
平成２５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

取組みを推進した。

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「地域経営」担い手育成システムの確立に向けた取組みを実施した。

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

（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・・・ 8,979経営体

イ 集落営農の育成・確保の実績 ・・・ 136組織

ウ 新規就農者の育成・確保の実績・・・ 258人

エ 担い手への農地の利用集積の実績・・・81,440ha

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２５年７月１７日

◎場 所：青森県火災共済会館６階大会議室

◎議 案

①平成２４年度事業報告並びに収支決算について

②平成２５年度収支補正予算（案）について

◎会員からの話題提供

①人・農地プランの策定状況について

②農地の中間受皿について

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青年就農給付金の執行状況について

⑤耕作放棄地対策について

⑥農の雇用事業について

（２）第２回通常総会

◎期 日：平成２６年３月２６日

◎場 所：青森県火災共済会館３階 中会議室

◎議 案

①平成２５年度収支補正予算（案）について

②平成２６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農地中間管理機構について

②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

③青年就農給付金の状況について



④人・農地プランの策定状況について

⑤農業・農村基本計画の４つの改革について

（３）第１回幹事会

◎期 日：平成２５年７月５日

◎場 所：土地改良会館 ６階小会議室（北）

◎協議事項 平成２５年度第１回通常総会の案件について

（４)第２回幹事会

◎期 日：平成２６年３月１１日

◎場 所：青森県火災共済会館 ６階小会議室

◎協議事項 平成２５年度第２回通常総会の案件について

（５）監査会

◎期 日：平成２５年６月２６日

◎場 所：公益社団法人あおもり農林業支援センター会議室

◎監査事項 平成２４年度業務及び会計について

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）の地域協議会等への作成・配布

発行回数：１回 配布部数：4,000部

（２）経営改善・能力向上支援活動

① 農業者のための相続税・贈与税対応実践セミナー

◎期 日：平成２５年９月４日

◎場 所：青森市「アップルパレス青森」

◎講座内容：

①相続税・贈与税の基礎知識を学ぶ

②平成27年１月からの相続税大増税の対策を考える

③農業経営の継承における相続税・贈与税対応とは/実践質疑応答

◎参加者数：７８人

② 第２０回青森県農業簿記講座

◎期 日：平成２５年１１月２６日～１２月１７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：１２０人（五所川原市５７人、黒石市３５人、五戸町２８人）

③ 地区別経営指導研修会

◎期 日：平成２５年１２月１０日、１３日、１７日



◎場 所：五所川原市（１０日）、黒石市（１３日）五戸町（１７日）

◎研修内容

①平成２４年・２５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：１６０人（五所川原市７６人、黒石市４３人、五戸町４１人）

