
平成１９度大分県担い手育成総合支援協議会 事業報告書

大分県担い手育成総合支援協議会（以下「県協議会」という ）は、将来にわたり本県。

農業を担う効率的かつ安定的な農業経営及びこれを目指して経営改善に取り組む農業経営

者（以下「担い手」という ）の経営支援に取り組むとともに、担い手の確保・育成に向。

けた地域段階の取組に対する支援を強化し、望ましい農業構造の確立を目指して平成１９

年度事業計画に基づき、以下の取組を実施した。

Ⅰ．総会・幹事会の開催

１．平成１９年度総会

(1) 開 催 日 時 平成１９年４月１６日（火）

(2) 開 催 場 所 県庁５０１会議室

(3) 出席会員数 役員３名、幹事１３名、関係者５名

(4) 議 事

第１号議案 平成19年度事業計画書について

第２号議案 平成19年度収支予算について

第３号議案 規約の改正等について

２．平成１９年度第２回総会

(1) 開 催 日 時 平成１９年６月２６日（火）

(2) 開 催 場 所 コンフｵートホテル大分

(3) 出席会員数 役員、会員、幹事１７名

(4) 議 題

第１号議案 平成18年度事業報告並びに収支決算の承認について

第２号議案 役員改選について

第３号議案 平成19年度事業計画・収支予算の変更について

第４号議案 平成19年度アクションプログラム（案）の承認について

第５号議案 再スタート支援活動について

第６号議案 規約の改正について

３．平成１９年度第３回総会

(1) 開 催 日 時 平成２０年３月２５日（火）

(2) 開 催 場 所 コンフｵートホテル大分

(3) 出席会員数 役員、会員、幹事２０名

(4) 議 題

第１号議案 平成19年度事業報告

第２号議案 平成20年度事業計画書（案）について

第３号議案 平成20年度アクションプログラム（案）について

第４号議案 平成20年度収支予算（案）について

４．平成19年度第１回幹事会

(1) 開 催 日 時 平成１９年６月２６日（火）

(2) 開 催 場 所 県庁共同庁舎 Ｋ０５２会議室



(3) 出席会員数 幹事１２名

(4) 議 題

第１号議案 平成18年度事業報告並びに収支決算の承認について

第２号議案 役員改選について

第３号議案 平成19年度事業計画・収支予算の変更について

第４号議案 平成19年度アクションプログラム（案）の承認について

第５号議案 再スタート支援活動について

第６号議案 規約の改正について

５．平成19年度第２回幹事会

(1) 開 催 日 時 平成２０年３月２５日（火）

(2) 開 催 場 所 県庁７０２会議室

(3) 出席会員数 幹事１２名

(4) 議 題

第１号議案 平成19年度事業報告

第２号議案 平成20年度事業計画書（案）について

第３号議案 平成20年度アクションプログラム（案）について

第４号議案 平成20年度収支予算（案）について

６．監 査 会

(1) 開 催 日 時 平成１９年６月８日（金）

(2) 開 催 場 所 大分市大道町 大分県農業共済組合連合会

(3) 内 容 八坂監事（杵築市長）に１８年度事業報告・収支決算について

監査を受けた。

Ⅱ．担い手アクションサポートチームの開催

１．第１回担い手アクションサポート打合せ会議

(1) 開 催 日 時 平成１９年８月２９日（水）

(2) 開 催 場 所 大分市大手町会館

(3) 出席者数 １２名（県協議会構成組織の実務担当者）

(4) 内 容

①大分県担い手育成総合支援協議会の活動について

②平成19年度担い手確保アクションプログラムについて

２．第２回担い手アクションサポート打合せ会議

(1) 開 催 日 時 平成２０年２月１４日（木）

(2) 開 催 場 所 大分市大手町会館

(3) 出席者数 １３名

(4) 内 容

①「農家の経営分析」について

②農業再生委員会について

③平成20年度農林水産省担い手予算対策について



Ⅲ．地域協議会活動推進会議の開催

１．地域担い手育成総合支援協議会担当者会議

(1) 開催日時 平成１９年８月２１日（火）

(2) 開催場所 別府市「つるみ荘」

(3) 出席者数 ３５名

地域担い手協議会（市町村農政主管課 、県振興局担当者）

県協議会関係者（農山漁村担い手支援課・農業会議）

