に圧倒された。粘り強さと発想力で新しいビジネスの可能性を見出す

姿は素晴らしい。農協や団体の管理職に女性が積極的に就けることが重要だと思っている。 
 辻本さんの言葉は励みになる。農業のことを全く知らないのに旦那さんと奈良県から愛媛県ま

で移住してトマト栽培を始め、苦労もたくさんあったと思うが、遊子川を盛り上げるための活

動をしていることには脱帽する。ただ待っているだけでなく夢を追いかけることが重要だと教

えられた。私も農業関係の仕事を始めたいと思っており、地域活性化に貢献したいという気持

ちを辻本さんに後押してもらえた。 
 過疎化の中で地域で皆が知恵と力を合わせて頑張っている姿がとても印象的で感銘を受けた。

町おこしとして何かやりたいとは思うが中々手が出せない現状がある。その中でも大きなヒン

トをもらえた気がする。リーダーが情熱をもってしっかりと皆をまとめているのがよく分かっ

た。力と元気をもらえたことに感謝。 
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3(3) 専門家の派遣等による事業対象国での補完研修の実施 

3(1)及び 3(2)に掲げる研修を補完する上で必要な場合、事業対象国において専門家による補完研修を

オンライン方式で実施した。 
 

No. 日程 コース 講師 
1 9 月 24 日（木）4:00-6:00 マテ茶害虫対策 Susete Penteado 

（ブラジル農牧研究公社 EMBRAPA） 
2 10 月 8 日（木）7:00-9:00 農村観光（研修生活動事例） Juliana Monteiro (モジダスクルーゼ

ス農村組合) 
Akemi Hijioka（文協レジストロ） 

3 10 月 28 日（水）8:00-10:00 果樹栽培への移行 Kunio Nagai（元コチア農協） 
Sergio Ituo Masunaga（APPC 農協） 

4 11 月 20 日（金）7:00-9:00 堆肥作り（ぼかし） Kunio Nagai（元コチア農協農業技師） 

5 12 月 4 日（金）7:00-9:00 農産物のオンライン販売 Maria Flavia Tavares 
（FGV アグリビジネス講師） 

6 1 月 13 日（水）8:00-10:00 灌水施肥 Wilson Goto（ヤラインターナショナ
ル社） 

 
⑦ マテ茶害虫対策 

1) 基本情報 

専門家 Susete do Rocio Chiarello Penteado（ブラジル農牧研究公社 Embrapa） 
期間 令和 2 年 9 月 24 日（木）4:00-6:00 
場所 オンライン方式（Zoom） 
参加者 日系農業者：合計 29 名（ブラジル 6 名、アルゼンチン 22 名、不明 1 名） 

内容 アルゼンチンのミシオネス州ではマテ茶の害虫（Broca de Erva Mate: 学名 Hedypathes 
betulinus）の幼虫が木の内部を食べることでマテ茶の木が弱り枯れてしまう被害が散発し
ている。ブラジル農牧研究公社の講師からマテ茶の害虫対策や栽培管理について、有効な
対策を学ぶ。 

 
2) 参加者 

ブラジル(6) パラナ州西部大学(6) 
アルゼンチン(22) Aat(1) 、 Bolsista CONICET(1) 、 Cooperativa Piporé(1) 、 Eduardo de Coulon(2) 、

Forestaciones Del Nea S.R.L(1)、INTA – CONICET(1)、MADANTO SA(1)、Viveirista(1)、
国立農業技術研究所 INTA(3)、国立北東大学(2)、国立マテ茶研究所 INYM(2)、ハルディン

アメリカ生産者組合(4)、生産者(2) 
不明 (1) 当日参加者(1) 

 

   
セミナーの様子 
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3) 実施概況 

 アルゼンチンのミシオネス州でマテ茶害虫（Broca de Erva Mate：カミキリムシの一種）の被害

が広がっていることから、ハルディンアメリカ生産者組合からの要望を受け、本年度の最初のセ

ミナーとして実施した。講師はブラジル農牧研究公社Embrapaの研究者で、カミキリムシの生態

系を紹介しつつ有効的かつ環境に優しい解決方法の説明をした。 
 ブラジルで認可のある害虫対策の農薬は未だに科学的効果が実証されていないのが現状などの

様々な問題点を指摘し、特に環境に優しく効率の良い方法として昆虫にカビを発生させ駆除する

というバイオコントロールに焦点を当てた講義を行った。カミキリムシの駆除に利用できるカビ

（Beauveria Bassiana）の中から最も有効だったサンプルを選出しEmbrapaが共同研究で開発し

た薬品の効果を紹介した。 
 この薬品はもともとマテ茶の木に発生するカビであるので環境に害を及ぼさないと同時にカミキ

リムシ以外の昆虫には影響が無く、残留農薬の問題もない有効的な手段として紹介された。薬品

は年に2回散布する程度で大幅に被害削減につながったというデータと実績がある。 
 講師が紹介した薬品は画期的な方法として、マテ茶生産者に強いインパクトを与えた一方で、ア

ルゼンチン国内で流通するにはしかるべき機関の安全性の調査が必要となる。ブラジルでも薬品

の安全性調査を経てマテ茶への使用許可が降りるまでに4年がかかっており、これからアルゼンチ

ンでの認可を得るまでに一定の時間と調査が必要と考えられる。 
 参加者の大多数が大学や研究機関の関係であり、研究者達のネットワークの広さが伺える。質疑

応答や意見交換の場でも専門的な議論が繰り広げられ有意義な時間であったと思われる。 
 マテ茶生産者は本事業に参加する団体の中でも少数派であり、より多くの人が関心の持つテーマ

を選ぶ中ではこれまでの事業でマテ茶に特化した研修を実施することはできていなかった。今回

はオンラインセミナーということで費用も最小限で済むことから、少数派の参加者の声にこたえ

ることができたというのはオンラインで実施するメリットであったと考えられる。 
 
4) 講師所感 

 今回の研修ではほぼアルゼンチンの参加者が多数であり、ブラジルのみならずアルゼンチンでも

確認されている害虫の種類や発生原因などを紹介した。害虫の生態や駆除方法の説明をし、その

中でEmbrapaが共同研究で開発した生物農薬の成果を紹介した。 
 アルゼンチンの生産者及び研究者との交流を深めることができ、アルゼンチンのマテ茶生産者が

直面している害虫問題について知ることができた。Embrapaは生産者達が抱えている問題の解決

に努めることを目的としている。我々の研究成果は出版物やトレーニングによって生産者へ伝え

ている。我々の知識をマテ茶の害虫対策への手助けとしてもらえたらと思う。 
 

5) 研修生所感 

 とても有意義な時間であり、学ぶことが多かった。研修で紹介された薬品（カビ）による対策の

知識がなく、有効なバイオコントロールとして取り入れたい。 
 ブラジルのマテ茶の害虫を知ることができ、意見交換ができ有意義だった。またコンパニオンプ

ランツ方法で害虫の増加を制御できるというのに驚いた。 
 研修で得た情報の中でカビを使用した薬品が、ブラジルのカミキリムシの生態には有効であって

も、アルゼンチンのミシオネス州のカミキリムシにも有効であるか検証の必要がある。 
 本研修で得た知識と我々の知識と合わさって、実験を繰り返すことで、より有効な害虫対策方

法を構築できると考えている。 
 持続的可能かつ環境に優しい生産を保つためのツール開発には研究が欠かせない。 
 生産者達を悩ませている害虫の生態系を詳しく知ることができ、環境に優しい対策が興味深かっ

た。 
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⑧ 農村観光（研修生活動事例） 

1) 基本情報 

講師 Akemi Hijioka（レジストロ日伯文化協会） 
Juliana Geseíra Monteiro（モジダスクルーゼス農村組合） 

期間 令和 2 年 10 月 8 日（木）7:00-9:00 
場所 オンライン方式（Zoom） 
参加者 日系農業者：合計 48 名（ブラジル 33 名、アルゼンチン 2 名、パラグアイ 3 名、ボリビア

4 名、ペルー3 名、メキシコ 1 名、不明 2 名） 
関係機関：合計 2 名（領事館、JICA） 

内容 近年、都市部ではできない自然とのふれあい、旬の食材を産地で食すことのできる農村な
らではの体験を求める農村観光への関心が高まっている。本事業での本邦研修に参加し、
帰国後に地域で農村観光普及に尽力している 2 名が講師となり、地域で取り組んでいる事
例を紹介し、それぞれの異なる視点から農村観光の取り組みを学ぶ。 

 
2) 参加者 

ブラジル(33) APPC 農協(1)、AQUARYO Serviços em Aqüicultura Ltda(1)、Biritiba Mirim 市役所(1)、
Bora pra Roça(1)、CDRS(1)、Cogemate(1)、Fatec Mogi das Cruzes(2)、JATAK 農業技術普

及交流センター(1)、Ponte Pronta 社(1)、SAA - CDRS - EDR Mogi das Cruzes(1)、Sierra 
Maestra 農場(1)、WTB Travel(2)、イビウナ農協(1)、サンジョアキン農協(2)、サンフランシ

スコバレー文化スポーツ協会(1) 、ノバアリアンサ農協(1)、パラナ日伯文化連合会(1)、ブラ

ジル農協婦人部連合会(3)、プロミソン日伯文化体育協会(1)、モジダスクルーゼス農村組合(3)、
ラポーザ地域日伯協会(1)、レジストロ地域農業生産者協同組合(1)、ロライマ日伯協会(1)、自

営業(3) 
アルゼンチン(2) エコフロール花卉農協(1)、国立農業技術研究所 INTA(1) 

パラグアイ(3) Agrosato 社(1)、イグアス日会婦人部(1)、全パラグアイ日系婦人団体連絡協議会(1) 
ボリビア(4) コロニアオキナワ農協(1)、サンフアン農協 (2)、無所属(1) 
ペルー(3) fundo key(1)、エスキベル農畜産物生産者協会(1) 南サイエンス大学(1) 
メキシコ(1) iAgroS 社(1) 
不明 (2) 当日参加者(2) 
関係機関(2) 在メキシコ日本国総領事館(1)、JICA メキシコ(1) 

   
セミナーの様子 

 
3) 実施概況 

 サンパウロ州のレジストロ市は、サンパウロ・クリチバ街道沿いにあり、サンパウロ市から187km、

クリチバ市から217kmに位置する。レジストロ市はバナナ、ププニャ（ヤシの新芽）、お茶、もち

米、いぐさ等の生産地。   
 レジストロの事例を紹介した講師のAkemi Hijioka氏は平成30年度の研修に参加し、レジストロ地

域にある古民家（文化遺産）の活用に尽力している。レジストロでは地域の歴史、産業、日本文

化、産業と共に培われてきた景観の継承、例えば茶畑の景観等を紹介する要素を観光に取り入れ

ている。さらに、いぐさ生産から畳・ござ製品、環境保全とアグロフォレストリーも観光要素の

ベースに活かそうとしている。 
 サンパウロ州のモジダスクルーゼス市はサンパウロ・リオデジャネイロ街道沿いにあり、サンパ

ウロ市から60km、サンジョゼドスカンポスから66kmに位置する。モジダスクルーゼスは野菜、

果物、きのこ、花の生産地。さらに、サンパウロの市民が好んで行くビーチまで59kmで、海の往

復に必ず通る所でもある。 
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 モジダスクルーゼスの事例を紹介した講師Juliana Geseíra Monteiro氏はモジダスクルーゼスの

農村組合の農業技師で、常に農家と接している。平成28年度の研修に参加した。研修後には農村

観光や農産物のブランド化に尽力している。モジダスクルーゼスは観光農園が広まりつつあり、 

その立地条件から新鮮な農産物を安価に買うことができ、農村の空気を楽しめる。日頃食べる果

物がどのようになるのか、都市部に住む人が知ることのない世界を間近に見ることができる。セ

ミナーではArakawaファームの事例も紹介した。 
 農村観光に関心を持っている農業者は多く、実際に取り組んでいる事例を聞くのは参考になった

ようで参加者の評価は高かった。本事業の本邦研修に参加した研修生が講師となって、他の日系

農業者に経験を伝えるという図式は、本事業の目指す連携交流にとっての大きな成果だと考えら

れる。 
 
4) 講師所感 

 農村観光のテーマは様々な国で同じように話されている。後継者問題やそれに伴う地域活性化の

課題に対する解決策のひとつに考える人が増えているということを感じさせられた。 
 出口の見えないコロナ禍で、人々のライフスタイル、生活習慣、価値観が変わって来てる中、今

まで忘れられてきた事が見直されようになってきている。「景観十年、風景百年、風土千年」と言

われることを大切にし、継承していくことが農村観光のミッションのひとつであると認識しても

らえることを期待する。 
 今回の参加者に家族経営の小規模農家の方も居た、そういった農家の観光への参加がより盛んに

なることを期待したい。パンデミックの収束後に農村観光のニーズが高まる傾向を感じている。

観光農園が盛んになることで農家の収入向上につながり、継続可能な事業になることを期待する。 
 海のシーズンになると多くの人が海岸に行くようになるが、それにより食材のニーズが高まるこ

と、従来サンパウロまで行って仕入れている食材を近くのモジダスクルーゼスで仕入れることが

可能になれば、産地と消費地が互いに有利になる。モジダスクルーゼスと海岸線の間の道路はシ

ーズン中は渋滞になるため、途中に休憩できる道の駅があればという構想が以前から話し合われ

ている。またその横に海岸線のスーパーが仕入れられる配給センターが道の駅と連動する構想も

出てきている事も、今後の発展に大いに期待する次第である。 

 

5) 研修生所感 

 どちらの講師のプレゼンも非常にわかりやすかった。私達の農場は規模が大きく、また輸出にか

かる食の安全などの注意点を考えると難しい点がある。農村観光用に新たなスペースを確保する

ことも考えられるが、そのためには綿密な計画が必要となり、観光を取り組んでいる農場をもっ

と知る必要がある。 
 農村観光をやるためには、専門機関や組合の研修・指示による経営管理の知識が重要になる。顧

客のニーズに合わせたアトラクションの工夫、安全性にも留意すること、子供やお年寄りには特

に気を配る必要がある。アクセス用の道路設備、十分な駐車場、バリアフリーを考慮した環境整

備も長く利用してもらうための秘訣だと考える。Sergio Arakawaさんが今までの問題や体験そし

て今後の計画の話、さらにモジダスクルーゼス農村組合が生産者達に更なる収入源の可能性をサ

ポートしている姿勢は素晴らしい。農村観光を経営している生産者達のコロナ禍に対しての取り

組みや予防対策を実践したいと思う。 
 異なる条件で進めている2か所の農村観光開発の内容紹介であったのは興味深かった。 
 レジストロのポテンシャル、そして我々のモジダスクルーゼスと似ているところも関心を持てた。

農村観光に携わっている方と交流ができ有意義だった。 
 首都圏近隣の市は農村観光へ大きな可能性を秘めていると感じている。しかしビジネスを成功さ

せるのには綿密な準備や計画が必要となる。 
 メキシコのChiapas州のSoconusco市で日本人移民が残した重要文化財などを利用して農村観光

を始めようと考えている。今回得た知識と経験を参考に活動したい。 
 農業生産と観光を組み合わせて行う農村観光の発想は非常に興味深いものだった。Sergio 
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Arakawaさんのインタビューで理解を深められた。 
 ブラジルのロライマ州でも実施したいと考えている。オンライン形式の研修は一度に大勢の参加

者が可能であり大きな利便性を感じている。こういったネットワークは非常に重要だと考えてい

る。 
 
 

⑨ 果樹栽培への移行 

1) 基本情報 

講師 Kunio Nagai（元コチア農協農業技師） 
Sergio Ituo Masunaga（APPC 農協農業技師） 

期間 令和 2 年 10 月 28 日（水）8:00-10:00 
場所 オンライン方式（Zoom） 
参加者 日系農業者：合計 52 名（ブラジル 30 名、アルゼンチン 2 名、パラグアイ 1 名、ボリビア

3 名、ペルー9 名、コロンビア 2 名、メキシコ 5 名） 
内容 野菜栽培から収益性のある果樹栽培に転換するにあたっては、永年作物である果樹を健康

に育てるための土壌管理は重要であり、堆肥による手法例を紹介する。さらに果樹栽培の
具体的な事例として、柑橘類について剪定方法や収穫までの栽培管理や費用について学ぶ。 

 
2) 参加者 

ブラジル(30) AOTS (1)、APPC 農協(2)、CEAGESP(1)、Fatec Mogi das Cruzes(1)、Hoçoya 果樹園(1)、
Instituto Estadual do Ambiente-RJ(1)、 ITESP(1)、SAA APTA UPD エコ農業 (1)、
UNEAGRO(1)、UNIFIO(1)、イビウナ農協(1)、ガルバ生産者協会(1)、サンジョアキン農協

(1)、サンタカタリーナ州農牧研究普及公社(1)、サンタカタリーナ州立大学(1)、サンフランシ

スコバレー文化スポーツ協会(1)、バストス地域鶏卵生産者協会(1)、バルゼアアレグレ農協(1)、
兵庫県ブラジル事務所(2)、ブラジル農協婦人部連合会(1)、プロミソン日伯文化体育協会(1)、
ラーモス文化協会(2)、自営業(1)、エンジニア(1)、無所属(1)、不明(2) 

アルゼンチン(2) Inta(1)、エコフロール花卉農協(1) 
パラグアイ(1) イグアス日本人会婦人会(1) 
ボリビア(3) コロニアオキナワ農協(1)、サンフアン農協(2) 
ペルー(9) Huerto MIK SAC (1)、Nakahodo Miyasato (1)、Universidad Científica del Sur (1)、エス

キベル農畜産物生産者協会(5)、ペルー日系人協会カニェテ(1) 
コロンビア(2) Ricaurte Tanaka e Hijos LTDA (1)、フルーツアンデス社(1) 
メキシコ(5) アカコヤグア生産者(3)、iAgroS 社(1)、元 JICA 専門家(1) 

 

   
セミナーの様子 

 
3) 実施概況 

 本セミナーは、平成31年度事業から正式に本事業に加わったペルーのエスキベルの生産者からか

ら上がった、野菜から果樹への移行について学びたいという要望を受けて実施した。エスキベル

農畜産物生産者協会では野菜の販売やアーティチョークの輸出が低調のため、利益率の高い果物

への移行を検討している。セミナーは土壌管理と果樹栽培（柑橘）という2つのテーマによる構成

とした。 
 土壌管理は土壌の疲弊防止・植物の健康維持のために重要であり、堆肥（ぼかし）を活用した土

壌管理によって持続的な農業をすることができることが丁寧に説明された。土壌管理に使われる

微生物の生存環境に必要な有機物、ぼかし、バランスの取れた肥培管理についての質問が多く出
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された。 
 果樹（柑橘類）の栽培に関しては、APPC農協が育てている柑橘の品についての利点（標高は500m

から1000m近くまで栽培可能で、収穫後の保存期間が長く、他の柑橘類より高価で取引されてい

る等）について説明があった。 
 講師のポルトガル語の説明をよりよく理解できるようにするため、スペイン語へ同時通訳を導入

した。 
 

4) 講師所感 

 生産者が直面する土壌の問題、果樹の栽培における土壌管理の重要性のテーマと丁度良い組み合

わせであった。土壌改良技術とバランスの取れた施肥で、作物をよりよく生育できることを説明

した。様々な参加国の生産者に今回紹介した技術が広まり、問題を抱える方達の解決の一助にな

ればと思う。 
 APPC農協で育てている柑橘の栽培方法について説明した。ペルーで果樹栽培を実践していく上で

の参考になればと思う。また今回のように様々な国から多種多様の職種の参加者があったことは

オンライン開催ならではで、さらに同時通訳を利用したことによって充実したセミナーになった

と思われる。ただ、時間の制約からか遠慮からか、質問の数はあまり多くなかった印象。 
 

5) 研修生所感 

 講師と参加者達意見交換が良かったと思う。また違った国の農家たちの経験を知ることができる

のも興味深い。いずれは理論だけではなく、実地での研修になるとありがたい。 
 農産物の周りの植生をそのままにして栽培するのが主流となっている近年、我々も微生物やカビ

を用いた土壌改良を行っており除草剤の使用もやめた。今回得た知識を今後実践していきたい。 
 従来の化学薬品を使用する方法では土壌に悪影響を与え生産能力の減少へとつながる中、本研修

の土壌改良の手法は興味深かった。果物栽培でも有機栽培が主流となりつつある近年でも、未だ

に従来の殺虫剤や肥料または除草剤などを使用しているが、研修で学んだことをリンゴ農園で実

践してみたい。 
 Nagaiさんの講演は何度も参加しているためよく知っている内容ではあったが、今年から果物栽培

に関心を持つようになったため、Masunagaさんの講演全てが新たな情報で非常に参考になった。 
 今年から始めた果物栽培もちょうど剪定の時期を迎えているのでMasunagaさんの講演にあった

ことを試したい。さらにNagaiさんの土壌改良の手法も導入したいと考えている。 
 初めてぼかしや天恵緑汁について学ぶことができた。オーガニックで土壌改良の働きがあり、化

学肥料によるダメージを修復する効果がある。研修で紹介された柑橘の品種は酸味と甘味のバラ

ンスが絶妙で、コロンビアでの栽培も魅力的だと考えている。今後、果物栽培におけるぼかしお

よび天恵緑汁を用いた土壌改良の実用性について検討していきたい。 
 土壌と微生物は切っても切れない関係であり、農産物の健康や生産能力に向上に大きく影響する。

今後は化学肥料の使用を控えたいと考えている。そしてぼかしなど日本の栽培技術の導入を検討

したい。 

 ぼかしの手法を試したいと考えている。ブラジルの北東部では柑橘系の果物栽培は変色や実の乾

燥などの問題があるが、正しい管理によって復活させることも可能だと考える。 

 
 

⑩ 堆肥作り（ぼかし） 

1) 基本情報 

講師 Kunio Nagai（元コチア農協農業技師） 
期間 11 月 20 日（金）7:00-9:00 
場所 オンライン方式（Zoom） 
参加者 日系農業者：合計 49 名（ブラジル 41 名、アルゼンチン 1 名、ボリビア 1 名、ペルー3 名、

コロンビア 1 名、メキシコ 2 名） 
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内容 化学肥料ではなく有機肥料や微生物を活用した土壌改良に対しては、近年注目が高まって
いる。ブラジルで堆肥（ぼかし）の活用について講演をしている Kunio Nagai 氏から、堆
肥作りの方法を学ぶ。 

 
2) 参加者 

ブラジル(41) APPC 農協 (1)、Bahia Fruti (1)、BB(1)、CEF (1)、Cogemate (1)、ESALQ-USP (2)、Escola 
Estadual Reynaldo Massi (1)、FAEF (1)、ITESP (1)、JATAK 農業技術普及交流センター(1)、
Nishijima 農場(1)、Olivas Pilar 農場(1)、RM アグリビジネス(1)、Sul Brasil (1)、3 meninas 
農場(1)、イビウナ農協(1)、ウニオンカストレンセ農協(1)、ウベルランディア州立大学(1)、
サンジョアキン農協(1)、スザノ家族農業局(1)、サンパウロ州農業局(1)、セラードブラジレイ

ロ農協(1)、農業供給局サンパウロ州農業技術課(1)、農業局(1)、農業経済研究 IEA(1)、プロ

ミソン日伯文化体育協会(1)、ラーモス文化協会(2)、ロライマ日伯協会(1)、IT コンサルタン

ト(1)、オーガニック生産者(1)、自営業(1)、農業生産者(4)、無所属(1)、不明(3) 
アルゼンチン(1) エコフロール花卉農協(1) 
ボリビア(1) サンフアン農協(1) 
ペルー(3) Huerto MIK SAC (1)、エスキベル農畜産物生産者協会(1)、南サイエンス大学(1) 
コロンビア(1) フルーツアンデス社(1) 
メキシコ(2) アカコヤグア生産者(1) 、iAgroS 社(1)  

