
北海道・東北農業法人WEEK2019inみやぎ 開催要領 
～おれらが支える未来の農業，目指せ1000倍規模！～

１ 趣旨 

今日，農業を取り巻く情勢は大きく変化しており，農業法人経営者は，適切に舵を切るべく経

営感覚をさらに磨き，新たな時代に対応した効率的かつ持続可能な農業経営の確立に取り組む

ことが必要となっている。こうしたことから，北海道・東北ブロックの農業法人経営者をはじめ

次世代の農業を担う農業者が一堂に会し，経営者としての資質向上及び各会員の研鑽と相互の

交流を図り，農業法人の経営確立・経営発展ならびに地域農業・農村の振興に資するため開催す

る。 

２ 主催 

北海道・東北各県農業法人協会，(公社)日本農業法人協会 

３ 共催 

農林中央金庫仙台支店,全国農業協同組合連合会宮城県本部,宮城県担い手育成総合支援協議会

４ 後援 

農林水産省東北農政局，宮城県，㈱日本政策金融公庫仙台支店，宮城県農業協同組合中央会， 

全国共済農業協同組合連合会宮城県本部 

５ 日時 

令和元年８月２９日(木)１３：００～３０日(金)１４：００ 

６ 場所 

ホテルメトロポリタン仙台 

(所在地:〒980-8477  宮城県仙台市青葉区中央1丁目１－１ TEL: 022-268-2525) 

７ 内容 

   【８月２９日(木):第１日目】 

  (1) 講演「未来の農業への視座」 

   山形大学 農学部 食料生命環境学科 教授 角田 毅 氏 

(2) 未来の農業コンクール 

   北海道・東北ブロック各１名の若手経営者による目指す経営ビジョン・将来の夢・地域との 

かかわりに関するプレゼンテーション（各１５分） 

 (3) 展示ブース紹介 

   参加者による協力・賛助会員の展示ブース観覧 

 (4) 情報提供 

  関係機関・団体による情報提供 

(5) 表彰，交流会 

  未来の農業コンクールの表彰及び交流会 

【８月３０日(金):第２日目】 

 (6) 現地視察 

   ① 県北コース ㈲登米ライスサービス - ㈲伊豆沼農産-昼食 

② 県央コース ㈲マルセンファーム - ㈱はなやか-昼食 

③ 県南コース 山元いちご農園㈱ -  ㈱ヒルズ-昼食 



８ 日程表 

別紙のとおり 

９ 参集範囲 

北海道・東北各県農業法人協会員，協力・賛助会員，北海道・東北各県若手農業者，県内関係機

関・団体職員等，(公社)日本農業法人協会及びアグリサポート倶楽部会員等 

10 参加費 

  全行程参加の場合 １２，０００円（以下の参加区分により徴収します）。 

  なお，宿泊希望者はホテルメトロポリタン仙台のみ斡旋可能(朝食込みで１５，０００円)です。 

それ以外の方は各自予約願います。 

参加区分 
１日目 

(資料代等) 

交流会費 

(１次会のみ) 

２日目 

(バス・昼食込) 
合 計 

全日程参加 ２，０００円 ７，０００円 ３，０００円 １２，０００円

１日目＋交流会 ２，０００円 ７，０００円 － ９，０００円

１日目＋２日目 ２，０００円 － ３，０００円 ５，０００円

11 留意事項 

(1) 会場アクセス 

仙台駅西口を出てペデストリアンデッキ直結左手徒歩１分 

(2) 現地視察について 

   ２日目の現地視察は，原則貸切バスをご利用下さい。 

ホテルメトロポリタン仙台発（発８：１０～８：４０(コース別)，着１４：００）を予定して

おりますが，道路状況やその他やむを得ない事情により時間が変更になる場合があります。 

 (3) １日目（２９日）の交流会後には二次会もご用意しておりますので，お気軽に参加ください。 

（会費４，０００円） 

12  参加申し込み 

各道県事務局は,別紙により取りまとめの上,８月５日(月)までに宮城県事務局に申込願います。 

13 事務局 

  宮城県農業法人協会 

(一般社団法人宮城県農業会議内 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町４番１７号 宮城県仙台合同