(4) 内 容

①担い手確保・育成対策について（農山漁村・担い手支援課）

②県協議会活動について（農業会議）

③担い手アクションサポート事業について（九州農政局）

２．平成２０年度農林水産省担い手対策予算説明会

(1) 開催日時 平成１９年１２月１８日（火）

(2) 開催場所 別府市「つるみ荘」

(3) 出席者数 ６１名

市町村農政主管課、農業委員会担当者、県振興局担当者、

県協議会関係者（県農林水産部関係各課室・農業会議）

(4) 内 容

①平成２０年度担い手対策予算の概要について

②地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業

③担い手経営展開支援リース事業

④担い手アクションサポート事業

⑤農業経営基盤強化準備金の証明について

Ⅳ．アクションサポート活動

１．農業経営指導スペシャリスト説明会

税理士や社会保険労務士等有識者で構成されるスペシャリストの拡充（９名から１

９名）を図り説明会を開催した。

(1) 開催日時 平成１９年９月１３日（木）

(2) 開催場所 別府市「豊泉荘」

(3) 出席者数 ２５名

スペシャリスト１６名 、

県協議会担当者（農山漁村担い手支援課・集落水田室・農業会議）７名

(4) 内 容

①「おおいた農山漁村活性化戦略２００５」

②「大分県における集落営農の推進について」

③「農業生産の担い手」の確保育成方針

④大分県担い手育成総合支援協議会の活動

２．集落落営農研修会

(1) 開催日時 平成１９年９月１３日（木）

(2) 開催場所 別府市「豊泉荘」

(3) 出席者数 ９３名



集落営農組織のリーダー、地域協議会担当者

県振興局集落水田班担当者、県協議会担当者

(4) 内 容

「集落営農の会計と税務」

全国農業経営コンサルタント協議会専務理事

森税務会計事務所 所長 税理士 森 剛一 氏

３．農業経営セミナー

(1) 開催日時 平成１９年１１月２日（金）

(2) 開催場所 別府市「豊泉荘」

(3) 出席者数 ５２名

認定農業者

アクションサポートチーム、地域協議会担当者、県振興局担当者

県協議会関係者（農山漁村担い手対策課、農業会議）

(4) 内 容

①「担い手簿記研修会の推進」 スペシャリスト 森川詔也氏

②「メルヘンローズの経営分析手法 （有）メルヘンローズ 安部泰宏氏」

③ 臼杵市認定農業者協議会「魁の会」活動発表 中野定重氏

④ 九重町認定農業者組織「郭公の会」活動発表 飯田康人氏

⑤「顧客本位の経営を目指して」 （有）農業総合研究所 新國文英氏

４．法人経営セミナー

(1) 開催日時 平成２０年２月６日（水）

(2) 開催場所 別府市「つるみ荘」

(3) 出席者数 ４５名

農業法人志向の認定農業者

(4) 内 容

①「農業法人の労務対策」 社会保険労務士 西村慶治 氏

②「農業法人の育成・支援」 県農山漁村・担い手対策室

③「農業法人の仕組み」 農業会議

④「農業法人からのアドバイス （有）鈴木養鶏場 鈴木明久 氏」

⑤「株式会社の設立」 司法書士 工藤克彦 氏

⑥「農業法人の税務」 税理士 溝口康隆 氏

５．農業法人研修会

(1) 開催日時 平成１９年１２月７日（金）～８日（土）

(2) 開催場所 別府市「つるみ荘 、大分市豊海「大分公設市場」」

(3) 出席者数 ６５名

農業法人経営者、県振興局担当者

(4) 内 容

①「融資制度について」 農林漁業金融公庫、大分銀行

②「九州における多様な食関連ビジネスの展開に向けて」九州農政局

③「ＷＴＯ交渉と日本農業の展開」 愛媛大学教授 大隈 満 氏

④ 意見交換会「大分県農業の期待」大分県副知事 平野 昭 氏

⑤ 視察 大分公設市場、カット野菜工場



６．認定農業者組織代表者研修会

(1) 開催日時 平成２０年１月１７日（木）

(2) 開催場所 別府市「つるみ荘」

(3) 出席者数 ４９名

市町認定農業者組織代表者

(4) 内 容

①研修会「パート従業員の上手な使い方」 スペシャリスト 荒木 隆 氏

②検討会「認定農業者組織の活動について」

７．第10回全国農業担い手サミットinとちぎへ参加

栃木県で開催された全国サミットに県下の認定農業者の代表２５名が参加、その