 

  
動画教材                    セミナーの様子 

 
3) 実施概況 

 持続可能な農業のコンサルタントであり、文協（ブラジル日本文化福祉協会）の山本喜誉司賞の

委員でもあるKunio Nagai氏は日本の堆肥（ぼかし）作りの方法をブラジルで普及している。以前

から土壌改良の技術については日系農業者から関心が上がっており、本セミナーの実施となった。

本セミナーには6か国から応募があり、開始時間を過ぎてからも参加があったことからも、関心の

高いテーマであったことが伺えた。 
 農業の基本である望ましい土壌の状態および植物が成長するのに必要な栄養分について、生産者

は、感覚的に分っているようで、理論的に理解できていないことも多い。期待した生産量になら

なかった原因は病虫害だけが理由とは限らない。健康な状態の植物を育てることで、問題として

いることの多くが回避できることが解説された。植物が健康な状態であるには、植物が養分吸収

するためにはどんな土壌環境で、それぞれの作物が必要とする栄養をどう施すか、を理解しても

らうことをねらいとした。 
 人間と同様に植物も健康体でいなければ病害が発生すること、土壌環境の管理と作物が必要とす

る栄養素をバランス良く施肥する重要性を数値を用いて詳しく説明した。さらに身近にある植物

の新芽を原料に作る肥料（ぼかし）の作り方について動画を使って説明した。材料の準備は難し

くなく、コンポストとは異なり手軽にしかも短時間で作れることも十分伝わったと思われる。本

セミナーを通じて得た技術を各々の生産向上に役立ててくれることが期待される。果樹（柑橘類）

の栽培に関しては、APPC農協が育てている柑橘の品種についての利点（標高は500mから1000m
近くまで栽培可能で、収穫後の保存期間が長く、他の柑橘類より高価で取引されている等）につ

いて説明があった。 
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4) 講師所感 

 農業は土壌管理・バランスの取れた施肥の基本に従う必要がある。その計算を行うために、土壌

の化学分析と施肥設計が必要で、それには日本の計算方法が活用できる。 
 土壌改良のために、効果的な微生物の収集技術、ぼかしの準備、そして同じく日本で使われてい

る、植物の新芽で作られたバイオ肥料の説明をした。 
 ブラジル、及びラテンアメリカ諸国にそれらの技術を広める事は大変重要な事と認識している。

様々な質問があり、参加者からは多くの関心を持ったことを感じた。 

 
5) 研修生所感 

 土壌の化学分析によってバランスの取れた施肥、そしてぼかし作りのための微生物収集技術は大

変興味深かった。 
 化学薬品の使用量を削減し、消費者に高品質かつ健康的な食品を提供すると共に生産者の収入拡

大の見込める素晴らしい技術。 
 エコフロール花卉農協でも花卉栽培にぼかしを用いており、良い結果が出ている。セミナーで学

んだ知識を基に、我々独自のぼかしを作りたいと考えている。 
 Nagaiさんが説明したものは私にとっては新しい情報ではなく、既に実践しているものあったが、

何度聞いてもためになる。 
 人口の5％が農業従事者で、95％が市街地での労働者という後継者危機がある。現在は直接農業に

携わっていないが、有機農業の必要性を周りに伝えたい。 ブラジルでは、大規模農業において、

土地が疲弊している問題が出始めているので、将来、大きな問題になる前に有機農業化を推し進

める必要がある。 
 紹介された情報はすべて有益だった。微生物を収集しぼかしを作ることによって土壌改良そして

生産向上へとつながる。またそれぞれの栽培で土壌の化学分析を行い、バランスの取れた施肥の

計算式も大変面白かった。 

 有機栽培が主流となりつつある近年、これから有機栽培を始めようと考えている農家向けの情報

だった。セミナーで学んだ知識を積極的に使いたいと考えている。化学薬品の購入を極力少なく

し、なおかつ土壌改良に貢献できるとは素晴らしい。今後も有機栽培関連の研修を望む。また害

虫や植物の病気のコントロールについての研修も希望する。 
 農業のベースである土壌改良のテーマは興味深かった。今後微生物を収集してぼかし作りを実践

して我々の農場に活用したい。 
 農家は日々高品質かつ低コストである生産技術を模索している。消費者に健康的な食品を提供し、

農家の収入を拡大することによって、社会全体として生活の質を向上できると考えている。土壌

改良で持続的可能な農業を目指すことは素晴らしく、満足のいく研修だった。 
 土壌改良に用いられる計算の数式の説明がもう少し欲しかった。 

 
 

⑪ 農産物のオンライン販売 

1) 基本情報 

講師 Maria Flávia Tavares（ジェトゥリオヴァルガス財団 FGV アグリビジネス講師） 
期間 令和 2 年 12 月 4 日（金）7:00-9:00 
場所 オンライン方式（Zoom） 
参加者 日系農業者：合計 16 名（ブラジル 11 名、アルゼンチン 2 名、ボリビア 1 名、メキシコ 2

名） 
内容 コロナ禍の影響により消費者に農産物を直接販売するようなオンライン販売のニーズは高

まっている。小規模農家が活用できる農産物のオンライン販売のプラットフォームや実践
事例を学ぶ。 
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2) 参加者 

ブラジル(11) Dohashi 養鶏場(1)、イビウナ農協(1)、バストス地域鶏卵生産者協会(1)、兵庫県ブラジル事

務所(1)、ブラジル農協婦人部連合会(4) 、プロミソン日伯文化体育協会(1)、弓場農場(1)、
個人(1) 

アルゼンチン(2) メルコフロール花卉生産者組合(2) 
ボリビア(1) サンフアン農協(1) 
メキシコ(2) iAgroS 社(1)、アカコヤグア生産者(1) 

 

   
動画教材                    セミナーの様子 

 
3) 実施概況 

 第1回日系農業者等連携強化会議前の聞き取りを行い、最も希望が多く上がったテーマが農産物の

オンライン販売であった。コロナ禍の影響で、商品の売れ残りも多くなり、直接消費者に販売し

ていく仕組みが求められている。講師はアグリビジネスを専門として小規模生産者の現状も把握

しており、始めやすいオンライン販売のシステムを紹介した。さらにサンパウロ近郊の日系農業

者が取り組む、SNSで注文を受ける事例を動画で2件紹介した。 
 講義では、オンライン販売では、まず消費者が時代と共に変わっていることを理解した上で農家

達は消費者のニーズに合わせて商品に新しい付加価値を考えることが重要であること、小規模農

家が大規模農家のように同じモデルで販売するのは無理であるが小さいなりに渡り合える戦略の

あり方について説明があった。また様々なオンライン販売のプラットフォームなどをブラジルな

どの実例などを出しつつeコマースのあり方について説明をした。 
 事例1では、ブラジル農協婦人部連合会（ADESC）がサンパウロ市の宮城県人会で毎月第1、第3

土曜日に行っている青葉祭り（朝市場）において、WhatsAppアプリで注文を受けて販売するよう

になった事例を紹介した。 
 事例2 ではピラールドスル市の果物生産者のMilton Naoto Oda氏が、コロナ禍で売れなくなった

地域の果物をSNSツールで注文を受け、サンパウロ市まで運転をして販売する取組を紹介。消費

者に直売することによる利点、独自ブランドMYHRAIについて説明した。 
 日系農業者から強い要望があったオンライン販売のテーマだが、残念ながら参加者数はそれほど

多くはならなかった。しかしながら少人数だからこそ講師との意見交換が充実し、アンケートか

らは参加した人にとっては有意義なセミナーであったことが伺えた。 
 

4) 講師所感 

 参加者と十分に交流ができ、小規模農家にオンライン販売に関する役立つ情報を提供できたと思

う。講演でも説明した小規模農家が競争の激しい市場を生き抜くための手助けになるプラットフ

ォームを2021年に立ち上げたいと考えている。イビウナ農協のNewton Dinizさんと意見交換を

し、プラットフォームの導入を検討したいとのこと。新しいパートナーシップの可能性も視野に

入れていきたい。 
 小規模農家は情報が不足し、不利な状況下で大規模農家と市場を渡り合うため、このような学べ

る場を設けて交流し、知識を高めるのは非常に重要なことだと思う。 
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5) 研修生所感 

 講演は非常に合理的でわかりやすく、紹介された事例も良かった。今日得たヒントをイビウナ農

協でも実践したいと考えている。インターネットなどのツールを利用できない人は時代に追いつ

けないと考えており、イビウナ農協としてもeコマースに投資する必要性が高まっているのを感

じている。 
 eコマースというチャンネルは花卉生産の市場や付加価値にとても重要な役割を果たしていると

理解している。一方で、メルコフロールでは従来の販売システムである卸売を切り替えるのは難

しい。アルゼンチンでは消費者に届ける配送の物流のコストが高いことがひとつの理由。 
 オンライン販売では様々なプラットフォームが存在し、それぞれの可能性を深く知ることによっ

て販売力を向上できると考えている。 
 様々なプラットフォームの存在を知ることによって小規模農家はより良い選択肢が得られ、また

高い品質の商品を求める顧客にも利便性があると思える。 
 講演で使われた「自分が全てをやるのではなく、自分がやれることだけに集中し、やれないこと

はサポートや委託などを通じて補うことが鍵」という言葉が印象的だった。 
 SNSやオンラインプラットフォームなどのメディアを通じて農産物を販売し、新しい市場の可能

性を模索することによって、仲介業者による中間マージンを回避するメリットがある。消費者と

アクセスし、消費者を知ってニーズに合った付加価値を付ける必要がある。非常に興味深い内容

で、まずはSNSを利用して近くの地域でオンライン販売を実施したいと考えている。 
 新型コロナの影響でオンライン販売の必要性は小規模農家までに及んでいる。鮮度が命である農

産物は他の商品とは異なり、消費者にいかに新鮮な状態で商品を届けるのかが重要な課題。講師

が挙げた様々な販売方法から、人材育成、新技術の導入、マーケティング戦略、流通、オンライ

ンプラットフォームの使用など、様々な要素が重要だと理解した。しかしながら小規模農家には

全てを兼ね備えるのは難しい。したがって現実に見合ったものをできる範囲で利用するのがベス

トだと考える。 
 ADESCの場合はWhatsAppというSNSアプリを通じたオンライン販売を始めた。まだまだ大規

模な販売にはいたらないが、常に商品の鮮度そしてパッケージにも安全な商品を届けることを心

がけている。講演ではeコマースではどんなものでも販売できるということ、競争に後れを取ら

ないためには新しいことに挑戦する大切さを理解した。 
 

 
⑫ 果樹栽培への灌水施肥 

1) 基本情報 

講師 Wilson Goto（ヤラインターナショナル社） 
期間 令和 3 年 1 月 13 日（水）8:00-10:00 
場所 オンライン方式（Zoom） 
参加者 日系農業者：合計 94 名（ブラジル 72 名、アルゼンチン 3 名、パラグアイ 2 名、ボリビア

3 名、ペルー1 名、コロンビア 2 名、メキシコ 2 名、不明 9 名） 
関係機関：合計 3 名（JICA） 

内容 温帯から熱帯の果樹について、貴重な農業用水の無駄を省く灌水技術、果樹園の土壌の状
態、果樹の種類によってそれぞれが要求する養分に合わせた肥培管理を学ぶ。 

 
2) 参加者 

ブラジル(72) ABJICA (1)、ACP Frutas (1)、Agropodas (1)、AOTS (1)、APPC 農協(3)、BAHIA FRUTI(1)、
Baraúna 農場(1)、Caldas representações (1)、Casa do Plantio(1)、EMATER-PI (1)、
Embrapa (1)、EMPAER (1)、Encarregado sweet (1)、Faz Fruit Quality (1)、Faz São Paulo 
(1)、Fazenda Frutan (1)、Fazenda Portal das Uvas (1)、FRUTECER (1)、Gold fruit (1)、
Hoçoya 農場(1)、IF Sertão Pernambuco (1)、Iida グループ(1)、ITESP (1)、JMM Agricola 
(1)、MNS (1)、Nunes 農場(1)、Prime Consultoria Agrícola (1)、Riagro (1)、Seiva do vale 
(2)、Special Fruit (1)、Sweet Fruit (1)、UNEB (2)、Univasf (2)、ウニオンカストレンセ

農協(1)、サンジョアキン農協(1)、サンフランシスコバレー文化スポーツ協会(7)、トメアス

農業振興文化協会(1)、南伯ピラールドスル農協(1)、農業供給局サンパウロ州農業技術課(1)、
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ノバアリアンサ農協(2)、ブラジル日本文化福祉協会(1)、ラーモス文化協会(2)、リオデジャ

ネイロ州環境研究所(1)、ルイスエドゥアルドマガリャンイス日伯協会 Anibralem (1)、マン

ゴー生産者(4)、自営業(2)、農家(1)、農業技師(2)、CEAGESP(1)、不明(5) 
アルゼンチン(3) AgroArgentinaJapon(1)、エコフロール花卉農協(1)、ハルディンアメリカ生産者組合(1) 
パラグアイ(2) コルメナアスンセーナ農協(2) 
ボリビア(3) コロニアオキナワ農協(1)、サンフアン農協(2) 
ペルー(1) Huerto MIK SAC (1) 
コロンビア(2) Belén 4 (1)、フルーツアンデス社(1) 
メキシコ(2) iAgroS 社(1)、アカコヤグア生産者(1) 
不明(9) 不明(9) 
関係機関(3) JICA(2)、JICA アルゼンチン(1) 

 

  
セミナーの様子                   事例紹介ビデオ 

 
3) 実施概況 

 第1回日系農業者等連携強化会議の意見交換で、多くの団体が希望したのが果樹栽培への灌水施肥

というテーマで、追加で実施することとなった。応募人数は200名を超え、実際の参加者は95名で

本年度実施のセミナーで最も多かった。世界的気候変動による影響が深刻化する中、農業用水の

確保、植物の生育等の課題が出てきており、灌水施肥に対する関心の高さが伺えた。講師はノル

ウェーの肥料メーカーであるヤラインターナショナル社のWilson Goto氏に依頼。さらにノバアリ

アンサ農協のLauro Takakura氏の果樹農園での灌水施肥を実践例として動画で紹介した。 
 点滴灌漑やミクロスプリンクラーを使った灌水技術はすでに普及しているが、灌水と液肥の組み

合わせにより単位面積当たりの収量を上げるには、植物の成長過程で、いつ、なにを、どのくら

い、どうやって施肥をするべきか、データの提示によって解説をしてもらった。これから先の農

業を取り巻く自然・経済等の環境を考えた際に、どれだけの利点があるかについて考える機会に

なったのではと考える。 
 質疑応答では、講義にあった重要な項目の1つである「観察」に必要な計測器や、設備に対しての

コストに関心が集中した。生産面積の広い農業には、どのように導入していくかが1つの課題にな

ると見受けられた。 
 
4) 講師所感 

 生産者向けに技術的な内容の情報を発信する素晴らしい取組だと思う。このようなセミナーによ

って生産者の視野を広げ、あらゆる分野で持続可能な農業活動の推進に貢献できればと思う。 
 今後セミナーを行うとすれば、各農家が自分の土地で試験的にできる課題を設定し、各参加者が

課題の成果を講師に送るような実践的な課題も導入できるのではと考えている。 
 

5) 研修生所感 

 灌水施肥は植物の成長過程で必要な養分を与え、土壌の栄養バランスを保ち生産力向上に役

立つ手法であり、マンゴーやレモンなどの果樹の生態を知り不足している養分を補うのに最

適だと学んだ。非常に関心の高いテーマで、日々の農作業の改善に繋がる情報を得られた。 
 灌水施肥では植物の栄養バランスを考慮し、根の深さや濃度によって異なる施肥計画を立て
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ることが重要である。生産能力及び収穫量向上に大きく貢献できるYara社が開発したソフト

ウェアに興味を持った。 
 Gotoさんの講演そしてTakakuraさんのビデオで非常に分かりやすく簡易的に実践できる内

容だと感じた。Gotoさんがセミナーで紹介した分析する機材に興味を持った。 
 作年は旱魃で苦労しており、灌漑と施肥を同時に行える灌水施肥はリンゴ畑にも最適ではな

いのかと感じた。今後は灌水施肥システムの導入を前向きに検討するべく、リンゴ畑にも使

用できるのかを調べたい。 
 セミナーで紹介された灌水施肥によって豊作を見込める戦略は非常に興味深い。マテ茶栽培

で実践しており、セミナーでは量などに制限はないが頻度が重要だと学んだ。施肥技術の情

報や知識を深めるのに役立った。 
 適切な機材を使用して分析をして施肥量を調整する重要性を学んだ。理論的な部分も実践的

の部分もカバーし実に合理的なセミナーだった。今後もこのようなセミナーを積極的に続け

ていくように希望したい。 
 土壌に加える養分によって残量の度合いが異なると学んだ。灌水施肥の後に灌漑管理も重要

になり、リンやアンモニアなどを使用した場合などは特に後の灌漑方法も重要になると知り

役立つ情報を得ることができた。 



 

45 
 
 

3(4) 過年度事業の研修修了生の動向調査 

平成 25 年度から平成 31 年度に実施された「若手日系農業者等の育成研修」および「日系農業者団体女性

部の女性活躍推進研修」（またはそれらに類する本邦研修）に参加した研修生を対象に、現在の役職につい

て調査を行った。 
研修生の現在の役職について、以下に示す。合計 139 名中、退職・連絡が取れない者は 24 名（17.3%）、

研修参加時から役職が上がった者は 24 名（17.3%）であった。なお、役職が上がったかは同じ所属先で役

員・部長等になったかどうかで判断した。農協の組合員から職員になった事例は所属先の変更として、役職

が上がったには含めていない。一方で、役員・部長等は持ち回りである場合も多く、一定期間ごとに役員・

部長等でなくなる場合もありうる。 
 

No. 参加年
度 

No. 国 研修名 研修時の所属先 研修時の役職 2021年 2月現在の所属先 2021年 2月現在の役
職 

備考 

1 平成 25 1 ブラジル 中堅リーダー インテグラーダ農協 副理事長 退職 ー   
2 平成 25 2 ブラジル 中堅リーダー 南伯マリリア農協 役員 南伯マリリア農協 組合員   
3 平成 25 3 ブラジル 中堅リーダー ブラジル農協婦人部連合会 会員・広報担当 ブラジル農協婦人部連合会 役員（第 2書記）   
4 平成 25 4 ブラジル 中堅リーダー APPC農協 組合員 APPC農協 APPC貿易マーケティ

ング担当 
  

5 平成 25 5 ブラジル 中堅リーダー トメアス農協 組合員 トメアス農協 組合員   
6 平成 25 6 ブラジル 品質管理 コパセントロ農協 役員・畜産技術者 農協倒産 生産者 2019年に農協倒産 
7 平成 25 7 ブラジル 品質管理 APPC農協 職員・規格品質管

理 
退職 生産者 ピニャール移住地のネットワー

ク担当 
8 平成 25 8 ブラジル 品質管理 ブラジル農協婦人部連合会 会員・催事担当 ブラジル農協婦人部連合会 会員・催事担当   
9 平成 25 9 ブラジル 品質管理 イビウナ農協 職員・農業分析官 退職 農薬会社   
10 平成 25 10 ブラジル 女性部 ブラジル農協婦人部連合会 会員・催事担当 ブラジル農協婦人部連合会 会員・催事担当   
11 平成 25 11 ブラジル 女性部 サンフジ農産加工・製造協同組合 組合長 サンジョアキン農協女性部 女性部長   
12 平成 25 12 ブラジル 女性部 ラーモス日伯文化協会 役員・広報 ラーモス日伯文化協会 会員   
13 平成 25 13 ブラジル 女性部 インテグラーダ農協 青年・女性部 退職 ー   
14 平成 25 14 アルゼンチン 中堅リーダー ハルディンアメリカ生産者組合 組合員 ハルディンアメリカ生産者組合 組合員 組織名変更 
15 平成 25 15 アルゼンチン 品質管理 ハルディンアメリカ生産者組合 組合員 ハルディンアメリカ生産者組合 組合員 組織名変更 
16 平成 25 16 アルゼンチン 女性部 旧リオネグロ・コマウエ日本人会 会員・豆腐生産者 ー ー 連絡なし 
17 平成 25 17 パラグアイ 中堅リーダー パラグアイ日系農協中央会 参事 パラグアイ日系農協中央会 参事   
18 平成 25 18 パラグアイ 女性部 イグアス日本人会婦人部 部長 イグアス日本人会婦人部 部員   
19 平成 25 19 ボリビア 品質管理 サンフアン農協 職員・倉庫長 サンフアン農協 職員・倉庫長   
20 平成 25 20 ボリビア 品質管理 コロニアオキナワ農協 職員・品質管理 コロニアオキナワ農協 役員（穀物品質管理部

長） 
  

21 平成 25 21 ボリビア 女性部 コロニアオキナワ連合婦人会 役員（書記） 退職 レストラン勤務   
22 平成 26 1 ブラジル 中核リーダー コパセントロ農協 理事 退職     
23 平成 26 2 ブラジル 中核リーダー モジダスクルーゼス農村組合 農業技師 退職 生産者   
24 平成 26 3 ブラジル 中核リーダー カッポンボニート農協 組合員 カッポンボニート農協 組合員   
25 平成 26 4 ブラジル 中核リーダー トメアス農協 輸出部門補佐 トメアス農協 広報・秘書   
26 平成 26 5 ブラジル 品質管理 サンミゲールアルカンジョ農協 参事 サンミゲールアルカンジョ農協 参事   
27 平成 26 6 ブラジル 品質管理 JATAK農業技術普及交流センター 組合員 JATAK農業技術普及交流センター 組合員   
28 平成 26 7 ブラジル 品質管理 APPC農協 組合員 退職     
29 平成 26 8 ブラジル 品質管理 イビウナ農協 組合員 イビウナ農協 組合員   
30 平成 26 9 ブラジル 品質管理 ブラジル農協婦人部連合会 会員 退職 サンロッキ市でアグリ

