
【議案第１号】

平成２４年度事業報告

Ⅰ 事業趣旨

青森県担い手育成総合支援協議会は、農業就業人口の減少や農産物の厳しい販売環境

下においても効率的かつ安定的な農業経営を実践し、本県農業を支える担い手の育成・

確保を図るため、関係機関・団体が緊密な連携の下、地域の実態に即した担い手の育成

取組を推進した。

特に、人口減少社会を迎える中、地域特性に応じた担い手育成を推進していくため、

農山漁村「地域営農」担い手育成システムの確立に向けた取組を実施した。

Ⅱ 事業実績

１ 青森県担い手育成総合支援協議会活動目標に対する実績（詳細は別紙）

（１）当該年度における実績

ア 認定農業者の育成・確保の実績・・・ 8,868経営体

イ 集落営農の育成・確保の実績 ・・・ 133組織

ウ 新規就農者の育成・確保の実績・・・ 239人（暫定値）

エ 担い手への農地の利用集積の実績・・・ 集計中

２ 担い手育成総合支援協議会幹事会等の会議の開催

（１）第１回通常総会

◎期 日：平成２４年７月１３日

◎場 所：青森県火災共済会館３階中会議室

◎議 案

①平成23年度事業報告並びに収支決算について

②平成24年度収支補正予算（案）について

◎会員からの話題提供

①農山漁村「地域営農」担い手育成システム確立事業について

②集落営農ネットワーク協議会の活動について

③人・農地プランの進捗状況について

④青年就農給付金の状況について

⑤耕作放棄地対策について

⑥農の雇用事業について

⑦収入減少影響緩和対策の発動状況について

（２）第２回通常総会

◎期 日：平成２５年３月２１日

◎場 所：青森県火災共済会館３階 中会議室

◎議 案

①平成24年度第収支補正予算（案）について

②平成25年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について

◎会員からの話題提供

①経営所得安定対策及び担い手・農地総合対策関係について

②人・農地プランの策定状況について



③農山漁村「地域経営」担い手育成システム確立事業について

④青年就農給付金の状況について

⑤新たな農地有効利用対策について

⑥認定農業者制度の運用改善について

（３）第１回幹事会

◎期 日：平成２４年７月５日

◎場 所：土地改良会館 ５階小会議室（北）

◎協議事項 平成24年度第１回通常総会について

（４)第２回幹事会

◎期 日：平成２５年３月１２日

◎場 所：青森県火災共済会館 ６階小会議室

◎協議事項 平成24年度第２回通常総会について

（５）監査会

◎期 日：平成２４年６月２５日

◎場 所：青森県土地改良会館 ５階小会議室

◎監査事項 平成２３年度業務及び会計について監査

３ 担い手育成・確保活動

（１）担い手育成・確保普及支援活動

① 担い手関連情報の提供活動

「新農業経営者」（認定農業者情報誌）の地域協議会への作成・配布

発行回数：２回 配布部数：各4,000部

（２）経営改善・能力向上支援活動

① 農業者のための消費税対応セミナー

◎期 日：平成２４年８月２７日

◎場 所：青森市「アップルパレス青森」

◎講座内容：

①消費税のあらまし

②決算書ひとつから消費税を申告するまで

③決算書から消費税申告書を作成してみる

◎参加者数：３４人

② 第１９回青森県農業簿記講座

◎期 日：平成２４年１１月２７日～１２月１８日（１地区５日間）

◎場 所：五所川原市、黒石市、五戸町

◎講座内容

①簿記一巡の手続き及び取引発生から決算まで

②財産評価の仕方と貸借対照表の作り方

◎参加者数：９８人（五所川原市３８人、黒石市３３人、五戸町２７人）



③ 地区別経営指導研修会

◎期 日：平成２４年１２月１２日、１４日、１８日

◎場 所：五所川原市（１２日）、黒石市（１４日）五戸町（１８日）

◎研修内容

①平成２３年・２４年度税制改正の概要について

②消費税のあらまし

◎参加者数：１５６人（五所川原市６５人、黒石市４８人、五戸町４３人）

④ 「経営管理講座」税制セミナー

◎期 日：平成２４年１２月２０日～２１日

◎場 所：青森市浅虫「海扇閣」

◎研修内容

①成立した「社会保障・税一体改革法案」のうち税制改革について

②平成２３・２４年度改正の概要について

③農業経営基盤強化準備金制度について

④所得税確定申告書（損失申告用）の作成方法について

◎参加者数：９３人

（３）担い手組織交流会の開催

① 平成２４年度認定農業者組織等交流研究会

◎期 日：平成２４年６月１１日～１２日

◎場 所：青森市浅虫「海扇閣」

◎研修内容

講 演 「食糧・農業・流通の現状とこれからの農業経営」

講 師 （株）都築経営研究所 代表取締役 都築 冨士男氏

◎参加者数：６０人

② 第３８回青森県農業経営者研究集会

◎期 日：平成２５年２月２１日～２２日

◎場 所：青森市浅虫「海扇閣」

◎研修内容

講 演「『平成の開国とは』国益とは」

講 師 ノンフィクション作家 関岡 英之氏

◎参加者数：１２０人



４ 地域営農企業化の推進活動

（１）「地域経営」マネジメント研修の開催

ア 研修Ⅰ

◎期 日：平成２４年５月２９日

◎場 所：青森公立大学

◎研修内容

①講 演「地域再生の経営戦略」

講 師 株式会社日本政策投資銀行 地域企画部 課長 大西達也 氏

②講義、ワークショップ「地域担い手育成５カ年計画のつくり方」