経費の一部を助成した。

(1) 開催日時 平成１９年１０月２４～２５日

(2) 開催場所 宇都宮市外

(3) 参加者数 ２５００名

(4) 内 容

①事例報告「経営改善への取組発表及び農政への提言」

・大出陽子氏（栃木県/女性個別経営/いちご）

・小林輝男氏（山梨県/法人経営/肉用牛）

・小川和夫氏（広島県/集落営農組織代表者/水稲、野菜）

②パネルデｲスカッション

・テーマ「日本の食と農を担うために～担い手の取組方向と果たす役割」

・助言者 八木宏典（東京農業大学教授）

・パネラー 事例報告者３名

８．農業法人全国秋期セミナー2007inならへ参加

奈良県で開催された全国セミナーに県下の農業法人経営者９名が参加した。

(1) 開催日時 平成１９年１０月１０～１１日

(2) 開催場所 奈良市

(3) 内 容

①基調講演「戦略発想と戦術展開」高木響正氏（事業戦略構築研究所所長）

②パネルデｲスカッション

・テーマ「農と食を結ぶブランド化戦略」

・助言者 高木響正氏

・パネラー 王隠堂誠海氏（ 有）王隠堂農園）外５名（

９．九州・沖縄地区農業法人シンポジウム

佐賀県で開催された九州シンポジウムに県下の農業法人経営者１５名が参加した。

(1) 開催日時 平成１９年１１月５～６日

(2) 開催場所 佐賀県嬉野市

(3) 参加者数 ２８０名

(4) 内 容

①基調講演「食品業界から見た九州・沖縄農業への期待」

日本ハム（株）代表取締役会長 藤井良清 氏



②分科会

・農産物の輸出を考える分科会

・農畜産物の加工・流通を考える分科会

・法人事業の継承を考える分科会

・経営リスクを考える分科会

１０．実践企業的経営体養成研修会への派遣

企業経営に取り組む担い手を対象にした実践企業的経営体養成研修会（主催：全

国担い手育成総合支援協議会・ 社）日本農業法人協会）に県内の若手経営者を（

派遣した。

(1)第３回実践企業的経営体養成研修会

①開催月日：平成19年12月13～14日

②開催場所：熊本県（有）コッコフｱーム

③ 内 容： 会社が人を育て、ともに発展するためには」「

④参加者 玖珠町（有）メルヘンローズ 安藤慎八氏

(2)第４回実践企業的経営体養成研修会

①開催月日：平成20年1月22～24日

②開催場所：東京都

③ 内 容 ： 販売宣伝・マーケッテｲングの実務とビジネス連携」「

④ 参加者 ：臼杵市（株）高橋製茶 高橋雄三 氏

１１．地域認定農業者研修会への講師派遣

開催月日 開催場所 研修会の名称 講演内容 対象者

派遣講師

・税制改正と農業経営管 認定農業者11月29日 豊後大野市 豊後大野市農業担い手研修会

80名公認会計士・税理士後藤素宣氏 理の留意点について

・集落営農の法人化と 集落リーダ12月25日 豊後高田市 集落営農研修会

会計税務 ー、関係者全国農業経営コンサルタント協議

100名会 税理士 森剛一 氏

・パート従業員の上手な 認定農業者1月23日 九重町 九重町認定農業者研修会

４１名スペシャリスト 使い方

中小企業診断士 荒木隆 氏



１２．担い手簿記研修会

(1) 講師 農業経営指導ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 森川 詔也 氏

(2) 内容 複式簿記入門から決算、コンピューター入力にいたるまでの記帳研修

開催場所 開催期間 開催回数 参加者数

国東市 7 月10日～ 2月7日 １６講座 延べ５１２名

豊後大野市 10月17日～1月21日 １３講座 延べ２１２名

日田市 9月27日～12月20日 １３講座 延べ２６２名

宇佐市 10月30日～2月12日 １３講座 延べ１００名

１３．農業法人設立・経営相談会の開催

開催月日 開催場所 助言者 相談会の概要

、（ （ ）5月31日 大分市 県協議会担当者 ・農業生産法人の設立 由布市 有

（農業会議） 颯爽）

6月18日 大分市 県協議会担当者 ・３戸協業による施設トマトの法人

（農業会議） 化（竹田市久住町）

9月3日 佐伯市 県協議会担当者 ・土建業からカボス生産の法人化

（農業会議） （佐伯市弥生町）

9月4日 大分市 弁護士 瀬戸久夫 ・種苗特許について

（玖珠町（有）メルヘンローズ）