ツーリズム 
  

31 平成 26 10 ブラジル 女性部 ブラジル農協婦人部連合会 会員・秘書 ブラジル農協婦人部連合会 会員   
32 平成 26 11 ブラジル 女性部 トメアス農協 組合員 トメアス農協 組合員   
33 平成 26 12 ブラジル 女性部 サンフジ農産加工・製造協同組合 財務部長 サンジョアキン農協女性部 女性部   
34 平成 26 13 アルゼンチン 中核リーダー ハルディンアメリカマテ茶生産者協同組合 組合員 ハルディンアメリカ生産者組合 組合員   
35 平成 26 14 アルゼンチン 女性部 ハルディンアメリカマテ茶生産者協同組合 組合員 退職 日本   
36 平成 26 15 パラグアイ 品質管理 コルメナアスンセーナ農協 組合員 コルメナアスンセーナ農協 役員   
37 平成 26 16 パラグアイ 女性部 イグアス日本人会婦人部 会員 イグアス日本人会 会員   
38 平成 26 17 ボリビア 中核リーダー サンフアン農協 運営補佐 退職 日本   
39 平成 26 18 ボリビア 女性部 サンフアン連合婦人会 会計担当 サンフアン連合婦人会 会員   
40 平成 27 1 ブラジル 中核リーダー サンミゲールアルカンジョ農協 組合長 サンミゲールアルカンジョ農協 役員   
41 平成 27 2 ブラジル 中核リーダー カッポンボニート農協 組合員 カッポンボニート農協 組合員   
42 平成 27 3 ブラジル 女性部 ブラジル農協婦人部連合会 会員 ブラジル農協婦人部連合会 会員・副支部長   
43 平成 27 4 ブラジル 女性部 ラーモス日伯文化協会 会員 ラーモス日伯文化協会 役員（秘書）   
44 平成 27 5 ブラジル 女性部 サンミゲールアルカンジョ農協 組合員 サンミゲールアルカンジョ農協 組合員   
45 平成 27 6 ブラジル 女性部 ジュアゼイロ農協 組合員 農協倒産 ぶどう生産者   
46 平成 27 7 アルゼンチン 中核リーダー ハルディンアメリカ生産者組合 組合員 ハルディンアメリカ生産者組合 組合長   
47 平成 27 8 パラグアイ 中核リーダー コルメナアスンセーナ農協 副参事 コルメナアスンセーナ農協 参事   
48 平成 27 9 パラグアイ 女性部 イグアス日本人会婦人部 会員 イグアス日本人会婦人部 会員   
49 平成 27 10 ボリビア 中核リーダー サンフアン農協 組合員 サンフアン農協 組合員   
50 平成 27 11 ボリビア 中核リーダー コロニアオキナワ農協 組合員 コロニアオキナワ農協 役員（教育担当）   
51 平成 27 12 ボリビア 女性部 サンフアン連合婦人会 会員 サンフアン連合婦人会 役員   
52 平成 28 1 ブラジル 付加価値向上 ブラジル農協婦人部連合会 組合員 ブラジル農協婦人部連合会 役員（監査役）   
53 平成 28 2 ブラジル 付加価値向上 グアタパラ農協 組合員 グアタパラ農協 組合員   
54 平成 28 3 ブラジル 付加価値向上 イビウナ農協 職員・生産管理 イビウナ農協 市場分析部長   
55 平成 28 4 ブラジル 付加価値向上 モジダスクルーゼス農村組合 農業普及員 モジダスクルーゼス農村組合 農業普及員   
56 平成 28 5 ブラジル 中核リーダー クリチバノス市日伯スポーツ文化協会 会員 クリチバノス市日伯スポーツ文化協会 会員 Rika Agropecuaria社農業技師 
57 平成 28 6 ブラジル 中核リーダー プロミソン日伯文化協会 会長 プロミソン日伯文化協会 会長 前田農場経営者 
58 平成 28 7 ブラジル 中核リーダー サンジョアキン農協 組合員 サンジョアキン農協 組合員 農牧開発研究機関 EPAGRI職員 
59 平成 28 8 ブラジル 中核リーダー トメアス農協 組合員 トメアス農協 参事   
60 平成 28 9 ブラジル 女性部 サンフジ農産加工・製造協同組合 生産管理 サンジョアキン農協女性部 女性部   
61 平成 28 10 ブラジル 女性部 サンミゲールアルカンジョ農協 組合員 サンミゲールアルカンジョ農協 組合員 農村観光協会会長 
62 平成 28 11 ブラジル 女性部 スルミナス農協 組合員 スルミナス農協 監査役   
63 平成 28 12 アルゼンチン 付加価値向上 メルコフロール花卉生産者組合 理事 メルコフロール花卉生産者組合 理事   
64 平成 28 13 パラグアイ 付加価値向上 コルメナアスンセーナ農協 組合員 コルメナアスンセーナ農協 組合員・青年部長   
65 平成 28 14 パラグアイ 中核リーダー ピラポ農協 職員・経理 ピラポ農協 職員・経理   
66 平成 28 15 パラグアイ 女性部 コルメナアスンセーナ農協 組合員 退職 日本   
67 平成 28 16 ボリビア 付加価値向上 サンフアン農協 サンタクルス支

所所長 
サンフアン農協 サンタクルス支所所

長 
  

68 平成 28 17 ボリビア 女性部 コロニアオキナワ連合婦人会 役員 コロニアオキナワ連合婦人会 役員   
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69 平成 29 1 ブラジル 付加価値向上 ラーモス日伯文化協会 理事 ラーモス日伯文化協会 会員（2020 年度桜ま
つり委員会） 

生産者 

70 平成 29 2 ブラジル 付加価値向上 ブラジル農協婦人部連合会 役員 ブラジル農協婦人部連合会 副会長   
71 平成 29 3 ブラジル 付加価値向上 APPC農協 組合員 APPC農協 職員   
72 平成 29 4 ブラジル 付加価値向上 モジダスクルーゼス農村組合 役員 モジダスクルーゼス農村組合 役員   
73 平成 29 5 ブラジル 付加価値向上 ロライマ日伯協会 会員 ロライマ日伯協会 役員   
74 平成 29 6 ブラジル 中核リーダー バルゼアアレグレ農協 組合員 バルゼアアレグレ農協 組合員   
75 平成 29 7 ブラジル 中核リーダー 弓場農場 加工担当 弓場農場 品質管理担当   
76 平成 29 8 ブラジル 中核リーダー APPC農協 組合員 APPC農協 組合員、APPC女性部

役員 
  

77 平成 29 9 ブラジル 中核リーダー ブラジル農協婦人部連合会 参事 ブラジル農協婦人部連合会 参事   
78 平成 29 10 ブラジル 中核リーダー おばあ茶ん 職員 退職     
79 平成 29 11 ブラジル 中核リーダー トメアス農協 組合員 トメアス農協 組合員 ACTA(トメアス文化農業振興協

会）副会長 
80 平成 29 12 パラグアイ 付加価値向上 ピラポ農協 職員 退職 生産者   
81 平成 29 13 パラグアイ 中核リーダー コルメナアスンセーナ農協 組合員 前原養鶏場 牧場管理補佐   
82 平成 29 14 ボリビア 付加価値向上 サンフアン農協 組合員 サンフアン農協 外部監査員   
83 平成 29 15 ボリビア 中核リーダー サンフアン農協 職員・サンタクル

ス支所次長 
サンフアン農協 職員・サンタクルス支

所次長 
  

84 平成 30 1 ブラジル 若手育成 ウニオンカストレンセ農協 組合員・総務部長 ウニオンカストレンセ農協 穀物部長 パラナ州日伯アリアンサ文化協
会副会長 

85 平成 30 2 ブラジル 若手育成 バルゼアアレグレ農協 組合員 バルゼアアレグレ農協 組合員   
86 平成 30 3 ブラジル 若手育成 サンジョアキン農協 職員 退職     
87 平成 30 4 ブラジル 若手育成 パラナ州日伯アリアンサ文化協会 会員 パラナ州日伯アリアンサ文化協会 会員 生産者 
88 平成 30 5 ブラジル 若手育成 ノバアリアンサ農協 監査役 ノバアリアンサ農協 組合員   
89 平成 30 6 ブラジル 若手育成 バストス地域鶏卵生産者協会 会長 バストス地域鶏卵生産者協会 会長   
90 平成 30 7 ブラジル 若手育成 サンタイザベル・サントアントニオドタウア組

合 
組合員 サンタイザベル・サントアントニオドタウア

組合 
組合員、青年部部長   

91 平成 30 8 ブラジル 若手育成 カッポンボニート農協 組合員 カッポンボニート農協 組合員   
92 平成 30 9 ブラジル 若手育成 レジストロ地域農業生産者組合 組合員 レジストロ地域農業生産者組合 組合員   
93 平成 30 10 ブラジル 若手育成 モジダスクルーゼス農村組合 組合員 モジダスクルーゼス農村組合 組合員   
94 平成 30 11 ブラジル 若手育成 コパセントロ農協 組合員 農協倒産 生産者   
95 平成 30 12 ブラジル 若手育成 アダマンチーナ文化体育協会 農業技師 アダマンチーナ農協 生産資材販売担当   
96 平成 30 13 ブラジル 若手育成 JATAK農業技術普及交流センター 会員 JATAK農業技術普及交流センター 会員   
97 平成 30 14 ブラジル 若手育成 モジダスクルーゼス農村組合 組合員 モジダスクルーゼス農村組合 組合員   
98 平成 30 15 ブラジル 若手育成 トランスアマゾニカ農協 組合員 トランスアマゾニカ農協 組合員   
99 平成 30 16 ブラジル 若手育成 ブラジル農協婦人部連合会 会員 ブラジル農協婦人部連合会 会員   
100 平成 30 17 ブラジル 女性部 APPC農協女性部 組合員 APPC農協女性部 組合員・新商品開発   
101 平成 30 18 ブラジル 女性部 レジストロ日伯文化協会 地域活性化委員 レジストロ日伯文化協会 地域活性化委員   
102 平成 30 19 ブラジル 女性部 コパセントロ農協 役員 農協倒産 生産者   
103 平成 30 20 ブラジル 女性部 ブラジル農協婦人部連合会 会員 ブラジル農協婦人部連合会 役員（経理）   
104 平成 30 21 ブラジル 女性部 ブラジル農協婦人部連合会 会員 ブラジル農協婦人部連合会 役員（監査役）   
105 平成 30 22 アルゼンチン 若手育成 メルコフロール花卉生産者組合 組合員 メルコフロール花卉生産者組合 会員   
106 平成 30 23 アルゼンチン 女性部 メルコフロール花卉生産者組合 組合員 メルコフロール花卉生産者組合 会員   
107 平成 30 24 パラグアイ 若手育成 ラパス農協 職員 ラパス農協 職員   
108 平成 30 25 パラグアイ 女性部 ラパス日本人会婦人部 会員 ラパス日本人会婦人部 会員   
109 平成 30 26 ボリビア 若手育成 コロニアオキナワ農協 組合員 退職 建設会社   
110 平成 30 27 ボリビア 若手育成 サンフアン農協 組合員 サンフアン農協 組合員   
111 平成 30 28 ボリビア 女性部 コロニアオキナワ連合婦人会 会員 コロニアオキナワ連合婦人会 会員   
112 平成 31 1 ブラジル 若手育成 AMVコンサルティングサービス 技術・販売部長 AMVコンサルティングサービス 技術・販売部長   
113 平成 31 2 ブラジル 若手育成 アグロコマーシャル清水 3K 青果物販売 アグロコマーシャル清水 3K 青果物売買   
114 平成 31 3 ブラジル 若手育成 スルマットグロセンセ農協 職員（新規ビジネ

ス） 
スルマットグロセンセ農協 職員（新規ビジネス）   

115 平成 31 4 ブラジル 若手育成 イビウナ農協 職員（品質管理） イビウナ農協 職員（品質管理）   
116 平成 31 5 ブラジル 若手育成 APPC農協 組合員 APPC農協 組合員   
117 平成 31 6 ブラジル 若手育成 南伯ピラールドスル農協 組合員 就職    
118 平成 31 7 ブラジル 若手育成 ポンタグロセンセ農協 組合長 ポンタグロセンセ農協 組合長   
119 平成 31 8 ブラジル 若手育成 サンタイザベル・サントアントニオドタウア組

合 
組合長 サンタイザベル・サントアントニオドタウア

組合 
組合長   

120 平成 31 9 ブラジル 若手育成 トランスアマゾニカ農協 営業部長 トランスアマゾニカ農協 組合員   
121 平成 31 10 ブラジル 若手育成 ミムラフルーツ 生産マネージャ

ー 
ミムラフルーツ 生産マネージャー   

122 平成 31 11 ブラジル 若手育成 J.Watanabe食品 品質管理・生産者 J.Watanabe食品 品質管理・生産者   
123 平成 31 12 ブラジル 若手育成 サンジョアキン農協 組合員 サンジョアキン農協 組合員   
124 平成 31 13 ブラジル 若手育成 OCSオーガニック 会長・生産者 OCSオーガニック 会長・生産者   
125 平成 31 14 ブラジル 女性部 トメアス農協 農協女性部長 トメアス農協 農協女性部長   
126 平成 31 15 ブラジル 女性部 サンフランシスコバレー文化スポーツ協会 会員・生産者 サンフランシスコバレー文化スポーツ協会 会員・生産者   
127 平成 31 16 ブラジル 女性部 モジダスクルーゼス農村組合 会員 モジダスクルーゼス農村組合 会員   
128 平成 31 17 ブラジル 女性部 ブラジル農協婦人部連合会 経理・広報 ブラジル農協婦人部連合会 役員（第 2書記）   
129 平成 31 18 ブラジル 女性部 レジストロ日伯文化協会 会員 レジストロ日伯文化協会 会員   
130 平成 31 19 アルゼンチン 若手育成 ハルディンアメリカ生産者組合 組合員 就職    
131 平成 31 20 アルゼンチン 女性部 メルコフロール花卉生産者組合 女性部長 メルコフロール花卉生産者組合 女性部長   
132 平成 31 21 パラグアイ 若手育成 イグアス農協 職員（穀物サイ

ロ） 
イグアス農協 職員（農業技術）   

133 平成 31 22 パラグアイ 若手育成 パラグアイ農牧総合試験場 研究生 退職    
134 平成 31 23 パラグアイ 若手育成 パラグアイ日系農協中央会 会長 パラグアイ日系農協中央会 会長   
135 平成 31 24 パラグアイ 若手育成 ラパス農協 組合員（元職員） ラパス農協 組合員（元職員）   
136 平成 31 25 パラグアイ 若手育成 コルメナアスンセーナ農協 組合員 コルメナアスンセーナ農協 職員   
137 平成 31 26 パラグアイ 女性部 ラパス婦人会 会長 ラパス婦人会 会員   
138 平成 31 27 ボリビア 若手育成 コロニアオキナワ農協 組合員 コロニアオキナワ農協 組合員   
139 平成 31 28 ボリビア 女性部 サンフアン連合婦人会 副会長 サンフアン連合婦人会 会員   
       退職・連絡が取れない者 研修参加時から役職が上がった者 
       24名（17.3%） 24名（17.3%） 
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4. 日本の企業と日系農業者等のビジネス交流促進 
日系農業者等と日本の企業とのビジネス創出を図るため、ビジネス交流等を実施。 
本事業の効果的な実施を確保等するため、日系農業者等に関するデータベースを更新。 
ブラジル及びパラグアイの日系農業者の生産実態調査及びその他必要な調査等を実施。 

 
4(1) ビジネス交流等の実施 

 過年度事業で実施された日本の企業と日系農業者等のビジネス交流等のフォローアップとして、日本の企

業と日系農業者・団体等との間で、ビジネス交流を実施した。ビジネスマッチングセミナー（オンライン商

談会）については、12 月 4 日から募集を開始して 12 月 22 日に選考を行い、1 月 27 日～29 日、2 月 3 日～

5 日の計 6 日間で計 12 社のビジネス交流をオンライン方式で実施した。以下に募集・応募・選考・実施内

容について記載する。 
 
(1) ビジネスマッチングセミナー（オンライン商談会） 

1) 募集 

12 月 4 日～21 日の約 2 週間の募集期間を設けオンライン上で応募を募った。事業広報活動として、海外

ビジネス展開支援機関への広報協力依頼を行った。具体的には中南米関連組織、省庁、地方自治体、JICA、

JETRO、中小機構など。昨年度、同事業の広報に協力いただいた西日本、沖縄・九州・近畿・中国・関東

地方の関連機関以外にも新たに北海道、東北、北陸といった地方でのメルマガ配信及び関心のある企業への

声掛けを依頼し、中南米日系農業者とのビジネスに関心を有する企業の発掘に取り組んだ。さらにグローバ

ル・フードバリューチェーン（GFVC）推進官民協議会の中南米部会の事業紹介や、メンバー登録推進とい

った広報活動を行った。その結果を以下に示す。 
 
広報協力依頼先一覧 
中南米関連組織 
日伯協会（神戸）：協力は検討 
日本ブラジル中央協会：12 月 8 日メルマガ配信 

中南米各国在外公館：案内メール一斉送信 
ラテンアメリカ協会：12 月 9 日メルマガ配信、HP 掲載 

省庁 
九州農政局：協力は検討 
近畿農政局：協力は検討 
中国四国農政局：協力は検討 

中部経済産業局：協力は検討 
九州経済産業局：12 月 16 日メルマガ配信 
近畿経済産業局：12 月 18 日メルマガ配信 
中国経済産業局：協力は検討 

地方自治体 
横浜企業経営支援財団：協力は検討 
川崎市海外ビジネス支援センター：協力は検討 
茨城県：関心企業へ周知 

ひょうご海外ビジネスセンター：関心企業へ周知 
福岡アジアビジネスセンター：HP 掲載 

JICA 
JICA Partner：12 月 4 日～21 日の期間掲載 
JICA 北海道（札幌）：協力は検討 
JICA 筑波：関心企業へ周知 
JICA 北陸：関心企業へ周知 
JICA 中部：12 月 15 日メルマガ配信 

JICA 関西：12 月 10 日メルマガ配信 
JICA 四国：関心企業へ周知 
JICA 九州：協力は検討 
JICA 沖縄：12 月 14 日メルマガ配信 
JICA 中南米各国事務所：案内メール一斉送信 

JETRO 
JETRO 本部：12 月 15 日メルマガ配信 
JETRO 仙台：協力は検討 
JETRO 埼玉：協力は検討 
JETRO 名古屋：12 月 18 日メルマガ配信 

JETRO 神戸：協力は検討 
JETRO 福岡：スケジュールが合わず見送り 
JETRO 沖縄：協力は検討 

中小機構  
中小機構本部：協力は検討 
中小機構 近畿本部：協力は検討 
中小機構 中国本部：12 月 8 日の週でメルマガ配信 

中小機構 九州本部：関心企業へ周知 
中小機構 沖縄事務所：協力は検討 
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その他 
GFVC 中南米部会参加企業：案内メール送信 
事業推進委員：案内メール一斉送信 
AOTS 総合研究所（ARI）：関心企業へ周知 

株式会社 RESORZ：メルマガ日程が合わず断念 
N3plus：メルマガ日程が合わず断念 

 

  
事業ウェブサイトでの募集          ラテンアメリカ協会ウェブサイトへの掲載 

 
2) 応募 

令和 2 年 12 月 4 日～12 月 21 日正午まで募集を行い、以下の 18 社の応募があった。 
 

No. 企業 商材 
1 有限会社システムデザイン 高濃度に精製した植物活性剤フジミン（フルボ酸） 
2 株式会社ビーティエヌ 高品質消石灰、植物活力液、特殊肥料、病害虫予防剤等 
3 株式会社タカヤマシード 野菜種子(主に短日系玉葱、白菜、南瓜種子等) 
4 大紀産業株式会社 農産物加工用食品乾燥機 
5 カナジアジャパン株式会社 農産物の成長促進剤、高栄養価保持低温乾燥機 
6 株式会社ＥＭ研究機構 EM 菌（有用微生物）を利用した土壌改善 
7 関西産業株式会社 籾殻くん炭を使用した土壌改良剤の製造装置の現地導入 
8 株式会社トップマン 農業/林業向けの道具・肥料・器具、日本食向け道具、日本酒 
9 株式会社アディルザス 保存期間最長 7 年の最先端レトルト技術 
10 株式会社イマイ 食品輸入 (穀物、冷凍フルーツパルプ、食品・飲料等) 
11 株式会社 BlueBee 農業用、物資搬送用ドローン 
12 株式会社ケツト科学研究所 穀類水分計、白度計、穀粒判別器、近赤外成分計、赤外線水分計 
13 住友商事株式会社 

（ブラジル住友商事会社） 
食品トレード、農業資材など農家・農業支援ビジネス 

14 ニシガキ工業株式会社 高枝切ハサミ、高枝ノコギリ、電動高枝・太枝切ハサミ 
15 株式会社ネクスティエレクトロ

ニクス 
電子製品 ODM 受託サービス 

16 株式会社サボテン 剪定鋏、芽切り鋏、刈込鋏、ノコギリ等 
17 双葉三共株式会社 純日本産原料を完熟させたコンポスト（土壌改良剤） 
18 有限会社高芝ギムネ製作所 農業用の刃物、やすり、草刈刃、安全保護具、鳥獣対策商品 

 
3) 選考 

中南米日系農業者に関心がある企業へのアンケート結果も踏まえ、12 月 22 日に農林水産省と共に中南米

展開状況などを考慮に入れて選考を行い、12 社でのビジネスマッチングセミナー（オンライン商談会）を

実施することとした。その後、企業側からの辞退等もあり、最終的に以下の企業が参加することとなった。 
 

No. 企業 商材 
1 有限会社システムデザイン 高濃度に精製した植物活性剤フジミン（フルボ酸） 
2 株式会社ビーティエヌ 高品質消石灰、植物活力液、特殊肥料、病害虫予防剤等 
3 株式会社タカヤマシード 野菜種子(主に短日系玉葱、白菜、南瓜種子等) 
4 大紀産業株式会社 農産物加工用食品乾燥機 
5 カナジアジャパン株式会社 農産物の成長促進剤、高栄養価保持低温乾燥機 
6 株式会社ＥＭ研究機構 EM 菌（有用微生物) を利用した土壌改善 



 

49 
 
 

7 関西産業株式会社 籾殻くん炭を使用した土壌改良剤の製造装置の現地導入 
8 株式会社トップマン 農業/林業向けの道具・肥料・器具、日本食向け道具、日本酒 
9 株式会社アディルザス 保存期間最長 7 年の最先端レトルト技術 
10 株式会社イマイ 食品輸入 (穀物、冷凍フルーツパルプ、食品・飲料等) 
11 株式会社 BlueBee 農業用、物資搬送用ドローン 
12 株式会社ケツト科学研究所 穀類水分計、白度計、穀粒判別器、近赤外成分計、赤外線水分計 

 
4) 実施概要 

実施にあたっては、日本企業のプレゼンテーション資料を事業ウェブサイト内の特設ページで事前公開（1
月 15 日~24 日）し、中南米日系農業者が閲覧・参照できるようにして参加希望者を募集した。開催概要及

び実施結果を以下に示す。参加者の詳細は別冊の事業実施報告書資料編に記載する。 
 

a. 基本情報 
日程 令和 3 年 1 月 27 日～29 日、2 月 3 日～5 日午前 8:00～8:50、9:00～9:50 
場所 オンライン開催（Zoom） 
参加者 日系農業者：合計 65 名（ブラジル 42 名、アルゼンチン 3 名、パラグアイ 5 名、ボリ

ビア 9 名、ペルー2 名、コロンビア 3 名、メキシコ 1 名） 
関係機関：合計 12 名（農林水産省、在外公館、JICA、大学等）  

※参加者人数は重複除く 12 回の合計 
内容 1) 企業プレゼンテーション（15 分） 

2) 意見公開（35 分）※必要に応じて最大 50 分の延長 
言語 日本語・ポルトガル／スペイン語同時通訳 

 
b. 企業日程 
No. 日程 曜 8:00～8:50 9:00～9:50 
1 1 月 27 日 水 有限会社システムデザイン 株式会社ビーティエヌ 
2 1 月 28 日 木 株式会社タカヤマシード 大紀産業株式会社 
3 1 月 29 日 金 カナジアジャパン株式会社 株式会社ＥＭ研究機構 
4 2 月 3 日 水 関西産業株式会社 株式会社トップマン 
5 2 月 4 日 木 株式会社アディルザス 株式会社イマイ 
6 2 月 5 日 金 株式会社 BlueBee 株式会社ケツト科学研究所 

 
c. 参加者※                        ※参加者人数は重複除く 12 回の合計 
ブラジル(42) AGROLOGISTICA(2)、AGROPODAS(2)、Ambiem Brazil(1)、APPC 農協(1)、B&R 

Brasil Importação e Comércio de Ferramentas Fertilizantes e Utilidades Ltda.(1)、
Ecossistema Inovação de Londrina(1) 、 Ello Agricultura Sustentável(1) 、

Fitotropia(1)、Inovaragro(1)、Kamino 農場(1)、Nakagami & CKC Ltda.(1)、Vinícola 
Hiragami Ltda(1)、イビウナ地区労働組合(1)、イビウナ農協(1)、ウニオンカストレ