④ プロ農業経営者のための経営力向上セミナー

◎期 日：平成２５年１２月１３日

◎場 所：青森市「アラスカ」

◎研修内容

講 演 「最近の石油・エネルギー情勢について」

講 師 日本エネルギー経済研究所 石油情報センター 参与 前川 忠氏

◎参加者数：３０人

⑤ 「経営管理講座」税制セミナー

◎期 日：平成２５年１２月２５日～２６日

◎場 所：青森市浅虫「海扇閣」

◎研修内容

①平成２５年度税制改正の概要について

②農業における相続税・贈与税対応について

③消費税法等の改正について

◎参加者数：９４人

（３）担い手組織交流会の開催

① 平成２５年度認定農業者組織等交流研究会

◎期 日：平成２５年６月１２日～１３日

◎場 所：青森市浅虫「海扇閣」

◎研修内容

講 演１ 「農業政策の現状と世界の動向」

講 師 東北農業研究センター生産基盤研究領域・主任研究員

農学博士 小野 洋氏

講 演２ 「攻めの農業経営の実践」

講 師 （有）つがる代表取締役 青森県農業経営者協会会長 佐藤 光郎氏

◎参加者数：６０人

② 第３９回青森県農業経営者研究集会

◎期 日：平成２６年２月２０日～２１日

◎場 所：青森市浅虫「海扇閣」

◎研修内容

講 演「ＴＰＰを巡る情勢と日本経済の動向」

講 師 政治評論家 板垣 英憲氏

◎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 中南会場：平成２５年７月２９日

上北会場：平成２５年７月３０日

◎場 所 中南会場：弘前文化会館

上北会場：十和田市民文化センター

◎研修内容

①視 察 中南会場：(農)滝本水稲生産組合

上北会場：アグリネット２１、ＪＡゆうき青森

②グループ討議「地域経営の取組事例を踏まえたグループ討議」

講師：法政大学 教授 図司直也 氏

◎参加者数 中南会場：２７名 上北会場：２７名

イ 研修Ⅱ

◎期 日 西北会場：平成２５年９月９日

三八会場：平成２５年９月１０日

◎場 所 西北会場：立佞武多の館

三八会場：総合福祉会館（八戸市）

◎研修内容

①視 察 西北会場：板柳町ふるさとセンター（りんご産業発展を担う人材の育

成「りんごまるかじり塾」の取組」）

三八会場：三戸町貝守集落（集落全員参加のむらづくり）

②グループ討議：「地域経営の取組事例を踏まえたグループ討議」

講師：法政大学 教授 図司直也 氏

◎参加者数 西北会場：２１名 三八会場：１５名

ウ 研修Ⅲ

◎期 日 平成２５年１２月１７日

◎場 所 県総合社会教育センター

◎研修内容

①講 演 「６次産業の先にある「地域経営」」

講 師 (株)日本経済研究所 常務執行役員・地域本部長 佐藤淳 氏

②他県における先進的な取組事例紹介（宮崎県諸塚村・同県高千穂町）

報告者 県構造政策課

③グループ討議「事業点検の手法等による進捗状況と課題」

講師：法政大学 教授 図司直也 氏

◎参加者数：５８名

（２）集落営農ネットワーク協議会の活動支援

ア 研修Ⅰ

◎期 日：平成２５年７月１６日



◎場 所：ラ・プラス青い森

◎研修内容

「農業経営力向上のための雇用と労務管理のポイント」

講師 特定社会保険労務士 髙地豊人 氏

イ 研修Ⅱ

◎期 日：平成２５年８月３０日

◎場 所：ラ・プラス青い森

◎研修内容

「集落営農組織の税務と経営の基礎知識」

講師 税理士 髙地豊人 氏

ウ 研修Ⅲ

◎期 日：平成２５年１１月２２日

◎場 所：ラ・プラス青い森

◎研修内容

基調講演

①「人・農地・地域資源を活かした企業経営への挑戦」

講師 農事組合法人坊沢営農組合 代表理事 長崎克彦 氏

②「集落営農法人化のメリットと成功のポイント」

講師 アグリビジネス・ソリューションズ株式会社 代表取締役 森剛一氏

エ 研修Ⅳ

◎期 日：平成２５年１２月９日

◎場 所：ラ・プラス青い森

◎研修内容

「決算書を活用した農業経営分析の基礎知識」

講師 公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター 山本 進 氏

オ 先進地視察研修

◎期 日：平成２５年７月３１日～８月１日

◎場 所：（農）宮守川上流生産組合（岩手県遠野市）、

（農）農事組合法人ＫＡＭＩＸ（宮城県加美郡加美町）

５ 収入減少影響緩和対策交付金に係る積立金管理業務（２６年３月３１日現在）

東北農政局から委託を受け、加入者の拠出金の積立てや返納業務を行った。

区分 金額（円） 加入者数（人）積立・返納件数（件）

H25年4月1日現在残高 ① 608,011,361 2,046

積立額 ② 154,320,643 1,430

返納額 ③ 125,916,323 645

H26年3月31日現在残高 ④＝①＋②－③ 636,415,681 1,962



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：１５地域協議会

③事業実施協議会への交付額：61,216,918円（交付金）

582,000円（附帯事業費）

＜本事業による耕作放棄地の再生面積及び交付額＞

（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33,362,500円（補助金）

2,520円（附帯事業費）

（単位：円、ａ）

繰越額 本年交付額 小計

青森市担い手育成総合支援協議会 605,096 29,035,737 29,640,833 70,000 29,710,833 1,918
平内町担い手育成総合支援協議会 623,320 0 623,320 0 623,320 107
弘前市担い手育成総合支援協議会 191,935 9,996,437 10,188,372 20,000 10,208,372 809
黒石地域耕作放棄地対策協議会 8,845 5,249,055 5,257,900 10,000 5,267,900 586
大鰐地域耕作放棄地対策協議会 467,500 1,305,000 1,772,500 30,000 1,802,500 154
五戸町地域担い手育成総合支援協議会 5,048 124,952 130,000 2,000 132,000 22
新郷村地域担い手育成総合支援協議会 660,000 1,797,500 2,457,500 30,000 2,487,500 99
五所川原地域担い手育成総合支援協議会 1,618,000 125,000 1,743,000 70,000 1,813,000 137
つがる市担い手育成総合支援協議会 0 6,633,747 6,633,747 0 6,633,747 815
鶴田町農業再生協議会 597,500 0 597,500 0 597,500 営農定着等のみ
三沢市農業再生協議会 0 320,000 320,000 70,000 390,000 営農定着等のみ
七戸地域耕作放棄地対策協議会 3,259,842 852,158 4,112,000 70,000 4,182,000 320
東北町地域担い手育成総合支援協議会 2,414,209 0 2,414,209 70,000 2,484,209 73
横浜町地域農業再生協議会 0 3,952,332 3,952,332 70,000 4,022,332 71
おいらせ町地域担い手育成総合支援協議会 0 1,825,000 1,825,000 70,000 1,895,000 365

合計 10,451,295 61,216,918 71,668,213 582,000 72,250,213 5,476

地域協議会名

交付金

合計附帯事業費 再生面積

（単位：円、ａ）

繰越額 本年交付額 小計

弘前市担い手育成総合支援協議会 0 31,190,000 31,190,000 2,520 31,192,520 737
板柳町担い手育成総合支援協議会 0 2,172,500 2,172,500 0 2,172,500 79

合計 0 33,362,500 33,362,500 2,520 33,365,020 816

地域協議会名

交付金

合計附帯事業費 再生面積