9月14日 大分市 県協議会担当者 ・県外からの参入に係る農業生産法

（農業会議） 人の要件について

（熊本県（株）果実堂）

1月14日 大分市 県協議会担当者 ・農業生産法人の要件について

（農業会議） （臼杵市（株）みなみん里）

1月 9日 豊後高田市 社会保険労務士 ・法人化に係る雇用条件の整備

西村慶治 （豊後高田市 赤野誠一郎）

2月 8日 竹田市 スペシャリスト ・集落営農組織の会計実務

森川詔也 （竹田市 籾山営農組合）



2月12日 佐伯市 税理士 ・法人形態と法人税

木村一郎 （津久見市（任）特産物出荷組合

2月25日 大分市 県協議会担当者 ・農業法人の継承

（農業会議） （大分市（有）岡松園芸）

3月10日 大分市 県協議会担当者 ・食品工業から農業への参入

（ （ ））（農業会議） 豊後高田市佐々木食品工業 株

１４．優良担い手表彰事業

県内の優良担い手を応募を募り現地調査等を行い全国担い手育成総合支援協議

会が主催する「担い手活動 表彰・発表事業」に参加して、各賞を受賞した。

受賞者は平成２０年２月２５日に開催した平成１９年度全国優良担い手表彰・

発表会（東京都）に出席した。

（１）現地調査

①九重町 （有）やまなみきのこ産業 坂本憲治 氏

経営診断書作成者 中小企業診断士 荒木 隆 氏（平成19年9月18日実施）

②佐伯市蒲江町 施設花卉（キク） 塩月吉伸 氏

経営診断書作成者 中小企業診断士 河野直幸 氏（平成19年9月26日実施）

（２）平成１８年度 優良担い手表彰受賞

①優良認定農業者 個人・施設等型部門

農林水産省経営局長賞 佐伯市蒲江町 塩月吉伸 氏

②優良認定農業者 法人・施設等型部門

全国担い手育成総合支援協議会会長賞

九重町（有）やまなみきのこ産業 坂本憲治 氏

１５．認定農業者交流会

(1) 開催日時 平成２０年３月３日（月）

(2) 開催場所 別府市「豊泉荘」

(3) 出席者数 ９０名 認定農業者、スペシャリスト、県協議会幹事、

アクションサポートチーム、地域協議会担当者

県振興局担当者

(4) 内 容

①基調講演「認定農業者の新たな経営展開」

九州大学大学院教授 甲斐 諭 氏

②事例発表

・ 有）やまなみきのこ産業 坂本憲治 氏（

・佐伯市蒲江町 塩月吉伸 氏

③パネルデｲスカッション

・テーマ「担い手の確保と地域農業の活性化」

・コーデｲナーター マーケテｲング・プロデﾕーサー 平岡 豊 氏



Ⅴ．担い手育成・確保活動

１．担い手関連情報提供活動

(1)「農業経営指導スペシャリストの紹介」 5000部

(2)「明日を拓く」優良認定農業者の経営事例集 4800部

２．経営改善計画達成支援活動

県下の認定農業者を対象に中間年（平成17年度認定）最終年（平成15年度認定）

の農業経営改善状況についての調査を実施して集計を行った。

(1) 研修会の開催

①認定農業者経営改善管理システム研修会

・開催日時 平成19年8月10日（金）

・開催場所 大分市 大分県消費生活・男女共同参画プラザ

・参加者 ２５名

・内 容 平成19年度農業経営改善状況調査実施要領について

認定農業者経営改善管理システム操作

②第２回認定農業者経営改善管理システム研修会

・開催日時 平成19年10月11日（水）

・開催場所 県庁共同庁舎 ＯＡプラザ

・参加者 １９名

・内 容 市町村認定農業者台帳（データ）の復元作業について

認定農業者経営改善管理システム機能と操作

(2) 認定農業者経営改善管理システム集計作業

地域協議会を経由して認定農業者の経営改善状況について調査を行い集計作業

を行った。集計件数 ３３６８経営体

３．担い手経営展開リース事業の審査会

認定農業者の機械導入（リース料）の助成制度に日出町から助成申請が県協議会

にあり審査会を開催した。

・開催日時 平成19年6月29日（金）

・開催場所 県庁９階会議室

・出席者 日出町農林水産課、農山漁村・担い手支援課・農業会議

・内 容 平成19年度担い手経営展開支援リース事業

リース機械 コーンハーベスター１台

Ⅵ．集落営農組織の法人化支援活動

集落営農組織が農業生産法人化を図るための経費の助成を行った。

・由布市 （農）南田代

・宇佐市 （農）江須賀