ンセ農協(1)、カッポンボニート農協(1)、サンヴェルジェ食品飲料加工販売(1)、サン

ジョアキン農協(2)、サンタエルシリア・ホールディング(1)、サンフランシスコ川中

流域日伯文化体育協会(1)、トランスアマゾニカ協会(2)、日伯スポーツ文化協会(1)、
農業供給局サンパウロ州農業技術課(1)、ノバアリアンサ農協(2)、バストス地域鶏卵

生産者協会（2）、兵庫県ブラジル事務所（4）、ビトゥルナマテ茶協会(1)、ブラジルフ

ードサービス（2）、ブラジル農業畜産食糧供給省(1)、弓場農場(1)、レジストロ日伯

文化協会(1)、ロライマ日伯協会(1) 
アルゼンチン(3) AgroArgentinaJapon(1)、ハルディンアメリカ生産者組合(1)、メルコフロール花卉生

産者組合(1) 
パラグアイ(5) SD Paraguay SRL(1)、Asunción (1)、イグアス農協(1)、パラグアイ日系農協中央会

(1)、個人(1) 
ボリビア(9) Santa Cruz de La Sierra (3)、サンフアン農協(6) 
ペルー(2) エスキベル農畜産物生産者協会(2) 
コロンビア(3) Bioagro 社(1)、Piscicultura（魚養殖）(1)、フルーツアンデス社(1) 
メキシコ(1) iAgroS 社(1) 
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d. 企業ごとの参加状況（日系農業者・関係機関） 
No. 日付 曜 8:00～8:50 9:00～9:50 
1 1 月 27 日 水 有限会社システムデザイン：合計 17 名 

（ブラジル 9 名、アルゼンチン 2 名、パ

ラグアイ 2 名、ペルー1 名、コロンビア 2
名、メキシコ 1 名） 

株式会社ビーティエヌ：合計 18 名 
（ブラジル 10 名、アルゼンチン 3 名、パラ

グアイ 1 名、ペルー2 名、コロンビア 1 名、

メキシコ 1 名） 
2 1 月 28 日 木 株式会社タカヤマシード：合計 14 名 

（ブラジル 8 名、アルゼンチン 1 名、ボ

リビア 2 名、ペルー1 名、コロンビア 1
名、メキシコ 1 名） 

大紀産業株式会社：合計 20 名 
（ブラジル 10 名、アルゼンチン 1 名、パラ

グアイ 2 名、ボリビア 3 名、ペルー2 名、

コロンビア 1 名、メキシコ 1 名） 
3 1 月 29 日 金 カナジアジャパン株式会社：合計 12 名 

（ブラジル 7 名、パラグアイ 1 名、ボリ

ビア 2 名、ペルー1 名、メキシコ 1 名） 

株式会社 EM 研究機構：合計 20 名 
（ブラジル 14 名、アルゼンチン 1 名、パラ

グアイ 1 名、ボリビア 2 名、ペルー1 名、

メキシコ 1 名） 
4 2 月 3 日 水 関西産業株式会社：合計 17 名 

（ブラジル 9 名、アルゼンチン 1 名、ボ

リビア 4 名、ペルー2 名、メキシコ 1 名） 

株式会社トップマン：合計 18 名 
（ブラジル 11 名、アルゼンチン 1 名、ボリ

ビア 4 名、ペルー1 名、メキシコ 1 名） 
5 2 月 4 日 木 株式会社アディルザス：合計 20 名 

（ブラジル 9 名、アルゼンチン 2 名、パ

ラグアイ 1 名、ボリビア 4 名、ペルー2
名、コロンビア 1 名、メキシコ 1 名） 

株式会社イマイ：合計 30 名 
（ブラジル 15 名、アルゼンチン 1 名、パラ

グアイ 2 名、ボリビア 6 名、ペルー3 名、

コロンビア 2 名、メキシコ 1 名） 
6 2 月 5 日 金 株式会社 BlueBee：合計 23 名 

（ブラジル 15 名、ボリビア 3 名、ペルー

3 名、コロンビア 1 名、メキシコ 1 名） 

株式会社ケツト科学研究所：合計 7 名 
（ブラジル 3 名、ボリビア 2 名、コロンビ

ア 1 名、メキシコ 1 名） 
 
5) 実施結果 

① 有限会社システムデザイン 

日程 1 月 27 日（水）8:00～8:50 
発表者 有限会社システムデザイン 代表 新堀耕司 

国土防災技術株式会社 事業本部長 田中賢治、上野直哉 
商材 高濃度に精製した植物活性剤フジミン（フルボ酸） 

 
a. 実施概況 
 過去8年にわたり日本の住宅建設図面の作成をパラグアイで行う同社は、JICAパラグアイと現

地日本大使館から同地の塩害対策の相談を受けたことをきっかけに、国土防災技術株式会社の

土壌改良剤フジミンの現地販売パートナーとしてビジネス展開をしている。パラグアイでのサ

ンプル散布実施後、コロナ禍で同事業が延期となったため本事業へ参加となった。 
 独自の技術でフルボ酸を人工的に精製したフジミンは 自然界に存在するフルボ酸の数百倍だ

が、自然由来原材料を使用しているため中南米諸国への輸出も可能。光合成の活性化、肥料の

吸収効率向上、土壌の団粒化促進、塩類集積による障害の抑制、土壌 pHの緩衝作用などの効

果が期待できる。 
 日系農業者からは実際の散布量や価格、マテ茶などの現地で栽培されている作物への具体的な

使用方法などについて細かい質問が多く出た。 
 有機栽培、オーガニック認証などの付加価値は農業者にとって重要であり、人工的な土壌改良

剤よりも天然成分のものが好まれる傾向にあった。実際に同商品のブラジルでのオーガニック

認証の有無を気にする声も上がったが、現在はブラジルでの商標登録の取得のみでオーガニッ

ク認証については、同国の農牧供給省と今後の実験効果を見ながら話を進めていく予定。 
 国土防災技術株式会社はJICA事業でパラグアイでの実証実験を進めており、さらにシステムデ

ザインというパラグアイ現地販売企業があるという強みを活かしながら、製品登録やオーガニ

ック認証取得などをより進めていくことで、中南米各国へ展開していくことが期待される。 
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b. 企業所感 
 様々な国の農業者から興味を持っていただいたことがわかったが、ブラジルではニーズはある

ものの製品登録等のハードルが高いことが確認できた。 
 オンラインビジネスマッチングは関心の高い参加者に一斉に製品紹介ができ、他企業と同時に

実施するビジネスマッチングよりもかなり時間の有効活用となった。 
 

② 株式会社ビーティエヌ 

日程 1 月 27 日（水）9:00～9:50 
発表者 代表取締役 市川洋征、特別顧問 桟敷龍欣 
商材 高品質消石灰、植物活力液、特殊肥料、病害虫予防剤等 

 
a. 実施概況 
 土壌改良剤、特殊肥料、病害虫予防剤等と多岐に渡り展開している同社は、東南アジア向け輸

出販売をメインに除菌剤も米国へ出している。アルゼンチンなどの南米地域で行われたJICAミ

ッションに参加し、南米展開を検討している。今回の商材は高品質消石灰スーパーコンシェル

ジュで、100％天然石灰岩由来の水酸化カルシウムによって土壌をアルカリ化でき、減農薬・

無農薬栽培の土壌改良や鶏舎・牛舎の消毒等バイオセキュリティへの活用が見込める。 
 参加者からは具体的な活用法や現地での購入方法、現地生産の可能性などの質問が上がった。

土壌改良に限らず、畜産でも“オーガニック”や“天然”については注目度が高く、実際に鶏舎の消

毒に人工的な薬剤を使っているメキシコの農業者からは、天然由来成分100%である同商品をど

こで購入できるか関心が示された。 
 日本産の高品質な消石灰ということで、現地製造というよりはまずは日本からの輸出になるた

め、現地販売パートナーの確保が今後の中南米向けビジネス拡大への鍵と考えられる。 
 
b. 企業所感 
 スーパーコンシェルジュの多岐に渡る使用用途に関心を示して頂いたと感じた。今後は現地パ

ートナーを探しつつ、現地での栽培検証行い使用方法の確立をしたのち、各農業者への販売を

目指していく。 
 現地までの運送コストが大きな課題。中南米農業者とのマッチング以外にも日本側企業同志の

交流会も開催することでコンテナーシェアなどの話し合いができるのではないか。 
 アフターコロナの現地渡航を見据え、それまではオンライン商談を有効活用していきたい。 

  
有限会社システムデザイン            株式会社ビーティエヌ 

 
③ 株式会社タカヤマシード 

日程 1 月 28 日（木）8:00～8:50 
発表者 河野 辰志 
商材 野菜種子（主に短日系玉葱、白菜、南瓜種子等） 
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a. 実施概況 
 野菜種子を販売する会社で野菜種子は短日系の大根、キャベツ、きゅうり、玉ねぎなど幅広く

展開。現在は東南アジア（フィリピンなど）をメインに販売しているほか、中南米ではブラジ

ルでも取引をしている。ブラジル周辺国マーケットへの取引拡大を狙って参加。 
 日系農業者からは各種種子の価格や栽培方法、現地の気候に適応できるかなどの質問が飛び交

った。無料サンプル（50g～）も提供可能で、購入した際は栽培マニュアルも付属される。中

南米であまり出回らない日本のキュウリ（細長いもの）などは現地キュウリと差別化できるの

ではという声もあり、まずは現地で栽培可能か他の品種も含め、サンプルでの試験栽培を提案

した。 
 既にブラジルでの取引はあるが、周辺国での取り扱いがないため各国の輸入規制に合わせた対

応ができる現地パートナーの発掘が必要。同社は日本ではメジャーな品種である青首大根や葉

の柔らかいキャベツを扱っているが、中南米でそれらを食べるのは日系人や一部の中華・韓国

系で中南米の食文化に浸透するかは未知数。より現地の食生活にマッチするような品種からス

タートすることが近道だと考えられる。 
 
b. 企業所感 
 事業拡大の実現可能性はあるものの、中南米での需要が高い品種が少ないという事が分かった。 
 まずは現地市場調査をより深め、同地市場に合う商品開発に尽力していきたい。 

 
④ 大紀産業株式会社 

日程 1 月 28 日（木）9:00～10:35 
発表者 代表取締役社長 安原 宗一郎 
商材 農産物加工用食品乾燥機 

 
a. 実施概況 
 野菜や果物などの農産物加工用食品乾燥機を取り扱う同社は、食品乾燥機のシェア日本一を誇

り、アフリカ（スーダン）でJICAの普及・実証事業を実施している他に、東南アジア、ブラジ

ルやパラグアイの日系企業向けに取引実績あり。現地に合わせた機械の操作方法やアフターケ

アに対応できる現地販売代理店探しを目的に本事業に参加した。 
 規格外品生産物の活用や、日本など遠方の国への輸出コスト削減も実現できることから食品乾

燥機への注目度は高く、多くの中南米農業者が参加した。機械の消費電力量、乾燥後の保存期

間や具体的な乾燥物の例（干し芋、ドライフルーツ、野菜粉末など）について幅広く質疑が行

われた。灯油ではなく電気で乾燥させることの利点を聞く声もあった。 
 中南米参加者の製品への関心はとても高く、予定時間を延長して商談が行われた。同社商品の

特徴である乾燥時間の短縮、ランニングコスト削減などにより、現地で安価で購入できる中国

製乾燥機との差別化を図ることや、アフターケアを担う現地パートナーを発掘することで今後

の中南米でのビジネス展開が期待できる。 
 
b. 企業所感 
 想定した以上に、興味・関心を持つ人が多く、規格外品農産物を活用した食品ロス削減に意識

が高まっていることを強く感じた。 
 日本語話者が多かったことに驚いたが、非常に親しみやすさを感じた。 
 今後は現地販売店を開拓し、まずは日系農業者に弊社の乾燥機を使用してもらい、それから現

地ローカル販路を拡大していきたい。 
 年4回程度定期的にビジネス交流が出来る場を作って欲しい。 
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株式会社タカヤマシード            大紀産業株式会社 

 
⑤ カナジアジャパン株式会社 

日程 1 月 29 日（金）8:00～8:50 
発表者 加藤 英一 
商材 農産物成長促進GT-S（フミン酸、ミネラル、アミノ酸等）、高栄養価保持低温乾燥機 

 
a. 実施概況 
 製紙製造関連、水処理関連化学品などを世界展開している「カナジアスペシャルティーケミカ

ルズ」の日本法人である同社は、100％植物性の天然物の土壌改良剤GT-S-Wと同社が販売代理

を務める食品乾燥機の2商品を紹介。昨年度、中南米アグリビジネスセミナーに参加し、訪日研

修生に製品の紹介をした。GT-S-Wは中国を中心に東南アジア、韓国、北米に販売実績があるも

のの、食品乾燥機についてはまだ販売実績がなく、本商談会を通して新たな販路の発掘・拡大

を目指している。 
 GT-S-Wの消臭効果の他に、成長促進作用・土壌改良による農産物の増産、抗菌効果、農薬の代

替品としての製品紹介を行った。食品乾燥機については約45度の低温で遠赤外線を使用して乾

燥させる高栄養価低温植物乾燥の技術を中南米農業者に向けて提案した。 
 日系農業者からは食品乾燥機の機能やGT-S-Wの使用方法、それぞれの価格など細かな質問が出

た。乾燥機の価格が他社と比べて高い理由を聞かれる場面もあったが、同社の食品乾燥機は水

分量90%以上のものも乾燥可能で、はちみつやホエイなどの粉末化もできることで差別化して

いる。昨年度、研修終了後に食品乾燥機に関心を持ち同社を訪問した研修生もいたこともあり、

商談会でも日系農業者からの一定の関心は示されていた。 
 
b. 企業所感 
 オンラインなので一人一人会話や表情を見て商品への興味度合いが読み取りにくかった。 
 DRY FLAVOR（食品乾燥機） への興味が多いと聞いていたが、実際はGT-S-W（土壌改良剤）

に対しての質問の方が多く出ていたようだった。 
 

⑥ 株式会社 EM 研究機構 

日程 1 月 29 日（金）9:00～10:50 
発表者 株式会社EM研究機構 浅見尚徳  

Ambiem Ltda.（ブラジル現地パートナー企業）Cid Simões 
商材 EM(乳酸菌、酵母、光合成細菌などの有用微生物) を利用した土壌改善 

 
a. 実施概況 
 同社は中南米各国にパートナー企業を有し、日系農業者を対象に、より一層の販路拡大を目的

に昨年度に続いて今年度も本事業へ参加。酵母や乳酸菌、光合成細菌などの有用微生物で構成

されたEM（有用微生物群）を使った土壌改良剤を取り扱っており、土壌の健全化や収穫量の

維持への貢献が期待される。今回はEMを使った農業資材の商品紹介および海外の導入事例、

土壌改良の提案をブラジルのパートナー企業と共に行った。 
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 収穫量の維持や土壌改良の他に、有機物（微生物）による土壌内の微生物の活性化による病気

などに対する品質管理コントロールが可能なことから参加者の関心は非常に高かった。 
 現地パートナーの農業技師によるバイオ科学の観点からの商品説明と現地購入の容易さが大き

なアドバンテージとなり、中南米農業者からの反応も良く質問も多く出た 
 今回の商談会ではブラジルパートナー企業のプレゼンテーションが功を奏し、中南米農業者の

商品に対する関心の度合いも高かった。中南米各国にパートナー企業がいることで、日系農業

者が購入しやすく、ビジネスに繋がる可能性は高いと考えられる。 
 
b. 企業所感 
 二度目の参加である今回は、ブラジルのEM製造者に説明をいただいたので、参加者はより興

味深く話を聞いていたのではと思う。 
 前年度も数名の参加者が各国パートナーに問い合わせを行いEM製品を購入したとのことだっ

た。今回もセミナー中多くの質問があったこともあり、各国のパートナーに問い合わせが来る

のではと期待している。 

  
カナジアジャパン株式会社              株式会社 EM 研究機構 

 
⑦ 関西産業株式会社 

日程 2 月 3 日（水）8:00～8:50 
発表者 開発営業部 轟晃成 
商材 米の籾殻を炭化してできる籾殻くん炭を使用した土壌改良剤の製造装置の現地導入 

 
a. 実施概況 
 同社は米の籾殻を炭化してできる籾殻くん炭（グリーンパワー®バイオ炭）を原料とした土壌

改良剤を製造する装置の販売を展開している。くん炭は多孔質性を持つため、透水性の改善の

ほか、通気性の改善や微生物の培養、pHの調整、色が黒いために保温効果などがあり、日本に

おいては政令指定の土壌改良資材となっている。廃棄物となるもみ殻などの有効利用になる。 
 精米過程で出るもみ殻などの廃棄物を使って肥料を作るということで、中南米側参加者からの

関心も高かったが、導入費用が高額なためリース契約、ローン、JICA等の政府機関のサポート

があるかという質問が出た。中南米の現地業者を使って機械導入費用を抑えられるかと質問も

あがり、費用面での工夫やサポートが求められた。 
 機械自体の注目度は高かったので、費用面での課題を、リース契約、ローン、JICA等の政府機

関のサポート等で対応できれば可能性が広がるのではないかと思われる。 
 
b. 企業所感 
 土壌改良については中南米側の関心が高かった。一方でブラジルでは炭の相場が予想より高か

ったが、BBQ用に炭が実際に使われているということも市場の広がりを感じた。 
 一方、米の消費・生産量は少なく価格も安価であること、籾殻の破棄があまり問題視されてい

ないことで、現在の機械導入の価格設定では採算性が厳しいことが分かった。導入に向けたフ

ァイナンスのスキーム・パッケージや現地工事費用を圧縮する工夫も必要と感じている。

JICA・NEDOといった公的な資金についても、引き続き検討していきたい。 
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⑧ 株式会社トップマン 

日程 2 月 3 日（水）9:00～10:00 
発表者 課長代理 多田芳宏、係長 岡田 
商材 農業・林業向けの道具・肥料・器具、日本食向け道具、日本酒 

 
a. 実施概況 
 農業用器具や肥料、包丁などの日本食向け道具を主に扱う同社は、すでにブラジルへの輸出し

ており、近隣諸国（アルゼンチン、パラグアイ、ボリビア、ペルー）での、需要発掘のために

本事業へ参加。日本での日本酒規制が緩和されたことを機に日本酒の輸出にも取り組んでお

り、同社のある兵庫県の酒蔵で醸造された日本酒も紹介した。 
 農業用具は実際に同社製品を扱っている農業資材企業の参加者が、性能の良さと価格の安さを

説明したことから、中南米側参加者の反応も良好だった。ブラジル北東部で支店を作る予定も

聞かれるなど、参加者の関心はとても高かった。 
 現地販売パートナーがいないボリビアでの購入についても問い合わせがあった。北米の販売代

理店経由や小ロットでの直取引で対応を提案した。 
 ブラジル以外の国に展開するには現地パートナーを確保する必要があり、販売経路さえできれ

ばブラジル以外への国にも展開が期待できる。また日本食人気もあり、紹介した日本酒も注目

を集めたため、南米向け酒類の輸出免許が整えば次の段階に繋がる可能性があると思われる。 
 
b. 企業所感 
 マテ茶の栽培過程やマテ茶の消費傾向など現地の農業従事者の具体的な話が聞けたので今後

の参考にできる。ブラジルにパートナー企業があるため、中南米農業者へきめ細かいフォロー

ができると感じている。 
 ブラジル以外の国（ボリビア・メキシコなど）に関しては、市場情報や農業者の連絡先も入手

でき輸出に向けてより一層取り組んでいきたい。 

  
関西産業株式会社               株式会社トップマン 

 
⑨ 株式会社アディルザス 

日程 2 月 4 日（木）8:00～8:50 
発表者 代表取締役 硯田一弘 
商材 保存期間最長７年の最先端レトルト技術 

 
a. 実施概況 
 代表の総合商社勤務経験を活かしパラグアイで創業された同社は、南米ビジネスコンサルや

日・南米間の輸出入、翻訳など幅広く取り扱っている。今回取り上げた最長保存7年のレトル

ト技術・加工用機械は南米販売実績があるものの、最終納品からは10年以上が経っている。保

存期間が長くなることから、食品ロスを減らし、非常用保存食としての販売、遠方地域へ輸出・

販売するにあたっての賞味期限の問題解消への活用が期待される。 
 レトルト技術は南米地域であまり浸透しておらず、技術自体への質問が多く出た。レトルト1
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食あたりの金額や機械の詳細な使用方法についての質問があがり、一定の関心を示した農業者

もいたが、導入費用が大きいため紹介にとどまった。 
 レトルト加工は南米ではそれほどメジャーな技術ではなく、長期保存が可能というメリットや

活用方法を紹介することで、可能性が広がるのではと思われる。 
 
b. 企業所感 
 レトルト技術が農業の現場と消費地をつなぐ有効な手段であることを今後も多くの人に周知

できるよう尽力したい。 
 プレゼン時間（15分）をもう少し欲しかった。 

 
⑩ 株式会社イマイ 

日程 2 月 4 日（木）9:00～11:30 
発表者 代表取締役 今井譲治 
商材 食品輸入（穀物、冷凍キャッサバ、冷凍フルーツパルプ、食品・飲料等） 

 
a. 実施概況 
 同社はブラジルをはじめ、ペルー、アルゼンチンなどの国々、欧米、東南アジアの食品、飲料

品の日本向け輸入即売をしている。中南米産食品は主に在日ブラジル人向けに販売しており、

日本の大手小売業者のブラジル食品コーナーの設置なども手掛けている。既に多くの中南米メ

ーカーと取引が有るものの、新たな仕入れを確保するため、良質な穀物（フェイジョン豆など）

や冷凍キャッサバ、冷凍フルーツパルプなどを探している。 
 9つの中南米農業者団体から商品についてのプレゼンを実施してもらい、アンティチョークや

カカオ原料、マテ茶葉、リンゴや梨の加工品（酒や100％ジュースなど）など様々な商品の提

案があった。 
 同社はすでに様々な中南米との輸入取引に精通しており、中南米側参加者の商品の品質と価格

が合った場合は、すぐに取引が開始できることから、今回はより具体的な商談が行われた一方

で、中には日本への輸出ができないもの（梨の生果実）や、日本市場に展開するには消費期限

や形態（濃縮還元、OEM）など、日本市場に合わせていかないと厳しい場合もあるとのこと。 
 同社は主に加工食品を扱っており、今回提案されたカカオなどの原料や消費期限の短いものは

輸入が困難であることから、中南米側生産者は日本輸出向けに生産工程などの見直しも必要。

同社より具体的な改善点や日本の食品分野の市況なども提供されたため、今後の中南米農業者

の対応に応じて取引拡大が期待される。 
 
b. 企業所感 
 事前に各団体・企業HPは見ていたが、情報収集ができず当日でこちらの要望を伝えきれなか

った。各社と話す時間がもう少し欲しかった。商談会後は1社からメールをもらったが、もっ

と中南米側からオファーが欲しいところ。 
 事前にお互いの目的をもう少し知ってから情報交換をした方が効果が高いと思われる。 

  
株式会社アディルザス               株式会社イマイ 
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⑪ 株式会社 BlueBee 
日程 2 月 5 日（金）8:00～9:10 
発表者 代表 黑木宏享 
商材 農業用ドローン（農薬、肥料散布）、物資搬送用ドローン（30kg搭載、1時間飛行可能） 

 
a. 実施概況 
 同社は農薬や肥料散布用に開発された農業用ドローンの他、物資搬送用ドローンも現在開発

中。中南米市場に関しては2020年7月よりJETROサンパウロの支援のもと、ブラジルにある農

業用ドローン取扱会社と商談していたが、コロナの影響と中南米での関税の高さで話が止まっ

ている。中南米地域でのドローン需要を見据え今回の商談会へ参加となった。 
 すでにドローンは中南米農業者の間でも導入している人もいて注目度は高く、使用者からは障

害物対応、落下対策、画像解析、オフラインでの操作などより具体的な要望が出た。 
 とくに高圧アンテナや森・岩、倉庫などの障害物への対応、落下した際の落下位置の特定に対

