
一般社団法人 
淡路島オリーヴ協会 

 
２０１９年（平成31年） 

年次総会 
 

3月2日（土） 於：洲本市文化体育館 



  ＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

本日のプログラムー議案 

 １、平成30年活動報告（土居理事、清水監事） 

      １）コア事業    ２）ソフト事業 

 ２、平成30年会計、監査報告（白石理事、清水監事） 

 ３、平成31年活動計画（土居理事、栗本理事） 

      １）コア事業    ２）ソフト事業 

 ４、平成31年予算案（白石理事） 

 ５、協会運営体制について（大下理事ご挨拶） 

 ６、その他 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

議案 １、 2018年事業報告 

       （１）コア事業 

         ①オリーヴ栽培状況（2018年秋現在） 

             淡路市      3,000 

             洲本市         350    全淡路         

             南あわじ市          2,700                 6,050本 

                      栽培本数純増、成長の加速 

 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

議案 １、 2018年事業報告 

       （１）コア事業 

         ②2018年秋の収穫 

 

            木の成長による収穫量の増加 約2トン 

            ＜問題点＞収穫人員の確保 

                   主に阪神間から延べ70名動員 

                   しかし、全量収穫に至らず。 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

議案 １、 2018年事業報告 

       （１）コア事業 

         ③加工 

 

 

 

  

           淡路島EXVオリーヴオイル１２０リットルの生産完了 

 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

議案 １、 2018年事業報告 

       （１）コア事業 

         ④流通 淡路島島内中心 

               洲本市アンテナ 

               ショップ（東京）、 

               美菜恋来屋内 

               Negozio DOMA 

 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

議案 １、 2018年事業報告 

       （１）コア事業 

                ⑤収益事業 

           ・オリーヴ栽培受託 

              会員企業シン・エナジー社 

              から受託（10月、南あわじ市） 

           ・オリーヴの木オーナー事業（南あわじ市） 

              用地確保済み（２０１９年秋開園） 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

議案 １、 2018年事業報告 

       （２）ソフト事業 

         ①日本オリーヴオイルアドヴァイザー 

            資格認定事業第1期認定者 

                               第1号誕生 山本みどりさん（大阪） 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

 

議案 １、 2018年事業報告 

       （２）ソフト事業 

         ②淡路島オリーヴ協会のオリーヴオイル講座 

            12月に東京、大阪にて第1講座開催 

                国産オリーヴオイルの普及活動、 

                オリーヴオイルアドヴァイザー研修候補者 

                のリクルート。 

 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

議案 １、 2018年事業報告 

       （２）ソフト事業 

         ③料理教室の開催 

            会員企業淡路じゃのひれ 

            アウトドアリゾートにて、 

            パエリア料理教室を2回 

            開催（講師：志田守会員）。 

 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

議案 １、 2018年事業報告 

       （２）ソフト事業 

         ④協会ホームページの運営 

            情報発信力の強化のためにホームページを 

            大幅に改訂、アクセス数が上昇。 

 

            http://awajishima-olive-association.org/ 

 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

会員様向け 淡路島オリーヴ協会だより 

                淡路島オリーヴ協会の会員様の活動を協会ホームページにて 
                情報発信してまいります 

 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

会員様向け 淡路島オリーヴ協会だより 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

議案２、 2018年会計報告、監査報告 

 

 

       配布書類に沿って説明させて頂きます。 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

議案３、 2019年活動計画 

     （１）コア事業 

       ①オリーヴ栽培規模の拡大計画 

          ２０１６年発表のマスタープランに沿った拡大計画の 

          推進が必要。    課題：栽培企業、農家を増やす。 

          ＜目標：2031年に、栽培本数２０，０００本、 

               収穫量２００トンを目指す＞ 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

議案３、 2019年活動計画 

     （１）コア事業 

                    ②収穫作業の組織化 

          ・収穫体験ツアー企画 

          ・賛助会員様からの協力 

          ・農業学校への体験研修提案 

          ・ボーイスカウトへのプログラム提案 

                                    切れ目のない収穫スケジュール化が必要 

 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

議案３、 2019年活動計画 

     （１）コア事業 

       ③加工体制の強化 

             会員企業淡路島オリーヴグローワーズによる 

             第2工場の建設（淡路市、2019年9月竣工）。 

 