Ⅶ．再スタート支援活動

経営が困難になった農業者からの申請に基づき、その農業者の有する優良な経営資源

の活用や経営の再生を図るために再生委員会を設置して活動を行った。

１．大分県農業再生委員会平成１９年度審査部会

（１）日時 平成19年8月31日

（２）場所 県庁 ８０２会議室

（３）出席者 ６名 審査部員、事務局

（４）内容

①大分県農業再生委員会設置・運営要領（案）

②委員会・審査部会の役員（案）について

③平成19年度事業計画について

④平成19年度審査部会運営方針について

２．大分県農業再生委員会平成１９年度全体会

（１）日時 平成19年9月 7日

（２）場所 県庁 ７０４会議室

（３）出席者 ９名 委員、事務局

（４）内容

①平成19年度事業計画について

②平成19年度審査部会運営方針について

３．再生委員会の調査活動

（１）弁護士との事前協議

①日時 平成19年12月21日

②助言者 弁護士 瀬戸久夫氏

③内容 債権処理方法の確認

（２）再生計画の検証

①日時 平成20年1月18日

②場所 宇佐市北部振興局

③助言者 税理士 南操之介氏

④内容 融資返済計画の検証

（３）審査部会事前打合せ会

①日時 平成20年1月28日

②場所 県庁総合庁舎81会議室

③出席者 ９名

④内容 再生計画について協議

Ⅷ．担い手経営革新促進事業

品目横断的経営安定対策加入者の更なる経営発展のため、担い手経営革新計画を策

定し、振興局、市町を通じての事業対象者に対する普及推進活動、対象者からの申請

に基づく審査、助成額の決定を行った。

１．担い手革新モデル支援

大規模土地利用型農業に取り組み、新技術を導入するなどの経営革新を図っている

経営体を地域のモデルとして選定し、助成額の決定を行った。

（１）モデル経営体の公募

①期間 ～平成１９年６月末日

②公募経営体数 ３１経営体



（２）モデル経営体の審査

①日時 平成１９年７月２７日

②場所 県庁 会議室

③出席者 ８名

④結果 ３１経営体のうち、１７経営体を選定

（３）モデル経営体の評価

①日時 平成２０年２月１５日

②場所 大分市 大手町会館

③出席者 １０名

④結果 全１７経営体妥当

２．特定対象農産物生産支援

経営規模の拡大や生産調整の強化により、拡大部分に麦・大豆の作付けを行ってい

る経営体に対して、事業対象者からの申請のもと審査及び助成額の決定を行った。

（１）担い手経営革新促進事業説明会

①日時 平成１９年５月７日

②場所 大分市 土地改良会館

③出席者 ７８名

④内容

・担い手経営革新促進事業実施要綱・要領について

・事業の取組方針並びに推進手法について

（２）生産支援対象者の申請

①期間 ～平成１９年６月末日

②申請経営体数 １６６経営体

（３）担い手経営革新促進事業巡回指導

①日時 平成１９年１０月１日～１０月１０日（７日間）

②場所 大分市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、豊後高田市、杵築市、

宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、玖珠町

（４）生産支援対象者の審査

①期間 申請受付後～平成２０年１月中

②結果 １６６経営体のうち１３７経営体を選定

（５）担い手経営革新促進事業協議

①日時 平成２０年１月１５日～１７日

②場所 県庁 会議室

（６）担い手経営革新促進事業巡回説明

①期間 平成２０年２月６日～２０日（９日間）

②場所 大分市、中津市、臼杵市、豊後高田市、宇佐市

豊後大野市、由布市、国東市

（７）実績報告書提出経営体の審査

①期間 平成２０年２月１日～２月２５日

②結果 １３７経営体のうち、麦のみを作付けている経営体４２経営体中

３０経営体を助成決定（大豆を作付けている経営体は要件となって

いる品質要件の確認が間に合わないため延期申出を行っている）



Ⅸ．収入減少影響緩和対策積立金管理

品目横断的経営安定対策の収入減少影響緩和対策における加入者からの積立金を管

理するための口座を開設し、加入者７０１名の積立金60,277,975円の管理を農林水産

省大分農政事務所の指示に基づき行った。