する対応が求められ、実際に購入する際の検討材料としてこれらのポイントが大きなウェイト

を占めていることが伺えた。障害物対応などは個別のプログラミングが必要なことから、コロ

ナ終息後の現地渡航を検討。 
 農業分野でのドローンに対する理解や関心が高く良好な反応が伺えた。ドローンは中国企業の

シェアが圧倒的に大きく、価格や導入後のサポートなど対抗策が重要。障害物対応（高圧アン

テナ・岩・森など）、落下対策、画像解析、交換バッテリーの入手のしやすさ、オフラインで

の操作など、中南米側で求められる性能・ニーズの聞き取りと製品開発が期待され、日系農業

者の関心は高いことが伺えた。 
 
b. 企業所感 
 ドローンに対する興味・関心は高かったと感じ、今回の商談会は非常に身のあるものになっ

たと思う。 
 ハードウェアを売りたいものの、コロナの影響で渡航が出来ないため、今後の展開をどう組

み立てていくかが大きな課題。 
 

⑫ 株式会社ケツト科学研究所 

日程 2 月 5 日（金）9:00～10:15 
発表者 海外営業部門 部門長・吉田典広、高橋亮輔 
商材 穀類水分計、白度計、穀粒判別器、近赤外成分計、赤外線水分計 

 
a. 実施概況 
 同社は水分計や成分計などの農業用測定器以外にも食品全般にかかわる水分計も取り扱う。東

南アジア、欧米、中東などへ幅広く販売し、これらの国では正規代理店のもと、商品販売だけ

ではなくアフターサービスも対応している。中南米市場へは長く同社OBが経営する現地商社

を通して輸出をしているが、各国の詳細な市場情報を入手できない場合が多い為、現地での穀

物水分計等の計測機器の必要性、市場性、他社製品情報、製品普及の可能性についての情報交

換を目的に参加となった。 
 ブラジルでは測定器形式は認証制度で定められていて同社商品の販売が難しいようであるが、

他国（ボリビア）では生産者側で測定器を持っておらず、赤米・短粒種混入問題に対応する計

測器のニーズは高い印象。 
 水分計の品質の高さが評価され、一部農業者からの関心は高く、今回参加できなかった知り合

いの農業者にも紹介するという声も上がった。 
 他種混合の米への測定器のニーズ発掘ができたことから、それに対応した商品開発と価格設

定、現地販売パートナー発掘をすることで中南米向け輸出販売が期待できる。中南米には商社
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経由ですでに出しているので、どこで購入できるかと現地価格を案内できれば、より現実的に

購入の検討ができると思われた。 

 
b. 企業所感 
 ボリビアでの赤米・短粒種混入問題、それにより価格が異なる実態や、カカオ豆やドライフル

ーツの水分活性測定の需要があることが分かった。 
 取扱商品（水分計）の価格は現地でも高くないという意見が聞くことができた。 
 ブラジルでは型式の認証制度があるとの情報も得られた。 

  
株式会社 BlueBee              株式会社ケツト科学研究所 

 
 
(2) その他の個別マッチング 

その他、個別の関心を有する日本企業、日系農業者団体に対して、以下の個別のマッチングを行った。 
No. 日本企業 日系農業者団体 商材 内容 
1 豊通食料株式会

社 
ポンタグロセン

セ農協（ブラジ

ル） 

そば 平成 31 年度事業で研修生が同社を訪問してブラジル

産そばに関する関心を聞き、ブラジルで高品質なそば

ができるのであれば前向きに検討するという話であっ

た。令和 2 年 11 月にそばサンプルが届き、同社に送付

した。検査結果はもう少し品質向上の必要があるとい

うことで、フィードバックを農協に返した。 
2 住友商事株式会

社（ブラジル住

友商事） 

トメアス農協

（ブラジル） 
クプアス（熱

帯フルーツ）

とクアルア

（パイナップ

ルの一種） 

住友商事側からクプアス果肉加工品の共同開発やクア

ルア栽培加工について、トメアス農協に関心があるか

を打診し、オンライン会議を実施。トメアスではクプ

アスは作れるが、クアルアは作れないという回答で、

住友商事からどのような提案ができるか再検討するこ

ととなった。 
3 株式会社イマイ イアグロス社

（メキシコ） 
チリソース、

その他の加工

食品 

ビジネスマッチングセミナー後、イマイに対して商品

を提案したいイアグロス社側からの打診でオンライン

会議を実施。取扱い商品についてより具体的な話がさ

れ、今後は直接情報交換をすることとなった。 
 
 
(3) 中南米農業ギャラリーページ 

中南米の農業者が使う農機具、農薬、栽培方法などの写真・動画を発信することで、日本企業側から中南

米の農業者に対して自社技術を提案できるのではないか、という事業推進委員会での提案を受け、中南米の

農業現場を写真や動画で閲覧できるページを制作した。「国」「農産物」のカテゴリーを選択し、「テーマ」「団

体」で絞り込み、中南米の農業の様子を写真・動画で見ることができる。 
事業ウェブサイト URL http://www.nikkeiagri.jp/ 

 
中南米の農業に関心を持つ人、中南米展開を目指す日本企業に見てもらうことで、中南米の農業現場・状

況を知らせると共に、ビジネスに繋がる現地側ニーズを見つけ出すツールとして活用が期待される。 
 
 

http://www.nikkeiagri.jp/
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(4) 組織紹介ビデオ 

前項の中南米農業ギャラリーページおよび次項の日系農業者・団体等に関するデータベースに加えて、中

南米の日系農業者・団体を日本企業に紹介する材料として、日系農業者・団体の組織紹介ビデオを制作した。

制作したのは以下の 12 団体（ブラジル 8、アルゼンチン 1、パラグアイ 1、ボリビア 1、ペルー1）で、選

別はコンテスト形式として設定期限内（12 月 25 日～1 月 8 日）に日系農業者・団体等に関するデータベー

ス等の調査事項に回答し、組織紹介ビデオの制作を希望した団体を選んだ。 
完成したビデオは事業ウェブサイト上に掲載し、中南米とのビジネスに関心を持つ日本企業が日系農業者

団体をよりよく知ることができるようにした。 
事業ウェブサイト URL http://www.nikkeiagri.jp/ 

 
No. 団体 国 内容 

1 セラードブラジレイロ農協 ブラジル にんじん・にんにくの生産、農業へのテクノロ
ジー導入、ラボラトリー、農業資材の販売 

2 バルゼアアレグレ農協 ブラジル 組合の施設、養鶏場や飼料工場、卵の選別・包
装・販売など 

3 APPC 農協 ブラジル 高品質な果物の生産、特にぶどう（ピラールマ
スカット）の収穫や消費者に届く過程 

4 レジストロ日伯文化協会 ブラジル いぐさ製品の製造、茶の収穫・乾燥工程、最終

的な商品 
5 バストス地域鶏卵生産者協会 ブラジル バストス、卵の製造工程、協会としての活動、

加工・養蜂への取組 
6 弓場農場 

 
ブラジル 弓場農場の成り立ち、マンゴー・グアバ・椎茸

等の生産、味噌・ジャムの加工販売 
7 ブラジル農協婦人部連合会 ブラジル 女性グループでの市場やイベントでの加工食品

の販売 
8 ラーモス果樹生産者地域連合 ブラジル 和梨、いちご、ぶどう、りんご、レタス、しめ

じ等の栽培風景 
9 ハルディンアメリカ生産者組合 アルゼンチン マテ茶の収穫、乾燥、袋詰め等の一連の工程、

瓶詰め製品加工場 
10 パラグアイ日系農協中央会 

 
パラグアイ 所属する 5 日系農協の紹介（アマンバイ、ラパ

ス、ピラポ、ラコルメナ、イグアス） 
11 サンフアン農協 

 
ボリビア 米の栽培・収穫、卵の生産、マカダミアナッツ

等の加工品 
12 エスキベル農畜産物生産者協会 

 
ペルー とうもろこし、柑橘の栽培、農業用水 

 
制作した組織紹介ビデオの例 

   
セラードブラジレイロ農協          APPC 農協            バストス地域鶏卵生産者協会  

   
パラグアイ日系農協中央会           サンフアン農協        エスキベル農畜産物生産者協会 

http://www.nikkeiagri.jp/
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4(2) 日系農業者・団体等に関するデータベースの更新 

中南米とのビジネスに関心を有する日本企業への提供を目的とした日系農業者団体のデータベースの更

新を行った。各団体に質問票を送付し、以下の情報を取りまとめた。団体数は合計 45 団体で、内訳はブラ

ジル 29 団体、アルゼンチン 3 団体、パラグアイ 7 団体、ボリビア 2 団体、ペルー2 団体で、さらに本年度

事業に積極的に参加したコロンビアとメキシコの農業者団体（企業）も加えた。 
 
[1] 組織の概要 

組織名、代表者名、組合員人数、職員人数、設立年、年間売上、設立年、組織紹介文、住所、電

話番号、E-mail、ウェブサイト、研修への参加 
[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物（作物、生産面積、生産量、データ年） 
2-2 栽培カレンダー（植付/剪定・収穫時期） 
2-3 農産物・加工品の輸出（作物・製品、輸出先、量） 
2-4 農業生産以外の活動 

[3] 日本企業とのビジネス 
3-1 日本企業との取引状況 
3-2 ニーズのある分野・課題（分野、対象、課題、解決策） 
3-3 関心のある技術・製品 
3-4 日本企業への期待 

  
日系農業者団体データベースの詳細は別冊の事業実施報告書資料編に記載する。データベースについては

事業ウェブサイト上に掲載し、中南米とのビジネスに関心を持つ企業が本事業対象の日系農業者団体の情報

を閲覧できるようにした。 
事業ウェブサイト URL http://www.nikkeiagri.jp/ 

 

 

http://www.nikkeiagri.jp/
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日系農業者・団体データベース一覧 
No 国 州・県 市 団体名（日本語） 団体名(原語) 略称 農産物（活動内容） 

1 ブラジル パラ州 トメアス トメアス農協 
Cooperativa Agrícola Mista de 

Tomé-Açu 
CAMTA 

アサイー、アセロラ、カカオ、クプア

ス、胡椒 

2 ブラジル パラ州 
メディシランデ

ィア 
トランスアマゾニカ農協 

Cooperativa Agroindustrial da 

Transamazônica 

COOPATR

ANS 
カカオ 

3 ブラジル パラ州 
サンタイザベ

ルドパラ 

サンタイザベル・サントアン

トニオドタウア組合 

Sindicato dos Produtores Rurais de 

Santa Izabel do Pará e Santo Antônio 

do Tauá 

SINPRIZ 
養鶏、鶏卵、バナナ、アサイー、デ

ンデヤシ 

4 ブラジル ペルナンブコ州 ペトロリーナ ノバアリアンサ農協 Cooperativa Agrícola Nova Aliança COANA ぶどう 

5 ブラジル 
ミナスジェライス

州 

トゥルボランデ

ィア 
スルミナス農協 Cooperativa Agrícola Sul de Minas CASM 

すもも、アテモヤ、アボカド、デコポ

ン、ドラゴンフルーツ、柿 

6 ブラジル 
ミナスジェライス

州 
サンゴタルド セラードブラジレイロ農協 

Cooperativa de Agronegócios do 

Cerrado Brasileiro Ltda 
Coopacer 

にんにく、にんじん、大豆、アボカ

ド、コーヒー 

7 ブラジル 
ミナスジェライス

州 
サンゴタルド サンゴタルド地域協議会 Conselho da Região de São Gotardo CRSG 

にんじん、アボカド、にんにく、じゃ

がいも 

8 ブラジル 
ミナスジェライス

州 
サンゴタルド アルトパラナイーバ農協 

Cooperativa Agropecuária do Alto 

Paranaiba 

COOPADA

P 

にんじん、にんにく、とうもろこし、大

豆、コーヒー 

9 ブラジル 
マットグロッソドス

ル州 

カンポグラン

デ 
バルゼアアレグレ農協 

Cooperativa Agrícola Mista da Várzea 

Alegre 
CAMVA 

鶏卵、うずら卵、レモン、ドラゴンフ

ルーツ 

10 ブラジル 
マットグロッソドス

ル州 
ナビライ スルマットグロセンセ農協 

Cooperativa Agrícola Sul 

MatoGrossense 
Copasul 大豆、とうもろこし、キャッサバ、綿 

11 ブラジル サンパウロ州 イビウナ イビウナ農協 Cooperativa Agropecuária de Ibiúna CAISP 
野菜（リーフレタス、ケール、白菜、

レタス、キャベツ） 

12 ブラジル サンパウロ州 
モジダスクル

ーゼス 

モジダスクルーゼス農村

組合 
Sindicato Rural de Mogi das Cruzes SRMC レタス、きのこ、柿、蘭、アテモヤ 

13 ブラジル サンパウロ州 サンパウロ 
南伯グランデサンパウロ農

協 

Cooperativa Agrícola Sul Brasil da 

Grande São Paulo 
CSBGSP 

柿、すもも、トマト、ピーマン、葉野

菜 

14 ブラジル サンパウロ州 
ピラールドス

ル 

APPC 農協／サンパウロ州

柿生産者組合 

Cooperativa Agroindustrial APPC / 

 Associação Paulista Produtores de 

Caqui 

APPC ぶどう、デコポン、アテモヤ、柿 

15 ブラジル サンパウロ州 
ピラールドス

ル 
南伯ピラールドスル農協 

Cooperativa Agrícola Sulbrasil Pilar do 

Sul 
  ぶどう、アテモヤ、柿、野菜 

16 ブラジル サンパウロ州 
サンミゲール

アルカンジョ 

南伯サンミゲールアルカン

ジョ農協 

Cooperativa Agrícola Sul Brasil de São 

Miguel Arcanjo 
CASBSMA 

ぶどう、びわ、柿、野菜（ハウス栽

培）、核果類（桃など） 

17 ブラジル サンパウロ州 レジストロ レジストロ日伯文化協会 
Associaçao Cultural Nipo-Brasilera de 

Registro 
  

紅茶及び緑茶、餅米、いぐさ、ジュ

サラパルプ 

18 ブラジル サンパウロ州 
カッポンボニ

ート 
カッポンボニート農協 Cooperativa Agrícola de Capão Bonito CACB 

大豆、とうもろこし、小麦、フェイジ

ョン豆、じゃがいも、レモン、柿、り

んご、ぶどう 

19 ブラジル サンパウロ州 グアタパラ グアタパラ農協 Cooperativa Agrícola de Guatapará COAG 鶏卵、養鶏用飼料 

20 ブラジル サンパウロ州 グアタパラ 
JATAK 農業技術普及交

流センター 

Instituto de Pesquisa Técnicas e 

Difusão Agropecuária da JATAK 

IPTDA-JA

TAK 

大豆、卵、ライチ、ドラゴンフルー

ツ、野菜 

21 ブラジル サンパウロ州 バストス 
バストス地域鶏卵生産者

協会 

Associação dos Produtores de Ovos de 

Bastos e Região 

APROBAR

E 

鶏卵、肉用牛、蜂蜜、サトウキビ、

アボカド、ユーカリ・マホガニー 

22 ブラジル サンパウロ州 ミランドポリス 弓場農場 Associação Comunidade Yuba Yuba 
グアバ、マンゴー(パルメール)、お

くら、椎茸、かぼちゃ 

23 ブラジル サンパウロ州 サンパウロ 
ブラジル農協婦人部連合

会 

Associação Dos Departamentos De 

Senhoras Cooperativistas 
ADESC 

市場での農産物・加工品・弁当販

売 

24 ブラジル パラナ州 カストロ ウニオンカストレンセ農協 Cooperativa Agrícola União Castrense 
UNICASTR

O 

大豆、とうもろこし、小麦、じゃがい

も、きのこ 

25 ブラジル パラナ州 
ポンタグロッ

サ 
ポンタグロッセンセ農協 Cooperativa Agrícola Pontagrossense 

Cooperpo

nta 

大豆、とうもろこし、小麦、オート

麦、フェイジョン豆 

26 ブラジル パラナ州 ロンドリーナ インテグラーダ農協 Integrada Cooperativa Agroindustrial   
大豆、とうもろこし、小麦、コーヒ

ー、オレンジ 

27 ブラジル パラナ州 ビトゥルナ ビトゥルナマテ茶協会 
Abem – Associação Biturunense da 

Erva Mate 
ABEM マテ茶 

28 ブラジル 
サンタカタリーナ

州 

サンジョアキ

ン 
サンジョアキン農協 Cooperativa Agrícola de São Joaquim SANJO 

りんご、ブルーベリー、ぶどう、フェ

イジョア 

29 ブラジル 
サンタカタリーナ

州 

フレイロジェリ

オ 

ラーモス果樹生産者地域

連合 
União Regional dos Produtores de Fruta UNIFRUTA 

にんにく、梨、大豆、桃、とうもろこ

し 

30 アルゼンチン ミシオネス州 
ハルディンア

メリカ 

ハルディンアメリカ生産者

組合 

Cooperativa Yerbatera de Jardin 

América Ltda. 
  

マテ茶、キャッサバ、きゅうり、ミニ

コーン、パパイヤ 

31 アルゼンチン 
ブエノスアイレス

州 
ラプラタ 

メルコフロール花卉生産者

組合 

Cooperativa de Productores de Flores y 

Plantas Mercoflor 
Mercoflor 切花、鉢物 

32 アルゼンチン 
ブエノスアイレス

州 
ラプラタ エコフロール花卉農協 

Establecimientos Cooperativos 

Floricolas 
Ecoflor 切花、観葉植物・花の苗 
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33 パラグアイ アマンバイ県 
ペドロフアンカ

バレリョ 
アマンバイ農協 Cooperativa Amambay Agricola   大豆、とうもろこし 

34 パラグアイ イタプア県 ラパス ラパス農協 Cooperativa La Paz Agrícola   大豆、小麦、とうもろこし、ひまわり 

35 パラグアイ イタプア県 ピラポ ピラポ農協 Cooperativa Pirapó Agrícola   
大豆、小麦、なたね、とうもろこし、

もろこし 

36 パラグアイ パラグアリ県 ラコルメナ コルメナアスンセーナ農協 
Cooperativa Agro-Industrial Colmena 

Asuncena 
CAICA 

トマト、ピーマン、レモン、メロン、ぶ

どう 

37 パラグアイ アルトパラナ県 イグアス イグアス農協 Cooperativa Yguazu Agricola   
大豆、とうもろこし、小麦、マカダミ

アナッツ、肉用牛 

38 パラグアイ アルトパラナ県 イグアス 
パラグアイ農牧総合試験

場 
Fundación Nikkei CETAPAR CETAPAR 栽培試験、品種改良 

39 パラグアイ アスンシオン市 
フェルナンド

デラモラ 

パラグアイ日系農協中央

会 
Central Cooperativa Nikkei Agricola Chuokai 

農協行政手続き、融資、指導・研

修、パラグアイ農牧総合試験場

（CETAPAR）の運営 

40 ボリビア サンタクルス県 オキナワ コロニアオキナワ農協 
Cooperativa Agropecuaria Integral 

Colonias Okinawa 
CAICO 

大豆、小麦、米、とうもろこし、ソル

ガム 

41 ボリビア サンタクルス県 サンフアン サンフアン農協 
Cooperatriva Agropecuaria Integral San 

Juan de Yapacani 
CAISY 

卵、米、大豆、とうもろこし、マカダ

ミアナッツ 

42 ペルー リマ県 ウアラル 
エスキベル農畜産物生産

者協会 

Asociación de Productores 

Agropecuarios de Esquivel 
APAE 

飼料用とうもろこし、ニンニク、にん

じん、ジャガイモ、アーティチョーク 

43 ペルー リマ県 カニェテ 
ペルー日系人協会カニェ

テ 

Asociacion Peruano Japonesa de 

Cañete 

APJ 

Cañete 

ぶどう、みかん、アスパラガス、ブ

ルーベリー 

44 コロンビア 
バーレデルカウカ

州 
カリ フルーツアンデス社 

Sociedad de Comercialización 

Internacional Fruit Andes S.A.S. 

