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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。 
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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   



 

46 
 
 

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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