庁舎９階) 

  担当:西田陽平，小松和明 TEL:022-275-9164 FAX:022-276-3899 



(別紙)

北海道・東北農業法人WEEK2019inみやぎ 日程表

期日：令和元年８月２９日(木)～３０日(金) 

場所：宮城県仙台市青葉区中央1丁目１－１ 

「ホテルメトロポリタン仙台」 

【８月２９日(木)：第１日目】 

時間 内              容 

12:00～ 受付開始  

 展示ブース観覧 協力(賛助)会員ブース展示 

13:00 開 会  

13:00～13:10 主催者挨拶 
宮城県農業法人協会会長 

公益社団法人日本農業法人協会会長 

13:10～13:15 歓迎の挨拶 宮城県知事 

13:15～13:30

来賓祝辞 

（来賓紹介） 

東北農政局長 

農林中央金庫仙台支店長 

日本政策金融公庫 

13:35～14:35

講  演 

「未来の農業への視座」 

山形大学 農学部 食料生命環境学科 教授 角田 毅 氏 

14:35～15:35
未来の農業コンクール 

(各発表15分間，4名) 
※発表順は追って決定 

15:35～15:50 ～ 休 憩 ～ 

15:50～16:35
未来の農業コンクール 

(各発表15分間，3名) 
※発表順は追って決定 

16:35～17:05 情報提供 (公社)日本農業法人協会等 

17:05～17:10 講評，表彰 角田教授 

17:10～17:15 閉 会 宮城県農業法人協会副会長 

17:30～ 交流会  



【８月３０日(金)：第２日目】 

① 県北コース ② 県央コース ③ 県南コース 

時 間 内 容 時 間 内 容 時 間 内 容 

8:00 現地視察参加者集

合(仙台駅メトロポ

リタンホテル前)

8:20 現地視察参加者集

合(仙台駅メトロポ

リタンホテル前)

8:30 現地視察参加者集

合(仙台駅メトロポ

リタンホテル前)

出発8:10 

8:10～9:30 移動 

出発8:30 

8:30～9:30 移動 

出発8:40 

8:40～9:30 移動 

9:30～10:20 ㈲登米ライスサー

ビス 

9:30～10:30 ㈲マルセンファー

ム 

9:30～10:30 山元いちご農園㈱

10:20～10:50 

10:50～11:30 

移動 

㈲伊豆沼農産 

10:30～11:00 

11:00～11:40 

移動 

㈱はなやか 

10:30～11:10 

11:10～12:00 

移動 

㈱ヒルズ 

11:30～12:30 昼食 

くんぺる 

11:40～13:00 昼食 

野の風 

12:00～13:00 昼食 

もち豚館 

12:30～14:00 

14:00 

移動 

仙台駅解散 

13:00～14:00 

14:00 

移動 

仙台駅解散 

13:00～14:00 

14:00 

移動 

仙台駅解散 

① 県北コース 

 ㈲登米ライスサービス：土地利用型経営体（水稲，販売） 

  〒987-0413 登米市南方町原屋敷10-1 

㈲伊豆沼農産（昼食）：６次産業化経営体（養豚，レストラン，直売所等） 

 〒989-4601 登米市迫町新田字前沼149-7 

② 県央コース 

  ㈲マルセンファーム：施設園芸経営体（トマト，花卉，水稲，加工品） 

  〒989-4106 大崎市鹿島台大迫字上志田350 

㈱はなやか（昼食）:農家レストラン，直売所 

 〒989-4206 美里町二郷字後袋一号30 

③ 県南コース 

山元いちご農園㈱： 施設園芸経営体（イチゴ，加工品） 

〒989-2201 山元町山寺字稲実60番地 

㈱ヒルズ（昼食）：養豚，６次産業化経営体（養豚，レストラン，温泉，直売所等） 

 〒989-1256 大河原町堤字五瀬1-2 