Fruit 

Andes 

グルパ（紫パッションフルーツ）、パ

イナップル、ハス・アボカド 

45 メキシコ チアパス州 アカコヤグア イアグロス社 
Impulso Agroalimentario Sustentable 

SPR de R.I. 
iAgroS 

マンゴー、ランブータン、マンゴス

チン、コーヒー、カカオ 

 
トメアス農協の例 

 
 



 

64 
 
 

4(3) ブラジル及びパラグアイの日系農業者の生産実態調査等の実施 

 4(2)に掲げるデータベースを基に、ブラジル、パラグアイ及びその他の国（アルゼンチン、ボリビア、

ペルー、コロンビア）における日系農業者の農業生産作物、生産規模、現在抱えている課題等を調査・

分析した。また、併せて日系農業者が現在、既に導入している、あるいは今後導入との検討を行ってい

るスマート農業技術についてアンケート調査を実施、上記データベース情報と共に分析を行った。 
 

1) 分析を行った基礎資料 

 分析は 2021年 2月までに回収できた日系農業者団体データベース及びスマート農業アンケートを使

用した。回収できた資料別の国別内訳数は下記のとおりである。 
 

 日系農業者団体データベース スマート農業アンケート 

ブラジル 19（17） 17（16） 

パラグアイ 7（5） 2（0） 

その他の国 4（4） 5（4） 

合計 30（26） 24（20） 

*()内数値は有効回答数 

 
2) 団体加盟者（組合員）数 

 各農業者団体に加盟する人数をレンジ別に整理したものを下図に示す。 
 加盟する人数は、半数以上の団体が 100 人以

下で構成されているが、最も少ない団体では、ブ

ラジルで 10 人、また、最も多い人数では、同じ

くブラジル（マットグロッソドスル州）で 1608
人の団体が存在する。一方パラグアイでは、ラパ

ス農協が 160 人で最も多い加盟人数となってい

る。なお、これら団体への加盟は、日本と同様に

各世帯の代表者が加盟する。 
 
 
3) 農業生産物 

 各農業者団体の主要な農産物の分布を下図に示す。主要農産物は、穀物、野菜、果物、その他、の 4
種類、また、各団体で最も多く生産している農作

物をその団体の代表農産物として分布を示した。 
 全体をみると、穀物と果物が７組織で同数であ

るが、ブラジルでは果物を生産している団体が 7
団体ある一方、穀物は 2 団体となっている。その

他の農産物（鶏卵、コーヒー、カカオ等）は全体

で 8 団体、そのうちブラジルが 6 団体であり、

ブラジルでは多様な農産物を生産しているが、パ

ラグアイでは、１団体（コルメナアスンセーナ農

協）を除き、すべての団体が穀物を主要農産物と

している。 
 
4) 生産面積 

 各団体の 2020 年の農産物生産面積をレンジ別に整理したものを下図に示す。 
 全体では半数以上の 15 団体で生産面積は 500ha 未満であり、これはブラジル、パラグアイ共に同様
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の傾向であった。ただ、ブラジルでは 3 万 ha 以

上の生産面積を持つ団体が 2 団体あり、その内、

最も大きな面積を持つ団体は、マットグロッソド

スル州に位置し、合計約 23 万 ha、大豆 13.6 万

ha、トウモロコシ 8.6 万 ha と主に穀物を生産し

ている。 
 
 
 
 
 
5) 年間売上（米ドル、2020 年） 

 各団体の 2020 年の年間売上高を、米ドル金額として整理したものを下図に示す（サンプル数は 21）。 
 約半数の団体の売上は、10,000 千ドル以上

50,000 千ドルの間であり、ブラジル、パラグア

イ共に同様の傾向である。最も 2020 年の売上が

高かった団体は、マットグロッソドスル州に位置

する暖帯であり、407,547 千ドルであった。この

団体は、生産面積、組合員人数も他の団体と比較

し突出しており、典型的なブラジルの穀物生産団

体に該当する。 
 
 
6) 営農上の課題 

 各団体が営農上の課題としてあげたものを内容別に分類して下図に整理した（複数回答）。 
 全体で課題として最も多くあげ

られた内容は、1)品質管理、2)輸出、

に関係するものであり、3)加工（カ

ット・乾燥）、4)種苗・品種、5)精
密農業が続く。品質管理では、収

穫後の管理状態により、破棄せざ

るを得ない生産物の発生、有機栽

培のための品質管理、等があげら

れている。輸出関係では、運送時

間・コストの問題、価格変動、等

があげられている。その他として

は、農地拡張のための土地不足、

灌漑水不足、等があげられている。 
 日系農業者団体データベースで

は、各農業者団体が抱える多様な

課題を記載すると共に、各団体が

考える解決策も記載されている。 
 
 
 
7) スマート農業 

 ブラジル、パラグアイに限らず、本事業に関わる農業者団体すべてにスマート農業技術（Agtech）
のアンケートを実施した。アンケートは、1)現在既に導入しているスマート農業技術に関して、2)将来、
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導入を検討しているスマート農業技術に関して、の２つの事項について質問した。回答は 24 の団体か

ら回収できたが、その内、有効回答数は 20 であり、パラグアイは該当しなかった。以下にアンケート

の結果を記載する。 
 
【現在、導入しているスマート農業技術について】 

No. 団体名* 対象農作物 技術の種類 
どこの国の

技術か 
導入契機 効果（利益） 

1 BR_APPC 農協／サン

パウロ州柿生産者組合 

ブドウ、アテモ

ヤ、柿、デコポ

ン 

貯蔵、監視、

バイオコントロ

ール 

ブラジル 商品の品質、及び生

産者の収入低下 

生産性向上、生産コ

スト削減、付加価値向

上 

2 BR_バストス地域鶏卵

生産者協会 

鶏卵 貯蔵、インフラ

設備、流通-

バイオコントロ

ール-自動化 

ブラジル、

日本 

品質、作業効率、コス

トカット 

品質向上 

3 BR_カッポンボニート農

協 

穀物、芋、果

実 

作業車の自動

運転、果実の

選定 

ブラジル、

米国 

農業技術の発展に同

調 

生産コスト削減、作業

効率向上、圃場マッ

ピング 

4 BR_バルゼアアレグレ

農協 

生産、配合飼

料、経理など

の管理 

Microsoft 

Power BI 

米国 生産や配合飼料、コス

トなどの管理がされて

いなかった 

生産、支出、コストな

どの管理 

5 BR_セラードブラジレイ

ロ農協 

バイオ製品 バイオ製品の

生産 

ブラジル 環境問題 環境に負荷の無い病

害虫対策 

6 BR_セラードブラジレイ

ロ農協研究所 

土壌の植物病

原体 

土壌の植物病

原体のマッピ

ング 

オーストラリ

ア、ブラジル 

土壌に発生するカビ

や土壌線虫により栽培

が困難 

病害の観点から作付

エリアを計画 

7 BR_スルマットグロセン

セ農協 

大豆・トウモロ

コシの生産、

保存管理 

農場管理シス

テム、精密農

業、生物学的

制御、リモート

センシング、

テレメトリと自

動化、モニタリ

ング等 

ブラジル、

米国 

生産量の増加に関す

る要望、市場激戦化と

農業の進化 

情報管理の最適化、

作業効率向上、適切

な処置、生産量・生産

率の増加 

8 BR_JATAK 農業技術

普及交流センター 

農業生産者

へのコンサル

ティング 

  ブラジル 生産コストの増加、生

産効率の低下 

生産コスト削減、生産

量と品質の向上 

9 BR_南伯ピラールドス

ル農協 

果実・野菜 生物学的制

御 

ブラジル 難解な管理システムと

残留農薬問題 

残留農薬の無い作物 

10 BR_サンジョアキン農協 温暖な気候の

果物 

生物学的制

御 

ブラジル 化学農薬使用量と生

産コストの削減 

化学農薬使用量と生

産コストの削減 

11 BR_サンタイザベル・サ

ントアントニオドタウア

組合 

肉用鶏 モニタリングと

環境管理、栄

養管理、自動

化 

ブラジル、

米国 

市場競争力、生産工

程での人的ミス、コスト

削減 

㎡当たりの生産率向

上 

12 BR_南伯サンミゲール

アルカンジョ農協 

生物学的制

御と太陽光発

電 

生物学的制

御と太陽光発

電 

ブラジル、イ

スラエル 

作業効率アップ、コス

トカット 

効率的な病害虫対

策、コスト削減 

 *：BR ブラジル      

 
 現在、既にスマート農業技術を導入している団体として回答を得られた国は、すべてブラジルであっ

た。スマート農業技術導入にかかるコスト、導入により得られた効果あるいは利益は具体的に金額とし

て情報が得られなかったが、導入の動機、効果は効率化向上によるコスト削減ばかりでなく、土壌に関

するものも含め環境問題への対応に関するものもあった。また、前述の日系農業者団体データベースの

項にもあった穀物を扱う大規模団体（マットグロソドスル州スルマットグロセンセ農協）では、多岐に

わたる技術を既に導入している。スマート農業技術の提供元は、ほとんどがブラジルあるいは米国であ

り、鶏卵関係では日本の技術を導入している団体もあった。 
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【将来、導入を検討しているスマート農業技術について】 

NO. 団体名* 導入したい技術 導入を考える理由 
どのようなことがあれば導入

可能か 

1 BR_バストス地域鶏卵生産

者協会 

圃場の AI 管理 品質向上と販売経路の改善 ブラジルと日本の同調と協

力 

2 BR_イビウナ農協 生産管理システム、機械

の遠隔操作、貯蔵設備 

保存方法が最適でないためロ

スが発生、データ収取などに

よるタイムロス 

最先端技術について知識を

得ることで導入について検

討 

3 BR_トメアス農協 栽培や経理の管理ソフト データの精密性や扱いやすさ

が重要 

圃場のリアルタイム管理が

必要 

4 BR_セラードブラジレイロ農

協 

バイオ製品の生産、調

合、使用 

環境に配慮するため バイオ製品の生産に役立つ

技術 

5 BR_セラードブラジレイロ農

協研究所 

病害を意識したマッピング

技術、特に土壌の植物病

原体に特化したもの 

病害による被害の抑制、特に

土壌内の病原体による病害 

現在使っている技術の補足

になるもの 

6 BR_南伯ピラールドスル農協 農場管理システム、ドロー

ン、精密農業、生物学的

制御、テレメトリ自動化等 

作業管理や観察システムの向

上、人的労働の最適化、コスト

カット 

業界企業、導入しやすいコ

スト、技術サポート、技術教

育 

7 BR_レジストロ日伯文化協会 無人航空機 情報収集 情報を基に資源の有効活用 

8 BR_サンジョアキン農協 精密農業、生物学的制御 

 

化学農薬使用量削減、コスト

カット、生産効率向上 

使用・導入の可能性を検討 

9 BR_弓場農場 農場管理システム、ドロー

ン、精密農業、生物学的

制御、等 

正確性、コスト削減、安全性、

人事 

生産率向上、必要人員削

減、作業時間縮小など 

10 AR_メルコフロール花卉生産

者組合 

バイオコントロール 病害虫対策 益虫の増殖 

11 AR_ハルディンアメリカ生産

者組合 

ドローンと精密農業 圃場の管理と生産効率の向

上 

ドローンと精密堆肥 

12 BO_サンフアン農協 精密農業、テレメトリと自

動化、モニタリング、リモー

トセンシング等 

作物の正確な病害中の同定、

施肥、農薬散布体制を作る 

そのサービスをする業者の

存在 

13 PE_エスキベル農畜産物生

産者協会 

ドローン、灌漑システム、

全自動ハウス栽培、有機

栽培、土壌マッピング 

労働力不足、低生産性、低品

質、水不足、低価格取引 

投資、技術支援、ビジネスマ

ッチング 

 *：BR ブラジル、AR アルゼンチン、BO ボリビア、 PE ペルー  

 
 求める技術としては、圃場管理として人件費コストを抑える目的での自動化、病害虫・施肥のコント

ロールのためのツールを求める回答が多かった。将来、導入検討としては、ブラジルを始め数は少ない

が、アルゼンチン、ボリビア、ペルーからも回答があり、コスト削減、労働力不足を補う技術として、

スマート農業技術を意識していることが推察される。また、導入したい技術への回答は、精密農業、ド

ローン技術、病害虫の生物的防除、経営経理、貯蔵管理、など多岐にわたっており、スマート農業の内

容を幅広く受け取っていることがわかる。 
 
 また、併せて日本の技術、日本企業とのマッチングへの希望を聞いたが、ほぼすべての回答団体から

希望する旨の回答が得られ、日本の技術内容を知る機会を求めていることがわかった。 
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4(4) その他必要な調査の実施 

新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大により事業対象国の農業関連分野への影響、また、今後

のビジネス展開に可能性のある分野に関する情報収集のため、下記の調査を実施した。 

 
①新型コロナウイルスのフードバリューチェーンへの影響調査（ブラジル） 
②南米におけるスマート農業調査 
③ブラジルの日本食調査 
④ブラジルの米事情調査 

 
① 新型コロナウイルスのフードバリューチェーンへの影響調査（ブラジル） 

 ブラジルでの新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大による農業及びフードバリューチェーンへの影

響を調査した。調査は速報性を保つため８月から１月まで月毎に報告、合計６回の報告書を作成した。また、

報告した内容は農林水産省 HP に掲載された。 
 調査した内容は下記のとおり。 
・主要農畜産物の生産予想と輸出入状況 
・マクロ経済 
・COVID-19 により顕在化したバリューチェーンの課題 
・政策、政府、民間企業の動き 
 

 調査結果の抜粋を下記に示す。 

【COVID-19 の農業、食品への影響】 
ブラジルでの COVID-19 の農業分野へのインパクトは他の分野と比べて軽微であった。花卉・観葉植物、

蔬菜などは初期の段階では大きなダメージを受け、また一部の食肉パッカーが感染拡大で一時期操業停止

となったが、農業及び食品製造業全体としてはエッセンシャル活動と認められ、農業生産は例年通り続け

られた。またそれに加え作物価格は輸出向け、国内向けともに上昇しており、生産者にとって有利な年と

なった。 
○サンパウロ中央卸売市場（Ceagesp）の販売量への影響 

3 月、4 月に行われた自粛・経済活動制限によって、野菜・果実の買い手であるフードサービス（レス

トラン、バー等）の営業形態がデリバリーとテイクアウトに制限されたため、同業界の需要を大きく減ら

し、その影響がサンパウロ中央卸売場（Ceagesp）の販売量に表れた。2020 年 1～3 月と 4～6 月の期間

を比べると、果物が 9.3%、野菜が 3.3%、葉野菜が 15.8%それぞれ販売量を減らしている。Ceagesp で仕

入れて各レストランに配達する卸業者が、売上を補うため消費者への直接販売を始めたケースもある。一

方、売り先を失った生産者が収穫を前に畑で鋤き込む光景などがニュースで報道された。 
○製糖、エタノール生産への影響 

自粛・経済活動制限によって燃料としてのエタノールの需要減が見込まれたため、製糖メーカーの多く

はエタノールの割合を減らし、生産を砂糖にシフトさせた。エタノールと砂糖の割合は 2018／19 年、2019
／20 年が 65%、35%だったが、2020／21 年は 54%、46%と砂糖の割合が増加した。ブラジルの製糖メー

カーの多くはフレックスといって砂糖とエタノールの両方に対応できる製造施設をもち、これまでもそれ

ぞれの相場の予測に基づいて生産の調整を行ってきたが、2020 年はその傾向が強くなった。 
○穀物の輸出入への影響 

2020 年 10 月、ブラジル政府は、COVID-19 の感染拡大による国際相場の影響を受けて高値が続く大豆

とトウモロコシの国内価格を抑えるため、輸入関税を一時的に撤廃した。国内価格が高騰して、コスト高

に直面している養鶏、養豚業界（ABPA）、及び搾油業界（Abiove）などの団体からの要望に応えたもので

ある。免税の期間は、大豆が 2021 年 1 月 15 日まで、トウモロコシは 3 月までとなっている。これにより

大豆の輸入量は 82.1 万トン、前年比で 470%増加した。トウモロコシの輸入量は反対に 6%減少した。こ

の他、米も国内価格の高騰を抑えるために一時的に関税を撤廃したが、その結果、前年比で 30%輸入量が
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増加している。 
○米価格への影響 

2020 年は米の価格が高騰した。消費者物価（IPCA）の上昇は 4.5%だったのに対して、米価は 76%も

上昇した。ブラジルでは、米は主食として消費されているが、3 月半ばに自粛・経済活動制限が始まった

ことにより、消費者が自宅で調理するようになり、米の需要が増えた。また COVID-19 対策のため、雇用

契約をもたない非正規労働者を中心とする低所得者に、月 600 レアル（母子家庭は 1,200 レアル）の緊急

支援金を 4 月から 5 ヶ月にわたって支給し、その後金額を半分にして 12 月まで継続されたが、支援金の

多くが食品購入に当てられたことが、米の消費量増加、価格上昇につながったという分析がされている。 
○食肉パッカー（処理工場）への影響 

COVID-19 の従業員への感染予防のために操業を停止する食肉処理工場が多く出た。労働集約型の産業

である処理工場では通常従業員は過密な状態で働き、また衛生対策での密閉空調のため換気が不十分で、

さらに低温に保たれているため COVID-19 の感染がおこりやすい環境となっている。停止措置は、工場側

の自主的な停止もあるが、多くは労働検察庁（Ministério Público do Trabalho）が従業員の訴えを取り上

げるか、独自に COVID-19 への対応を査察して、操業停止を地方裁判所に告訴、その判決によって操業停

止の命令が出される。ピークの 5 月、6 月の時点でそれぞれ 41、47 のパッカーが操業を停止した。以降、

衛生対策の徹底、COVID-19 拡大の第一波の終了とともに操業停止の工場数も減り、8 月の時点では 2 箇

所のみになった。 
○中国による食肉パッカーの輸出認可への影響 

中国はブラジルにとって食肉の最大の輸出先であり、特に COVID-19 の感染がおこった 2020 年は、中

国国内市場への供給用在庫確保のために大きく輸入量を増やしている。その結果、2020 年は牛肉の 48.9%、

〇肉の 69.4%、〇肉の 20.4%が中国向けだった。その一方で、中国政府は 6 月に北京で、ブラジルからの

冷凍サーモンから COVID-19 が発見されたことと（のちに因果関係は否定）、11 月に山東省などでブラジ

ルの食肉パッケージやエビから COVID-19 の痕跡が検出されたこと、ブラジル国内の食肉処理工場の従

業員の感染が多いこと等から、特定のパッカーの輸出認可の一時停止を行い、さらに従業員全員及び使用

する食肉の検査を求めるなど、ブラジル政府、各メーカーに対し高いレベルでの衛生管理を求めた。2021
年に入って同国の禁止措置はすべて解除された。 

○在宅勤務の食生活、フードサービスへの影響 
COVID-19 によって在宅勤務が増えたことはさまざまな分野に影響を与えているが、国民の食生活も変

化させている。デリバリーやテイクアウトが増えて、レストランでの食事を避ける傾向になっている。ま

た完成品（RTE – Reado to Eat）の購入も増えており、食品メーカーもそれに対応しようとしている。買

い物をする頻度が減ったため、日持ちする食パンの販売量が増え、フードサービスが主な売り先だったサ

ーモンや牡蠣が小売に多く流れといった現象もおこった。 
レストランは 5 月ぐらいから店内でのサービスが許されて再開したが、席数や営業時間の制限が続いた。

そこに 12 月から第二波がおこり感染者、死亡者が増えたため、サンパウロ市では夜 8 時以降の営業を禁

止し、年末から年始にかけて週末や年末年始の連休中の店内での営業の停止措置をとった。業界は裁判に

訴えるなど反発し、2021 年 1 月の半ばからは再び夜 10 時までの営業が認められたが、在宅勤務の傾向は

続くと思われ、フードサービスはデリバリーの割合を増やすなどの対応がこの先も求められると考えられ

る。 
○生産者によるオンライン販売への影響 

2020 年 3 月に始まった人の移動の自粛・経済活動制限措置によって、多くの地方で露店市（Feira Livre）
が閉鎖、外食向けに卸している仲買人が仕入れ量を減らしたため、それらを主な販売先としている小規模

生産者は困難な状況に陥った。それに対して、政府機関や公共団体は、生産者が直接消費者に販売するた

めのプラットフォームを構築してサポートを行った。ミナスジェライス州の例では州内で 35 の生産者に

よるオンライン販売のグループが形成され、1,501 の家族経営農家が参加し、これまでで 1 万 629 人の消

費者に販売を行っている。 
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② 南米におけるスマート農業調査 
 事業対象国（ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ボリビア、ペルー）におけるスマート農業の実態状

況を知るため、インターネットで公開されている情報を中心に調査を実施した。詳細は別冊の事業実施報告

書資料編に記載する。 
 調査を行った内容は下記のとおり。 

・各国のスマート農業の特徴 

・各国のスマート農業企業の概要 

・各国のスマート農業に関する政策 

・ブラジルのスマート農業の課題 

 

 調査した内容の抜粋を下記に示す。 

 
【ブラジルのスマート農業】 

○ブラジルのスマート農業の市場規模 

 ブラジルのスマート農業の市場規模は、インドの調査会社である MarketsandMarkets 社のデータを用

いた『Valor Econômico 紙』 の記事によれば、2019 年、3 億 8870 万ドルで、アメリカ大陸の 13%を占

め（表-1）、南米地域でのシェアは 62.8%となっている。同記事によれば、2020 年の世界の市場規模は 70
億ドル、2025 年には 128 億ドルに成長することと予想されている。 

○ブラジルのスマート農業の特徴 
 ブラジルにスマート農業の概念が入ってきたのは 2000 年頃、国産の機器が市場に出はじめたのが 2002
年で、それから生産現場に広がっている 。以降、2014 年から 2016 年までが衛星画像、ドローン画像、

センサーによるデータのデジタル化が盛んになった時期で、2017 年からは、デジタルデータを利用して容

易に生産者の営農判断に役立てるかが開発のテーマとなり 、現在は、データの互換性、統合、機械・機器

とのリアルタイムでの連携、といった IoT の時代に入ってきている。 
 ブラジルでは、農業に関係するあらゆる企業がスマート農業に参入しており、大手の農業資材メーカー、

機械メーカー、IT 企業などが次々に新しい製品、サービスを市場に出している。この状況を支えているの

は、クリエイティブな製品、サービスを市場に出し続けているスタートアップ企業である。それを支える

のが、大学その他の研究機関、スマート農業専門のスタートアップハブで、それに資金を出すエンジェル

投資家、ベンチャーキャピタル、大手農業資材メーカー、大手生産企業が加わる。このサイクルで急速に

成長しているのがブラジルのスマート農業の特徴である。 
 分野では、生産量・額の大きい穀物、サトウキビを対象とした製品・サービスが多いが、ブラジルの幅

広い農業領域を反映して、さまざまな分野で技術開発が行われているのもブラジルのスマート農業の特徴

である（「3.1 企業数と分野」参照）。資材、生産物の販売、オンラインでの生産物手形や、売買契約書の

発行のプラットフォームも生まれており、ブラジルならではの手続きの煩雑さといった問題を積極的に解

決している。 
 一方、国土が広大なため通信環境の整備が遅れており、スマート農業の導入（とくにリアルタイムの IoT）
に必要な農地でのインターネットアクセスの遅れがネックとなっている。これに対して、昨年末、連邦政

府が固定電話の普及に向けられていた公的基金を農地でのインターネットアクセスの拡大に使えるように

法律を改正、携帯電話のオペレーターが、スマート農業企業や機械メーカーとタイアップして事業を立ち

上げているので、今後、急速に改善される可能性も高い。 
○スマート農業関係企業 
 ブラジルのスマート農業企業の数、分布、活動分野を Embrapa、ベンチャーキャピタルの SP Venture
社、Homo Ludens 社が 2019 年に共同で行った全国調査 の結果を表-2 に示す。同調査は、ベンチャーキ

ャピタル、ハブなどのデータベースを基に集計、分析、スタートアップ企業を中心に、ブラジルのスマー

ト農業企業の数を 1125 社としている。調査では企業を生産チェーンごとに分けており、「生産現場（Dentro 
da Fazenda）」に加え、資材、分析などの川上にあたる「生産前（Antes da Fazenda）」、食品加工や販売

など川下あたる「生産後（Depois da Fazenda）」の部門も含めて、カバー範囲が広くなっており、デジタ

ル農業以外の企業も含まれている。それぞれのカテゴリーに含まれる分野を表-3 に示す。 



 

71 
 
 

 「生産前」では、「バイオコントロール」、「ゲノミクスとバイオテクノロジー」が多く（それぞれ 32 社、

40 社）、この分野の研究・開発がさかんに行われている。また「肥料、植物栄養素」も 41 社と多く、市場

の大きさが想像できる。 
 「生産現場」では、「精密農業」（34 社）と「営農管理システム」（122 社）が多い。この 2 つは分野的

には、プラットフォームを中心にして重なっている部分が多い。これに対応するための機材の開発を行う

企業も多く、農場の画像解析に欠かせないドローンの開発を行う企業が 43 社あげられている。 
 「生産後」では、食品開発が 246 社あり、全体の約半分を占めている。食品メーカー向けの技術、ノウ

ハウ、原料開発の需要が大きいことがわかる。注目されるのは、「オンライン販売」と「マーケットプレイ

ス」がそれぞれ 29 社、95 社と多いことである。農業資材、生産物の販売の方法がネット販売へシフトし

てきている。 
○スマート農業の課題 
(1)農場でのインターネットアクセスの状況 
 ブラジルでのスマート農業の普及にあたって大きな課題になっているのは、農地からのインターネット

へのアクセスである。市街地あるいは農場本部では、インターネットにアクセスできても、農地まで電波

が届かないため、リモートセンサーや各種機械の制御プログラムをリアルタイムで使用できない状況が多

い。このため、各機械やセンサーに搭載した無線でアクセスポイントまでつなぐという技術も、さまざま

なスマート農業企業によって開発されている 。 
 2017 年にブラジル地理統計院（IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica）によって行わ

れた農畜産センサス（Censo Agropecuário 2017）によると、全国の農場のうち何らかのインターネット

にアクセスできる割合は農場数で 28.2%、面積で 44.3%となっている。しかし、小規模の農場を除けば、

ほとんどのケースが農場本部、家屋でのアクセスだと考えられる。ブラジルには、パラボラアンテナによ

って衛星回線を使ったインターネットサービスがあり、電話回線（有線及び無線電話）や携帯の電波の届

かないところでは、それで本部でのアクセスを確保しているケースが多い 。 
 スマート農業に重要な携帯電話でのアクセスを農場数、カバーする面積での割合を見ると（表-27、28）、
農場数で 17.9%、面積で 19.9%となっている。大型穀物生産の中心となる中西部では、農場数で 1,2%、