◎参加者数９２名

イ 研修Ⅱ

◎期 日：平成２４年８月３０日、３１日

◎場 所：弘前文化センター（３０日）、八戸地域地場産業振興センター（３１日）

◎研修内容

①講 演「地域経営マネジメントの組み立て方」

講 師 法政大学現代福祉学部 准教授 図司直也 氏

②ワークショップ「地域経営を進めるうえでの課題とは？」

◎参加者数：３０日：２６名、３１日：２６名

ウ 研修Ⅲ

◎期 日：平成２５年１月１６日、１７日

◎場 所：下北文化会館（１６日）、ねぶたの家ワ・ラッセ（１７日）

◎研修内容

①事例発表「各地域の「地域経営」取組状況と今後の課題」

②講 議「地域経営マネジメントの組み立て方 ～実践編～」

講 師 法政大学現代福祉学部 准教授 図司直也 氏

③ワークショップ（グループディスカッション）「地域経営を進めるうえでの課題

とは？」

◎参加者数：１６日：３２名、１７日：３０名

（２）集落営農ネットワーク協議会の活動支援

ア 農地集積部会研修

◎期 日：平成２４年５月９日

◎場 所：農協会館大会議室

◎研修内容

農地集積について 講師：県構造政策課職員

イ 先進地視察研修

◎期 日：平成２４年８月３０～３１日

◎場 所：（農）中仙さくらファーム（秋田県大仙市）、

（農）十二牲担い手生産組合（秋田県横手市）



（３）新商品開発、販路拡大等の活動支援

ア 集落営農ネットワーク協議会 経営部会研修・加工販売部会研修

◎期 日：平成２４年１１月２６～２７日

◎場 所：アップルランド南田温泉

◎研修内容

基調講演

①「みんなで楽しく集落営農」

講師 農事組合法人サンファーム法養寺 理事 上田栄一 氏

②「集落営農に知ってもらいたい労務管理と人材育成」

講師 特定社会保険労務士 入来院重宏 氏

③「資源・ヒトを活かして地域ぐるみで取組む集落営農の６次産業化」

講師 （公財）２１あおもり産業総合支援センター 加藤哲也 氏

５ 収入減少影響緩和対策交付金に係る積立金管理業務（25年３月31日現在）

・総積立額 791,859,504円（2,231件）

・返納額 183,848,143円（ 859件）

・差引残高 608,011,361円（2,046件）



６ 耕作放棄地対策業務

（１）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金の交付を通じて、障害物除去や伐根などの復旧、

土壌改良及び営農定着活動等、耕作放棄地の再生利用に向けた取組を支援した。

①地域耕作放棄地対策協議会設立数：３５地域協議会

②事業実施地域協議会数：１４地域協議会

③事業実施協議会への交付額：26,325,125円（交付金）

60,512円（附帯事業費）

＜本事業による耕作放棄地の再生面積＞

（２）被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業

被災者を雇用する農業者等を対象に、障害物除去や伐根などの復旧、土壌改良及び

営農定着活動等、耕作放棄地の再生利用に向けた取組を支援した。

①事業実施地域協議会数：２地域協議会

②事業実施協議会への交付額9,689,180円（補助金）

5,820円（附帯事業費）

（単位：a）

青森市担い手育成総合支援協議会
平内町担い手育成総合支援協議会
階上町担い手育成総合支援協議会
五戸町地域担い手育成総合支援協議会
新郷村地域担い手育成総合支援協議会
七戸地域耕作放棄地対策協議会
弘前市担い手育成総合支援協議会
東北町地域担い手育成総合支援協議会
鶴田町担い手育成総合支援協議会
五所川原地域担い手育成総合支援協議会
十和田市地域農業再生協議会
つがる市担い手育成総合支援協議会
三沢市農業再生協議会
六戸町地域担い手育成総合支援協議会

合計 2,380

139
173

54
229

55

64
113

翌年度へ繰越

78

地域協議会名 再生面積

187

404

72

467
345

（単位：a）

弘前市担い手育成総合支援協議会
板柳町担い手育成総合支援協議会

合計
翌年度へ繰越

地域協議会名 再生面積

476

476



＜別 紙＞

平成２４年度青森県担い手育成総合支援協議会活動目標に対する実績

（１）認定農業者の育成目標・実績 （単位：経営体）

区 分 平成23年度末 平成24年度末目標 平成24年度末実績

認定農業者 ８，７３１ １０，０００ ８，８６８

（２）水田経営所得安定対策に対応した集落営農の育成目標・実績（単位：組織）

区 分 平成23年度末 平成24年度末目標 平成24年度末実績

集落営農組織 １３５ １３０ １３３

特定農業団体・同様 １１１ １００ １０７

の要件を満たす組織

集落営農法人 ２４ ３０ ２６

(特定農業法人含む)

（３）新規就農者の育成・確保目標・実績 （単位：人）

区 分 平成23年度末 平成24年度末目標 平成24年度末実績 ※

新規就農者 １９０ ３００ ２３９

※24年度末実績は暫定値

（４）担い手への農地の利用集積の目標・実績 （単位：ｈａ、％）

区 分 平成23年度末 平成24年度末目標 平成24年度末実績 ※

担い手への農地 ８５，３８４ ８６，４４０ 集計中

の利用集積面積

担い手への利用 ５４．５ ５４．２ 集計中

集積率

※24年度末実績は次回総会時に報告