             ・・・・・収穫量の飛躍的増加に対応！ 

 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

議案３、 2019年活動計画 

     （１）コア事業 

       ④流通戦略 

          加工量の増加にあわせて広域流通を目指す。 

 

          加工品生産者が増えることで「淡路島エクストラ 

          ヴァージンオリーヴオイル」の地域ブランド登録 

          を申請し、ブランドマーケティングを展開する。 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

 

議案３、 2019年活動計画 

     （１）コア事業 

       ⑤収益事業として 

          ・農園管理受託事業・・・農作業は外注化 

          ・オリーヴの木オーナー制度・・・オーナー農園運営 

                              による安定収入の 

                              確保 

 

 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

 

議案３、 2019年活動計画 

     （２）ソフト事業 

      ①日本オリーヴオイルアドヴァイザー資格認定制度の拡充 

 

             認定第1号 山本みどりADVの活動を通して浸透 

             を図る。 

             オリーヴオイル講座（東京、大阪、淡路島）を 

             定期開催し、ADV研修受講者を継続的にリクルート。 

              

 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

 

議案３、 2019年活動計画 

     （２）ソフト事業 

       ②オリーヴオイル講座の定期開催 

          第3講座 「世界のオリーヴオイル」 

               東京：3月8日（金）、大阪：3月9日（土） 

          第4講座 「オリーヴオイルと健康」 

               東京：4月12日（金）、大阪：4月20日（土） 

 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

 

議案３、 2019年活動計画 

     （２）ソフト事業 

       ③オリーヴオイルを使った料理教室の実施 

              オーナーシェフとの連携による定期開催 

              （東京、大阪、淡路島）  



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

議案３、 2019年活動計画 

     （２）ソフト事業 

       ④ホームページを核とした情報発信力の強化 

 

 

     

 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

 会員様向け 淡路島オリーヴ協会だより 

       フェイスブックやインスタグラムでも随時情報発信を 
        行なっておりますのでフォローいただけると幸いです。 

 

                                                          検索：淡路島オリーヴ協会 

 

                     

                                                          検索：淡路島オリーヴ協会  

                    or awajishimaolive 

 

Follow me!! 

Follow me!! 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

 

議案４、 2019年予算案 
             ＜収支項目＞        ＜収入＞          ＜支出＞ 

             年会費収入             450,000                                         - 

                                       農園管理受託料        800,000                                         - 

                                       オーナー農園管理収入   300,000                                         -    _ 

                                       農作業外注費           -                300,000 

                                       理事報酬、人件費          -                  600,000 

                                       一般管理費（会場費/家賃負担、交通費等）                400,000 

                  その他外注費（印刷物等）      -                                        250,000                   

                                       合計             1,550,000                              1,550,000 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

 

議案５、 協会運営新体制 

                             （2019年2月現在） 

     （１）会員の現状  個人準会員     ：       24 

                 個人正会員     ：           5 

                 法人正会員     ：          11 

                 個人賛助会員     ：          10 

                 法人賛助会員     ：          20       

                                                  ＜合計＞                               70 

 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

 

議案５、 協会運営新体制 

 

     （２）理事会 <新任>    栗本晴雄（情報処理担当理事） 

                     大下裕輔（マーケティング担当理事） 

                   三井高治（関東地区担当理事） 

 

                            <退任 >  那須俊男・・・東京転勤 

                             田中雅弘・・・健康上の理由 



＜一般社団法人淡路島オリーヴ協会 平成31年年次総会＞ 

 

議案５、 協会運営新体制 

 

     （２）運営経費負担 

         協会としての収益事業の進展により、 

           ①理事報酬の予算化（定款の定めによる） 

               ・1理事年間20万円を上限とする。 

           ②事務所維持費（家賃、共益費、人件費）のシェア 

               ・年額50万円を上限とする。 

 



     

          一般社団法人 
       淡路島オリーヴ協会 

       ＜2019年年次総会＞ 

      

      有り難うございました。  

 
 