面積で 4,9%しか携帯の電波は届いていない。「５スマート農業関連の政策」のところで述べたように、

MAPA が Esalq に委託した調査の元に発表したデータによると、ブラジル全体では可耕地の実質 5％しか

インターネットに接続されていない 。ブラジルでは地方への携帯電話の普及は進んできているが、まだま

だサービス購入者の数が稼げる市街地が中心で、農地への拡大は進んでいない。 
(2)農地へのインターネット導入コスト 
 インターネットへの農場からのアクセル状況改善に対して、穀物生産企業を中心とする大型生産者は、

もはや必須となったスマート農業の技術を十分に利用するために、自己資金によって電波塔などの設備に

投資し始めている。そのために必要な投資額を、国立経済社会開発銀行（BNDES - Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social）が報告している 。 
 同報告書では、地形によって 1 万 5000 ヘクタールから 4 万ヘクタールをカバーできるための基地局、

アンテナ設置その他のコストを業界関係者にヒアリングしている。インターネット設置コストは、1 万ヘ

クタール以上でヘクタール当たり 24 レアル、2500 から 1 万ヘクタールで 113 レアルとなっている。例え

ば大豆のヘクタール当たりの生産コストは 3,991.50 レアルであり、2500 から 1 万ヘクタールではインタ

ーネット設置コストは約 3%に該当する 。スマート農業によるコスト削減、反収増加が実現すれば合理的

な投資となる。一方、中規模生産者（1000 ヘクタール）の場合、同じ生産コストとすると、コストの 47%
となるため、BNDES では近隣農場や組合が共同で設置することを推奨している。 
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③ 日本食調査 
 南米、ブラジルでの日本食、日本食品の実態を知るため、サンパウロ市を中心に、現状と関係者へのイン

タビュー（一部動画）による調査を実施した。調査結果は、広く日本企業の方へ知っていただく契機として、

下記「ブラジルの米事情調査」と共にグローバル・フードバリューチェーン（GFVC）中南米部会 HP

（https://gfvc-latinamerica.jp/）への掲載を行う予定である。詳細は別冊の事業実施報告書資料編に記載す

る。 
 
 調査結果の抜粋を下記に示す。 
【ブラジルにおける日本食の実態】 
（外食産業） 
 ブラジルの日本食レストランは日本人あるいは日系人を主な顧客として成り立ってきたが、1990 年頃よ

り、一般ブラジル人の客が急増し、現在では彼らがマーケットの主体となっている。調理の担い手は、こ

れまでは日本で調理業務の経験があった日本人、またはこちらで調理を覚えた人で、経営も彼らによって

行われてきた。しかし、店舗数の急増で人材が間に合わず、最初は日本人の店で下働きをしていた日系人、

そして今ではブラジル人が、日本食の調理の現場を支えている。さらに職業訓練機関である SENAC
（Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial）などが、有料または無料の日本食のコースを設けて卒

業生を送り出している。 
 ブラジルの外食市場において日本食が、すでにブームではなく完全に定着していることがよくわかるの

は、ビュッフェスタイルのレストランやシュラスコ店で、違和感なく普通に巻き寿司や刺し身が提供され

ていることである。また一般のレストランで日本食がメニューにないところでも、醤油を味付けのために

普通にテーブルに置いているところも多く、日本のテイストはブラジル人の間に広まっている。 
○日本食レストランのカテゴリー 
 日本食レストランは概ね次のようにカテゴリー分けすることができる。 
a) アラカルト店 
 もっとも一般的な業態で、寿司と刺し身が中心であるが、定食、麺類、鉄板焼、焼きそばなどメニュー

の種類は多い。反対に「寿司店」と看板に出していても、実際には普通の料理も出している店は多く、ラ

ーメンまでメニューとしてある例も珍しくない。逆説的だが、実態としてはむしろ寿司に特化した専門店

が少ないのが実情である。 
b) 食べ放題店（Rodízio） 
 この業態が生まれたことが、ブラジルの日本食の普及を促進した。ビュッフェ形式になっており、寿司、

刺し身を中心に幅広い料理を用意して定額の食べ放題で提供している。高級店では生牡蠣などを用意して

いるところがあり、店によっては食べ放題ではなく、重量によって課金しているところもある。さらに食

べ放題ではあるが、コース料理のようにして、足りない場合や気に入った場合は追加で注文できるスタイ

ルの店も存在する。食べ放題店は、知識不足で敷居が高かった日本食レストランにブラジル人消費者を引

きつけたことで日本食の普及に貢献した。 
c) 専門店 
 従来の日本食レストランは、一品料理に加えてうどんや焼きそばなどのメニューを取り入れて、客の幅

広い需要に応えてきたが、近年、専門店の数も増えている。これは特定の品目に集中することにより、料

理のクオリティを上げるとともに、差別化、効率化を狙ったものである。 
 専門店の種類としては、とんかつ専門店、寿司専門店、ラーメン専門店、牛丼、天ぷら、カレーなどが

ある。また寿司の分野では手巻き専門店（テマケリア）が生まれ、あっという間に広まり、大型チェーン

グループも出現している。各専門店は、まだまだ米国のように広まってはいないが、市場の成熟、競争の

激化によってこれから増えていくものと思われる。 
d) 居酒屋スタイル 
 米国では日本独特の業態である居酒屋がブームになったが、それがサンパウロを中心にブラジルでも取

り入れられようになった。食事と同時にポーションを少なくしたツマミ類を充実させている。 
e) 高級店 
 日本食レストランは一般的に値段が高く、決して大衆的なものではなかったが、イタリアンやフレンチ

https://gfvc-latinamerica.jp/
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のような最高級レストランというのは存在していなかった。その状況は 2000 年代後半から高級店が多く

生まれたことによって変わった。それらの店は、料理の質を高めるともに内装、アテンドの面にも投資し、

いわゆるフォーマルな食事の場として通用するレベルに日本食レストランのステータスを上げた。2019
年のブラジルのミシュランガイドでは、選ばれた 18 店のうち７店が日本食レストランであった。そうし

た店はマスコミで取り上げられる機会も多く、日本食の認知を広げるのに貢献している。 
○ラーメンブーム 
 ラーメンは日本人の好むメニューで、古くから日本食レストランで提供されていたが、製麺技術が未熟

なため、日本人が満足できる水準のものは少なかった。それが 2008 年に日本から麺を取り寄せて提供す

るラーメン専門店が開店し日系人の間で人気を博した。その後、マスコミでも大きく取り上げられたこと

から、ブラジル人の消費者にも浸透していきブームとなっている。製麺技術も向上した結果、ブラジル産

の麺のレベルも上がり、店舗数は急増した。日本のラーメン店と提携しているところも多い。 
 （日本食品市場） 
○輸入品と国産の日本食が共存 
 1990 年の経済開放政策によって、これまで国産品で満たされていた日本食品市場に日本から質の高い輸

入品が大量に流れ込むことにより、市場は一変した。高くても「本物」の味を求める人たちに大きなイン

パクトを与えた。現在では、水産物を除けばほぼ必要なものは輸入品で賄うことができるようになり、日

本からの駐在員も困ることがなくなった。菓子類はブラジル人に人気で、各店大きなスペースを割いて販

売している。 
 しかし、ブラジル市場ではまだ輸入品と国産が共存しており、国産の方が中心となっている。これは先

に述べたように日系社会をベースにした大きな日本食市場がすでにあり、日本食品メーカーの経営が成り

立つ条件が存在することと、運賃、関税など「ブラジルコスト」で輸入品の値段が高くなること、そして

日系人、ブラジル人がブラジル製の日本食の味に慣れていることが理由である。国産と輸入品が住み分け

て共存している独特な市場である。 
 さらに近年では国産、日本からの輸入品に加えて、韓国、中国製の日本食の輸入もさかんに行われてい

て、昆布、海苔、椎茸などはほぼ完全にこれらの国のものに置き換えられてきている。 
○日本酒 
 日本酒はブラジル製のものと、一部日本からの輸入品で賄われていたが、経済開放政策により米国で日

本の大手メーカーが醸造しているものが比較的安くブラジルに入るようになった。それに伴って競争が激

しくなり、ブラジル製のものの質が向上していった。また日本国内の市場縮小に危機感を持ち、海外進出

を図っている日本の蔵元が積極的にブラジル市場にアプローチし、吟醸酒を含め多数の銘柄が輸入販売さ

れている。日本でのブームを受けて、それまでなかった焼酎の輸入も行われるようになった。それにより

日本酒専門店もサンパウロ市内に誕生したが、一般の日本食品店の酒類コーナーはスペースが小さく、特

に高級酒の販売先はレストランが中心となっている。 
（ブラジルにおける日本食品流通の実際） 
 日本食品の販売チャンネルは「メルセアリア」と呼ばれる日本食品店と日本食レストランが中心で、そ

れに加え韓国系、中国系のお店でも販売されている。メルセアリアは東洋人街のリベルダーデに集中して

いるが、市内各地区、またブラジルの日系人の多い都市に多数存在する。そうした店では輸入食品は国産

のものと並んで陳列されている。業務用の輸入品はディストリビューターを通さず輸入卸業者がレストラ

ンに直接販売するケースが多い。最近ではネット販売を専門とする業者も存在する。 
 流通の課題としては、日本食品店・レストランや韓国、中国系の食品店とレストランにチャンネルが限

られており、日系を除くブラジルの一般のスーパーに入り込めていないことである。特にポンジアスカー

ル・カルフール・ウォルマートなどの大手食品スーパーのグループはブラジルの食品流通の大半を握って

いるが、その扱い量は非常に大きいため、それに対応できる輸入業者、メーカーが存在しないことが理由

として挙げられる。 
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④ ブラジルの米事情調査 

 ブラジルへ日本米の輸出を検討している日本企業へブラジルの米についての情報提供を目的に、ブラジル、

サンパウロを主とした米の状況を調査した。調査結果は、広く日本企業の目に触れるようにグローバル・フ

ードバリューチェーン（GFVC）中南米部会 HP（https://gfvc-latinamerica.jp/）への掲載を行った。調査を行

った内容は下記のとおり。詳細は別冊の事業実施報告書資料編に記載する。 

・ブラジル人の米の食べ方 

・ブラジルの米の消費量 

・ブラジルの米生産 

・米の貿易データ 

・ブラジルの日本米（販売状況、種類、価格、包装米飯） 

 

（内容の抜粋） 

 

 

https://gfvc-latinamerica.jp/
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5. 日本と事業対象国の交流・協力の強化を図るための会議の開催等 
日本と事業対象国の農林水産業・食産業分野における交流・協力の強化を図るため、日本と事業

対象国の交流・協力の強化を図るための会議を開催。 

 

5(1) アンケート調査の実施 

 中南米部会を設置するに当たり、参加する企業等の中南米におけるビジネスへの関心等を把握するため、

アンケート調査を実施した。アンケート結果は、それぞれ関心のある国、テーマを考慮し、中南米部会、分

科会（ウェビナー）で取り上げる内容を決める参考とした。また、アンケート結果等を取りまとめ、中南米

におけるビジネスに関心のある日本企業等のデータベース等を作成した。アンケート調査結果を以下に記載

する。 
 
1) アンケート回答者の内訳 

 アンケートは、農林水産省が実施している GFVC（グローバル・フードバリューチェーン）推進官民協議

会メンバー、本事業で過去に参加した企業等を中心に配布した。回答は、89 の企業等から得られた。 
 回答を得られた企業等の内訳を下記に示す。 
 

アンケート回答企業等の内訳 

 

 
 

2) アンケート回答 

 

設問① 中南米で関心のある国、分野（複数回等） 

 
 
 
 
 
 
 その他、関心のある国として、エク

アドル、コスタリカ、等との回答があ

った。 
 

企業等の分野 回答数 

商社等 12 

電気通信等 6 

輸送 2 

食品製造 8 

農業資材 14 

農業・食産業機器 14 

団体・コンサルタント等 25 

その他 8 

合計 89 

71

59

57

53

55

44

40

33

3

41

ブラジル

アルゼンチン

メキシコ

ペルー

チリ

コロンビア

パラグアイ

ウルグアイ

ボリビア

日系人社会

商社等

13%
電気通信等

7%

輸送

2%

食品製造

9%

農業資材

16%
農業・食産業

機器

16%

団体、コンサ

ルタント等

28%

その他

9%
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設問② 中南米部会等で取り上げるテーマとして関心のある分野（複数回答） 

 
 
 
 
 
 その他、関心のある分野として輸入

制限（アルゼンチン牛肉全土解禁）、

インフラ関連の回答があった。 
 
 

 
設問③ 中南米でのビジネス 

 
中南米でのビジネスの状況 回答数 

現在行っている 44 

今後行う予定 28 

予定なし 17 

 
 
 
設問④ 今後の中南米でのビジネス展開（上記、現在中南米でビジネスを行っている企業等に対して） 

 
今後の中南米でのビジネス展開 回答数 

拡大を検討 23 

現状維持 20 

縮小を検討 1 

 
 
 
 
設問⑤ 新型コロナウイルス感染拡大の影響（上記、現在中南米でビジネスを行っている企業等に対して） 

 
新型コロナウイルスの影響 回答数 

影響は限定的 29 

影響は甚大 15 

 
 
 
 
設問⑥ 分科会、オンライン交流への参加希望 

 
分科会への参加 回答数  オンライン交流への参加 回答数 

希望 49  希望 57 

希望予定 19  無回答 32 

無回答 21    

 

66

53

34

17

15

13

農業生産

食品産業

穀物事業

金融・運輸・サービス

制度等

その他

現在行っている

44

今後行う予定

28

予定なし

17

拡大を検討 23
現状維持 20

縮小を検討 1

影響は限定

的 29

影響は甚大

15
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5(2) 中南米部会の開催 

 中南米で日本の技術・ノウハウを活かしたフードバリューチェーン構築のため、中南米で既にビジネスを

行っている企業、今後ビジネス展開を考慮している企業等を対象に中南米部会を開催した。参加者は、農林

水産省が実施している GFVC（グローバル・フードバリューチェーン）推進官民協議会に所属するメンバー

を中心に声がけし、また、日本の国際関係機関、在京中南米大使館関係者へも声がけして参加者を募った。

中南米部会の概要を下記に示す。 
 
1) 開催内容 

日程 令和 2 年 11 月 6 日（金） 9:30-12:30 
場所 農林水産省・発表者・在京大使館・事務局：TKP 新橋カンファレンスセンター会議室 

参加者：オンライン（Zoom） 
言語 TKP 新橋カンファレンスセンター会議室では日英の同時通訳 
参加者 民間企業 138 名（うち本邦 93 名、現地 45 名）、日本政府関係者 70 名、相手国政府

関係者 18 名、団体 15 名、大学 11 名、公的研究機関 4 名 計 256 名 
プログラム １ 開会の挨拶（池田道孝農林水産大臣政務官） 

２ 趣旨説明 
３ 民間企業からの報告 
・中南米における民間企業の取組の現状と課題、政府への要望等 
（１）前川製作所 
（２）ソフトバンク 
（３）豊田通商 
（４）ブラジルベンチャーキャピタル（BVC） 
４ 政府関係機関からの報告 
（１）中南米の投資環境-ブラジル、アルゼンチン、メキシコの現状- 
   （農林水産政策研究所） 
（２）農水省国際部の取組 
（３）政府機関の取組 
  JICA、JETRO 
５ 意見交換 
６ まとめ 
７ 閉会の挨拶 
 （深川由起子 GFVC 協議会代表：早稲田大学政治経済学術院教授） 

     
2) 要旨 

【中南米部会開催の趣旨】 

（農林水産省 大臣官房国際部新興地域グループ 櫻井国際調整官） 

・GFVC 推進官民協議会の主な活動内容は、地域部会の開催を通じた情報発信等。 

・二国間政策対話を開催し、相手国との食料・農業対話を通じた官民合同での日本の食産業の海外進出に向

け、ビジネス、投資環境の整備を推進。 

・中南米の特徴として、世界最大の穀物生産地域であり、我が国の食料安全保障上、重要な地域である。ま

た、200 万人を超える日系人社会を有し、中南米における日本食の普及、わが国の食品、食材の輸出促進

といった観点からも、潜在的な可能性を秘めている。 

・今回、中南米部会を新設し、政府機関が連携し官民が一体となって、わが国食産業の中南米への進出、展

         中南米部会の様子(1)               中南米部会の様子(2) 
 



 

78 
 
 

開を加速化させるための取り組みを推進。 

 

【中南米部会のまとめ】 

（農林水産省大臣官房 谷村参事官（環境・国際）） 

・政府としては、食料の安定供給をいかに果たすかが大事な役割ですが、国内外から多くの食料を調達して

いる我が国として、やはり世界の食料システムがいかに安定したものになるかということが、非常に重要

な課題。中南米は大きな役割を今までも果たしており、中南米諸国との貿易や投資が拡大するというのは、

極めて我々としては重要なポイントと考えている。 

・その中でも特に、単に物を持ってくる、買うだけではなく、その国における食料システム、バリューチェ

ーンの中に、日本の企業がちゃんとそこにプレゼンスを持っているということが、非常に大事だと、そう

いう問題意識も持って、中南米部会を立ち上げてたところ。 

・食料システムに、日本および日本の企業がきちんと参画をしていく。逆に、そうして安定にいかに貢献す

るか、その責任を持っているという認識を、強く持っている。 

・中南米の国々との関わりというのは、われわれの食料供給、そして、それを支える食産業がしっかりと持

続的に展開するための、ビジネス上の重要なパートナーでもあり、われわれの責務を果たしていく上での、

重要なパートナーであるという認識を持ってやっていきたい。 

 

3)アンケート調査 

 中南米部会参加者へ部会開催後、アンケートを実施した。回答は 48 団体、63 名から得た。アンケート調

査の概要を下記に示す。 

 

設問① アンケート回答企業等の業種 

 

業種 回答数 

農業生産 3 

食品製造 5 

機械 8 

資材 4 

IT 1 

流通（卸・小売含む） 2 

商社 7 

金融 4 

コンサル、サービス 11 

政府機関、官公庁、団体 15 

その他 3 

合計 63 

 

農業生産 3
食品製造 5

機械 8

資材 4

IT 1

流通

（卸・小売含む） 2

商社 7

金融 4

コンサル,

サービス

11

政府機

関、官公

庁、

団体 15

その他 3
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設問② 中南米部会は有益であったか（回答数） 

27

32

3

1

0

１．たいへん良かった

２．良かった

３．どちらとも言えない

４．あまり役に立たなかった

５．役に立たなかった

 

 

設問③ プログラムの中で一番興味を持ったテーマ（複数回答数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5

20

27

28

23

19

14

21

20

10

4

11

１. 開会の挨拶（池田道孝農林水産大臣政務官）

２．趣旨説明

３．⺠間企業からの報告・中南⽶における⺠間企業の

取組の現状と課題、政府への要望等

（１）前川製作所

（２）ソフトバンク

（３）豊田通商

（４）ブラジルベンチャーキャピタル（BVC）

４．政府関係機関からの報告

（１）中南米の投資環境-ブラジル、アルゼンチン、

メキシコの現状-（農林水産政策研究所）

（２）農林水産省の取組

（３）JICA

（４）JETRO

５．意見交換

６．まとめ

５．閉会挨拶
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5(3) 分野別分科会の開催 

 GFVC 推進官民協議会に所属するメンバー間におけるテーマ別の意見交換や交流を促し、もって中南米で

のビジネス創出を推進するため、分野別の分科会及びウェビナーを開催した。 
 
①コールドチェーン分科会 

 中南米諸国でのコールドチェーン展開の可能性を検討するため、令和 3 年 1 月 29 日にオンライン方

式によるコールドチェーン分科会を、11 名の参加を得て開催した。 
 
1) 開催内容 

日程 令和 3 年 1 月 29 日（金）9:00～10:30 
場所 オンライン方式（Zoom） 
参加者 民間企業 8 名、農林水産省 3 名 合計 11 名 
内容 1) 趣旨説明 

2) コールドチェーン分科会に対するイメージと期待 
3) 意見交換 

 
 
②農業 ICT分科会 

 日本及び中南米諸国での ICT 技術の知見を得るため、令和 3 年 3 月 3 日にオンライン方式による農

業 ICT 分科会を開催した。分科会には、中南米政府関係者、現地日系農業者を含む 124 名の参加を得

た。 
 
1) 開催内容 

日程 令和 3 年 3 月 3 日（水）8:00～10:00 
場所 オンライン方式（Zoom） 
言語 日本語（同時通訳付：スペイン語、ポルトガル語） 
参加者 民間企業 33 名（うち本邦 28 名、現地 5 名）、日本政府関係者 18 名、相手国政府関係者 43 名、

団体 2 名、大学 2 名、公的研究機関 7 名、中南米日系農業者 19 名 計 124 名 
プログラム １ 開会の挨拶 

２ 趣旨説明 
３ 発表 
（１）日本民間企業からの報告（農業/水産養殖 ICT 分野） 

・ソフトバンク株式会社（e-kakashi） 
・ウミトロン株式会社（水産養殖向け ICT 技術の紹介とペルーでの取組事例） 
・双日株式会社（他地域における農業 ICT 事業取組事例(ベトナム)） 

（２）現地民間企業からの報告 
・FEDEARROZ（コロンビア） 
・BVC（ブラジル） 

（３）日本政府関係機関からの報告 
・国際農林水産業研究センター（JIRCAS） 
・国際協力機構（JICA） 

（４）現地政府機関（在京大使館/農務省等）から 
・アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、ペルー 

４ 意見交換 
５ 閉会の挨拶 
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2) 要旨 

・本分科会は、2020 年 11 月に設置されたグローバル・フードバリューチェーン推進官民協議会の中南米部

会の取組の一つ。具体的には、中南米における農業 ICT/スマート農業というテーマに焦点を当てる。 
・本分科会は、日本の ICT 関係団体と中南米関係機関との将来的な勉強の場を視野に入れて開催。 
・本分科会には、日本政府・政府関係機関のほか、駐日大使館を含む多くの中南米各国の政府関係機関の皆

様、農業 ICT やスマート農業の分野で活躍されている企業が参加。 
・日本の民間企業の取組として、ソフトバンク、ウミトロン、双日の各社から、農業や水産養殖の取組につ

いて発表。中南米での活動だけでなく、今後の中南米での取組の参考となる事例として、他地域における

取組も紹介。 
・中南米各国の政府関係機関、在京大使館や本国の農業省の担当者から、農業 ICT に関する各国の状況や期

待などについて発言。 
 
3) 開催後アンケート 

 農業 ICT 分科会参加者へ分科会開催後、アンケートを実施した。回答は 15 団体、16 名から得た。アンケ

ート調査の概要を下記に示す。 
 
設問① アンケート回答企業等の業種 

 

業種 回答数 

資材 2 

金融 1 

コンサル、サービス 7 

政府機関 4 

官公庁 2 

合計 16 

 

設問② 分科会は有益であったか（回答数） 

6

8

0

1

0

１．たいへん有益であった

２．有益であった

３．どちらとも言えない

４．あまり有益ではなかった

５．有益ではなかった

        分科会の様子(1)                    分科会の様子(2) 
 

資材 2
金融 1

コンサル、

サービス 7

政府機関 4

官公庁 2
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設問③ プログラムの中で一番興味を持ったテーマ（複数回答数） 

9

7

4

3

9

3

5

6

ソフトバンク株式社（e-kakashi）

ウミトロン株式社（水産養殖分野）

双日株式会社（※他地域における農業ICT事業取組事例

(ベトナム)）

FEDEARROZ（コロンビア）

ブラジルベンチャーキャピタル（ブラジル）

国際農林水産業研究センター（JIRCAS）

国際協力機構（JICA）

中南米諸国政府機関

（アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、ペルー）

 

設問④ 今後、分野別分科会で取り上げて欲しい分野、テーマ、国、発表を希望する組織・機関等 

【分野】 
 灌漑設備 
 食品分野 
 農業 
 コーヒー、バナナ、パイナップル、カカオなど 
 ベンチャーキャピタル 

【テーマ】 
 食器、容器、包材など食品接触物への生分解性プラスチックの活用 
 点滴チューブの世界的な普及について 
 食品加工とロジスティクス 
 病害対策 
 中南米諸国のベンチャーキャピタルの現状や動向について 

【国】 
 ブラジル 
 アルゼンチン 
 コロンビア 
 チリ 
 エクアドル 
 ペルー 

【発表を希望する組織・機関等】 

 公的機関 

 農業生産者団体や大規模農園 

 生産組合 

 Netafim Brasil 
 C4IR 
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③ウェビナー 

中南米におけるフードバリューチェーン構築推進に向け、中南米に関する情報等を日本企業等に向けて発

信するため、令和 3 年 2 月 19 日、25 日、26 日、3 月 1 日の 4 日間にわたり下記 9 件のウェビナーを実施

した。参加者は、各日 46 名から 70 名、延べ 215 名であった。 
 

No. 日程 テーマ 講師 参加者数 
1 2 月 19 日（金）

10:00-11:15 
DX における中南米地域の展開

方針（JICA） 
国際協力機構 中南米部長 
吉田 憲 

70 2 コロナ禍における貿易保険の役

割と対処事例 ～海外ビジネス

のリスクマネジメント方法～ 

株式会社日本貿易保険 営業第一部営業推進グ

ループ長 
田中 宏之 

3 2 月 25 日（木）

13:30-14:45 
国際開発金融機関からの民間支

援スキーム 
米州開発銀行 アジア事務所長 
中村 圭介 

48 4 海外における展開事業（コール

ドチェーン、セントラルキッチ

ン）の事例について 

クールジャパン機構 投資連携・促進グループ

部長 
児山 善成 

5 2 月 26 日（金）

13:30-14:45 
ブラジルのアグリテックを中心

にしたスタートアップ環境と日

本のスタートアップの中南米進

出事例 

ブラジルベンチャーキャピタル代表取締役 
中山 充 

46 
6 中南米地域における ICT 分野の

取組 
～農業分野の取組を中心に～ 

総務省国際戦略局国際協力課  
国際交渉官 
金子 賢二 

7 3 月 1 日（月）

10:00-11:45 
ブラジルの日本食市場概要とブ

ラジル味の素の歴史・戦略 
日本ブラジル中央協会常務理事、株式会社

JTB LAPITA アドバイザー 
酒井 芳彦 

51 8 Covid-19をふまえた中南米地域

およびブラジルの経済情勢変化 
拓殖大学国際学部 准教授 
竹下 幸治郎 

9 南米南部の穀物油糧種子マーケ

ットの動向 
農林水産政策研究所 主任研究官 
林 瑞穂 

 
1) アンケート 

 各ウェビナー開催後、参加者にアンケートを実施した。アンケート回答は、参加者のべ 59 名（24 機関）

から得ることができた。アンケート調査の概要を下記に示す。 
 
設問① アンケート回答企業等の業種 

 

業種 回答数 

機械 3 

IT 1 

商社 3 

流通 1 

金融 3 

コンサル 8 

団体 3 

大学 2 

合計 24 

 

機械 3 IT 1

商社 3

流通 1
金融 3

コンサル 8

団体 3

大学 2
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設問② 各ウェビナーは有益であったか（回答数） 

26

33

１．たいへん有益であった

２．有益であった

３．どちらとも言えない

４．あまり有益ではなかった

５．有益ではなかった

 

設問③ プログラムの中で一番興味を持ったテーマ（複数回答数） 

17

11

9

7

10

7

6

6

12

セミナー①国際協力機構

セミナー②株式会社日本貿易保険

セミナー③米州開発銀行

セミナー④クールジャパン機構

セミナー⑤ブラジル・ベンチャー・キャピタル

セミナー⑥総務省国際戦略局国際協力課

セミナー⑦株式会社JTB

セミナー⑧拓殖大学国際学部

セミナー⑨農林水産政策研究所

 
設問④ 今後、ウェビナーで取り上げて欲しい分野、テーマ、国、発表を希望する組織・機関等 

【分野】 
 大豆由来の擬似肉の中南米での普及の可能性 
 南米の食肉加工輸出 
 産官学連携の課題 
 技術支援 
 コールドチェーンだけでなく、常温チェーンの技術に関して 
 中南米各国で農業、食品生産、流通、国内販売、輸出、食品関連サービス業などを展開している日本および中

南米の民間企業 
 中南米に進出している日本企業（スマート技術関連含む）や、現地研究機関で農業関連の研究 
 食糧・食品の品質安全 
 中南米諸国から見た輸出市場と日本の立ち位置、日本（企業、公官庁）に期待すること 
 中南米諸国の食品・飲料の日本市場への売り込み 
 気象災害への対応や復旧、復興事例 
 SDGs の達成に向けた戦略、特に、その一環として、日本と中南米の大学や研究機関、中南米日系人社会と協

力した遠隔授業を活用した SDGs 達成の人材育成 
 SDGs 人材育成 大学との連携 ３角協力 日系人社会 日伯共同開発 
 害虫（バッタ）の影響 
 フードチェーンでの食品ロス対策や、フェアトレード（による農家の収入増加） 
 農産物の加工関連 
 DX 全体の取り組みの前提となるインフラ整備の現状 
 日系社会における日本産水産物の市場と今後の拡大可能性 
 日本政府が輸出有望と思われる農業技術・コールドチェーン等技術と類似技術 
 食品 
 種苗 

【テーマ】 
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 鶏肉・豚肉の日本向け付加価値商品輸出 
 現地中規模農家と日本企業の協働可能性 
 ミナミアメリカバッタの被害と対策，日本からの支援 
 食品加工機器 
 油糧種子関連商品市場 
 米国産のとうもろこし種子の生産地 

【国】 
 アルゼンチン，パラグアイ，ウルグアイ，ブラジル、メキシコ、チリ、コロンビア、エクアドル、コスタリカ 

【発表を希望する組織・機関等】： 
 農産品輸出促進機関 
 国 

 



 

86 
 
 

5(4) オンラインによる交流広場（プラットフォーム）の開設等 

 中南米におけるビジネス創出に向けたメンバー間の交流をより一層推進するため、オンラインによるメン

バー間の交流が行えるバーチャルなプラットフォーム（広場）を開設した。 
 
 プラットフォーム（HP）は、トップ画面以深の情報アクセスのためには登録制とし GFVC 推進官民協議

会及び中南米部会メンバーへの参加を促すものとした。 
 現在は、GFVC、現地フードバリューチーン関連情報を随時更新している。 

URL: https://gfvc-latinamerica.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5(5) 日本と事業対象国の交流・協力の強化を図るための会議の開催 

 日本と事業対象国の農林水産業・食産業分野における交流・協力の強化を図るため、令和 3 年 3 月 4 日、

ブラジル農務省関係者およびアルゼンチン農牧水産省関係者との会合を実施した。 
 

5(6) 会議概要の作成等 

 中南米部会、分野別分科会の概要を作成するとともに、アンケート調査の結果、オンライン交流の進捗状

況の報告等を取りまとめた。 



 

87 
 
 

【３】総括 

1. 本年度事業成果 

(1) 実施方法・スケジュール 

令和 2 年度中南米日系農業者等との連携交流・ビジネス創出委託事業では、世界的な新型コロナウイルス

感染症の拡大により、中南米各国と日本間の渡航が困難となり、さらに各国内でも外出制限により移動が規

制されたことから、事業内容をオンライン方式での実施に見直しをした形で実施をした。以下に事業全体の

実施スケジュールを示す。 
 

項目＼月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

1.事業推進委員会の開催             

2.日系農業者等連携強化会議の開

催 
            

3.研修事業             

4.日本の企業と日系農業者等のビ

ジネス交流促進 
            

5.日本と事業対象国の交流・協力

の強化を図るための会議の開催等 
            

その他（運営会議・各種調査）             

 
事業が開始した 4～6 月では過年度事業実績と課題の取りまとめを行った。事業全体を第 1 フェーズ（平

成 25～29 年度）と第 2 フェーズ（平成 30～令和 4 年度）に分け、平成 31 年度事業までの 7 年間の実施事

項や課題・対応、成果について整理をした。その結果は別冊の事業実施報告書資料編に記載する。 
実施主体である農林水産省と事務局（中央開発株式会社）の間では、合計 20 回の運営会議を行い、綿密

な意見交換を行いながら事業を進めた。オンライン方式で、複数国と 100 名を超える規模での実施は懸念事

項も多く、企画・準備段階から、当日の会議進行にバックヤード作業まで、試行錯誤をして小さな改善を繰

り返しながら事業運営を行った。その結果、会議や研修、ビジネス交流もすべて、日本と中南米各国をオン

ラインで接続して開催することができ、大きなトラブルが起きることもなく、次に示すアンケート内でも中

南米側からの評価は高かった。 
 
(2) 日系農業者に対するアンケート 

第 1 回および第 2 回日系農業者等連携強化会議の開催後に行ったアンケートの主な回答を以下に示す。 
①日系農業者等連携強化会議の感想 
第 1 回 
- 新たなオンラインという形式で、多くの参加者がいたにもかかわらず大きなトラブルもなく、非常によ

くオーガナイズされていた。 
- 日系農業を強化するために非常に重要な取組である。 
- 世界的なパンデミックであっても、中南米と日本で農業を強化するための解決策を模索する必要がある。 

事業推進委員会 

日系農業者等
連携強化会議 

セミナー 

ビジネス
セミナー 

中南米部会 分科会 分科会 

ウェビナー 会合 

運営会議 
過年度事業 

新型コロナウイルス 
データベース 

ブラジル・パラグアイ 
スマート農業 

日本食 
米 研修生 
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- コロンビアの参加を認めてくれたことに感謝している。研修に加えて他国参加者とのグッドプラクティ

スの共有が有意義な事業だと考える。 
- 同時通訳でないと時間が過ぎてしまい、質疑応答の時間がもう少しあればよかったと思う。 
- 仕方のないことではあるが、国や地域によって、インターネットの接続が悪い人もいた。 
第 2 回 
- 中南米の日系人の輪を強め、日本へ還元し、世界に誇れる強固な繋がりを今後も築いていける機会を与

えてもらえたことに感謝したい。 
- 意見や知識を共有することで発展できるため、このような農協・企業・政府が交流する場は農業の発展

にとって非常に重要。年々参加者が拡大していることに対しては農林水産省や運営事務局を称えたい。

連携会議は参加者同士が絆を深めるためとても大切な会議である。 
- コロナ禍にある現状としてはとても有意義な会議だった。しかし、対面での会議のほうが団結に繋がり、

それが連携会議にとって重要だと思う。参加者がお互いに経験や活動を共有できる場があるとよい。 
- 運営側と参加者側が情報交換をできる有意義な会議だった。 

 
②研修事業の感想 
- オンライン形式でのセミナーや研修は、距離や参加者制限がなく開催できてよい。 
- 要望したテーマに対して迅速に対応して開催した点が素晴らしかった。 
- セミナーで学んだことから新たな発展の可能性を知り、規格外作物や熟しすぎた作物は以前は廃棄して

いたが、それらを販売するために週 2 回の市場を始めた。 
- セミナーを見返して復習することで得られることは多いと思うので、再度視聴できるようになるとあり

がたい。 
- 農産物の付加価値向上についてのセミナーは特によかった。講師が言った「ライバルがいない市場であ

れば 1 番になれる」という言葉は頭に残った。また、完全液状化みかんの製造にいたる、着眼点に感銘

を受けた。 
- 観光客を農園に呼び込む画期的なビジネス形態である観光農園が印象的だった。さらに特に働く人にや

る気を起こさせ、自分から何かをしようとするよう仕向ける経営方針が勉強になった。 
- 販売や商品パッケージのデザインなど、「生産者はできることに集中して、できないことは委託すること

も大切」という考え方が印象に残った。 
- 農産物直売所は地産地消、つまり地域マーケットでの集荷・販売をインフラ設備や大きな倉庫もなく始

められる可能性を感じた。 
- 堆肥作り（ぼかし）のセミナーが非常に勉強になった。 

 
③ビジネス交流の感想 
- 新技術の知識や現場での実用性について学べるとても生産的な商談会だった。栽培方法をより効率的に

し、輸出へ発展させることも可能になるかもしれないと感じた。 
- 商談会は 3 日間連続ではなく、もっと間を開けたほうが運営にも参加者にとっても計画が立てやすくな

るのではないか。 
- 紹介された商品を試験利用が可能であればいいと思う。 
- オーガニック商品の需要が増加しているため、これに関連するテーマを増やすといいと思う。 
- コロンビアの日系農業者をまとめることで輸出を目指し、商品の高付加価値化やグループの強化を行い

たい。そのためには食品乾燥機や野菜種子はとても有効だと感じた。 
- 中南米側から輸出できるよう生果や加工食品を扱う企業を増やしてほしい。 
- ほとんどの企業が「販売希望」の企業で「購入希望」の企業が少ないと思った。バイオテクノロジー製

品を輸入ではなく現地生産できるようにしてほしい。 
- 商談会に参加する企業はほとんどが中小企業で、流通や関税などの問題から実際に取引を行うのは難し

いのではないかと感じた。機械などのアフターサービスも難しい。 
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④オンライン方式での事業実施の感想 
メリット 
- 時間的な都合や様々な問題で研修に参加できない人も気軽にオンラインでセミナーに参加できる。 
- 大人数で、多くの国からの参加が可能になる。 
- 大人数を移動させるには膨大な費用が掛かる。コロナ禍において、オンライン開催は最適なやり方。 
- 参加者は興味のある分野を選んで参加することが可能で、さらに提供する研修の種類も増やすことがで

きる。 
- 家の中にいながらにして参加でき、幅広い情報が手に入り、他国の意見も聞くことができる。 
- 日常生活の中で参加できるオンライン研修はより効率的で便利。 
- タイムロスや欠勤も無く様々な研修に参加することができる 
- テーマによってはより多くの時間を割くことで理解度を深めることが可能になる 
- オンライン開催にすることで団体の代表者だけでなく多くの生産者が参加できる。 
- 時間短縮と内容が濃縮されること、そして誰もが参加できること。 
- 対面の場合、興味の無い企業のプレゼンも見なければならず、集中力が削がれることがあった。 
デメリット 
- 対面でのイベントは参加者同士や講師との会話や交流がより円滑になる。 
- 通常研修はより多くの意見や体験、知識の共有が可能でさらに、絆を深めるには重要。 
- 通常研修のほうが参加者の発言が多い。時間制限が設けられていることに加え、発言を躊躇ってしまう。 
- インターネット環境が良くない場合がある。 
- 制限時間の問題で意見交換が十分にできないことがある。 
- 通常研修では実習を通して体験し、五感を使って学ぶことができる。オンライン研修の場合、よりよく

理解できるようにするために実際の体験談が重要。 
- 田舎の方ではインターネット環境によって参加できない場合がある。 

 
⑤事業全体 
- 今後の事業ではオンラインと対面のハイブリッドを検討してはどうか。 
- コロナ禍後の開催への意見として、オンラインと対面のハイブリッドを提案する。プレゼンなどをオン

ライン形式で行い、参加者自身が興味のある企業を選んで連絡を取ることもでき、対面商談会の場でも

プレゼン分の時間を省略することができる。 
- 他国の農業者との交流を図れるようにしてほしい。例えば、マテ茶をコロンビアと取引することも可能

である上に、ボリビアの米なども興味を引いた。 
- 研修テーマとして、親から子への後継者問題も興味を引くと思う。私たちの地域でも、世界でも、後継

者問題は大きな課題で、年々子供たちは農業以外の道を求めて離れていっている事実がある。この流れ

は、今後の食料不足問題につながるかもしれない。 
- 日本へ果物を輸出する方法を模索したい。新たな技術で加工したものでも、従来の方法でもよいが、日

本へ果物を輸出できるようなきっかけを提供してほしい。 
- 各国の課題や解決策、経験を共有する素晴らしい機会であり、日本や中南米、各地域ごとにある違いを

知り、生産環境や栽培方法を改善していくことで、各自の「課題解決」へのヒントになるだろう。 
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(3) 事業成果と課題 

【２】に記載してきた事業実績を踏まえ、本年度事業全体の成果と課題を以下の通り整理する。 
 
 中南米日系農業者ネットワークの拡大 
【成果】 

 本年度はオンライン方式での事業実施となったことにより、出席の機会が拡大し、事業対象5か
国以外のコロンビア、メキシコ等の中南米各国からの参加があり、中南米における日系農業関係

者の連携をより一層拡大できた。 
 第1回日系農業者等連携強化会議には、日系農業関係者に加えて日本食協会からも参加があり、

参加者数は第1回が日系農業者91名、関係機関44名の合計135名、第2回が日系農業者84名、関係

機関20名の合計104名と、過去の本事業の中で最も多くなったことで、参加者の幅が広がった。 
 新型コロナウイルス感染症により世界的に渡航や外出が困難な状況下で、自宅・職場にいながら

オンラインで中南米各国の参加者との交流を深める機会を提供できた。 
 本事業研修参加者によるグループであるJ-AGROによる中南米日系農業者同士がネットワークの

構築やウェブサイトの制作を通じ経験の共有を図ると共に、WhatsAppグループでの情報共有が

進み、連携が一層強化された。 
【課題】 
 オンラインは参加のしやすさにおいて比類なきものである一方、対面式の会議の参加のように、

会議時間以外での交流ができず、自由な会話や個別の機会等を提供することができないので、そ

の後の参加者間のコミュニケーションの確保が必要である。 
 参加人数の増大は、各人の質疑応答の機会の減少となり、限られた会議時間で全ての質問に対応

できない状況が生まれるので、効率的な議事運営が求められる。 
 
 中南米側のニーズに応えた研修 
【成果】 

 オンライン方式によるセミナーを12コース実施したが、オンライン方式では、対面式よりも同時

通訳の導入が容易となったため、スペイン語・ポルトガル語の同時通訳も付けることが可能となり、

言語面でも中南米から参加しやすくなったことから、中南米各国から計590名の参加が得られた。 
 オンライン方式により、現地の提案を受けてからのセミナーコースの決定が可能となり、包括的な

テーマだけでなく、特定のニーズに応えたテーマの研修を行うことにより、多くの農業者団体の要

望に応えることができた。 

【課題】 

 コロナの影響により、多くの研修が11月～1月に集中し、参加者側として、時間の確保など参加し

にくい状況が生じたので、より効率的な運営の必要がある。 
 日本と中南米には大きな時差があり、研修の実施時間や時間帯が限られるので、適切な時間配分が

必要である。 
 国によってはインターネット環境やオンライン会議の方式の関係で、安定して視聴できない場合が

あるので、資料の事前あるいは事後の配布などの工夫が必要である。 
 
 日本企業と中南米日系農業者等とのビジネスマッチング 
【成果】 
 中南米食品の輸入を行う企業のプレゼンには多くの参加者が関心を寄せ、特に、中南米団体からは

積極的な商品の紹介があり、実際の取引に結び付く動きがみられた。 
 ビジネスマッチングに参加した日本企業に対しては、農林水産省のグローバル・フードバリューチ

ェーンへの参加推奨に加えて、JETRO・JICA・中小機構・経済産業局のような機関が有する海外

ビジネス展開支援制度を取りまとめたウェブページを紹介し、中南米へのビジネス展開を検討する

企業に対して、情報共有と連携が強化された。 
 過年度事業で作成していた日系農業者団体データベースの更新及び、中南米で行われている農業の
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現場を日本企業がウェブサイトで閲覧しニーズ発掘をできるギャラリーページの制作、日系農業者

団体12団体（ブラジル8、アルゼンチン1、パラグアイ1、ボリビア1、ペルー1）の組織紹介ビデオ

制作により、日本企業への中南米情報の提供が強化され、日系農業者団体等と日本企業間のビジネ

ス交流が促進された。 
【課題】 
 ドローンや農業道具、計測器、そして食品乾燥機などの日本製品への関心は高い一方で、中南米に

おける販売体制の確立や現地パートナーの発掘が商談成立の鍵だと考えられるので、今後、こうし

た点での企業へのサポートの提供が必要である。 

 12社の商談会を行うために、1日2社を3日間連続、さらに2週続けての開催と過密日程となり、商談

会開催期間がタイトであったことから、運営側にも参加者側にも負担が大きかったので、余裕を持

った日程の設定が必要である。 
 中南米側の参加者の多くは個別の農業者であり、個別のユーザーであるので、農業資機材などのま

とまった商談の成立に繋げていくためには、バイヤーへの訴求が必要である。 

 オンラインによる商談会は、より多くの企業がプレゼンし、より多くの農業者等が参加可能である

が、限られた時間の中では、商品紹介が中心の商談会となってしまい、さらに価格等の話を進めて

いくためには、商談会後のフォローアップが必要である。 
 
 グローバル・フードバリューチェーン構築のための中南米関係機関等との連携 

【成果】 
 GFVC推進官民協議会において「中南米部会」の立ち上げを支援し、令和2年11月6日に256名の参

加を得て「中南米部会」を開催したことで、我が国と中南米との間の連携強化を促進した。 
 日本企業に対して必要な情報を提供するため、関心の高いテーマについて分科会やウェビナーを計

11回、オンライン方式で開催することにより、中南米における農業関係情報の提供が促進された。

分科会には延べ135名、ウェビナーには延べ215名の参加を得たことにより、幅広く情報を提供でき

た。 
 農業ICT分科会では、中南米政府機関、在京大使館関係者及びブラジル、パラグアイ、ボリビアの

日系農業者からも参加を得ることにより、日本企業ばかりでなく現地の関係者への情報提供を促進

できた。 
【課題】 
 日本企業、中南米諸国関係機関に本事業を知ってもらうためには、これまで中南米に関心のなかっ

た企業を取り込んでいくことが重要であり、新鮮で分かりやすい中南米の情報を、より広く提供を

していく必要がある。 
 日本企業、中南米諸国関係機関に本事業を知ってもらうためには、これまで中南米に関心のなかっ

た企業を取り込んでいくことが重要であり、SNSなどの活用も含め、新鮮で分かりやすい情報を、

より広く提供をしていく必要がある。 
 日系農業者等の連携強化については、政府関係機関や民間企業に加え、日系移民に関係の深い地方

公共団体も含めて、幅広い連携が必要である。 
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2. 今後の方向性 

次年度以降の事業運営には以下の取組を今後の方向性として整理する。 
 中南米日系農業者間のさらなる交流促進 
新型コロナウイルス感染症による外出制限の中でも中南米各国と交流できるオンラインでの連携強

化会議は、中南米参加者にとって非常に有意義である一方で、会議時間が限られること、公式の会議

以外の時間での交流が困難なことから、中南米間の交流をしやすくする取組・工夫が求められる。 
 
 より参加しやすいオンラインセミナー 
オンラインセミナーはインターネット環境さえあれば気軽に参加できる一方で、時差のために時間

が限られる、各自の都合等により参加できないといった場合がある。そのため、同じテーマで複数回

開催する、時間を制限しないオンデマンド方式で開催するといった方法を検討する必要がある。 
 
 中南米の農業資機材企業をリストアップ 

ビジネスマッチングで商談成立に繋げるため、農業資機材を取り扱う中南米企業をリストアップし、

バイヤーとして日本企業とマッチングさせる必要がある。 
 
■日本の農林水産物・食品の輸出促進 
 GFVC 構想に基づきこれまで実施してきた日本企業の海外事業展開の推進に加え、210 万人を超え

る日系人を抱える中南米の市場に対する日本の農産物・食品等の輸出促進を図るための取組を本事業

で検討する。 
 
 GFVC 構築のための日本・中南米関係機関の連携 
中南米部会への参加者の拡張と、日系農業者の GFVC 構築事業への参画方法の検討。 
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