
平成２０年度事業報告

岐阜県担い手育成総合支援協議会は、効率的かつ安定的な農業経営を目指す

担い手の育成・確保を図るために、担い手施策を推進する関係７団体が密接な連

携による効果的な支援活動を行ってきた。

一方で、支援を受ける担い手に対しては、会計、税務等の経営相談、集落営農

の組織化・法人化支援、農地の利用調整等の相談窓口を設け、利便性の向上を図

ってきた。

また、地域においては、市町村、ＪＡ、農業改良普及センター等の関係機関が

連携して横断的に担い手を支援する組織として、各市町村単位に地域担い手育成

総合支援協議会の設立を進めてきた。

平成２０年度の主な活動は、

（１）意欲と能力のある担い手の育成・確保支援活動

（２）水田経営所得安定対策の加入推進と進行管理

（３）地域担い手育成総合支援協議会の設立支援活動

Ⅰ．事業成果

１．意欲と能力のある担い手の育成・確保支援活動

深刻化する担い手不足の解消策として、認定農業者の育成、集落営農の

組織化を進めるとともに、更に一元的に経理を行い法人化計画を作成し、

将来効率かつ安定的な経営に発展するよう、法人化への誘導を図った。

（１）研修会・相談会の開催

○認定農業者への誘導を図るための、認定農業者制度の仕組みや支援策

等の説明及び経営改善計画の作成手法。

○認定農業者、集落営農組織等担い手の更なる経営発展を促進するため

の、複式農業簿記等の経営能力向上を目的とした研修会の開催。

○集落営農組織の経理処理や決算、適正な経営、課題の解決方法等の研

究集会の開催。

○認定農業者や農落営農組織が法人化するために必要な各種制度と留意

点等の研修による法人化への誘導。

対象者 講座名 開催時期 参加者数

認定農業者 認定農業者制度活 ７月 ７９名
認定志向農業者 用講座

農業経営レベルア １～２月 ２０名
ップ講座

認定農業者 複式農業簿記活用 １１～１２月 １４４名
集落営農組織 講座



知って得する農業 １～２月 １１８名
者の税金講座

パソコン農業簿記 １～２月 １２９名
講座

集落営農組織 集落営農組織実践 １月 ３２６名
研究集会

農業経営法人化講 １２月 １７４名
座

（２）経営相談会等の実施

農業経営改善スペシャリスト派遣による経営相談会等の実施

ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ派遣回数 １６回 （１４協議会へ派遣）

（３）担い手への情報提供

担い手に対して、多く情報の中から、有用でかつ的確な情報をタイム

リーに提供するために、岐阜アグリ・マネージメント通信の発行

送付対象者 送付数 発行回数

認定農業者 2,069 件 年４回

農業法人 130 件 ９月
１１月

集落営農組織 104 件 １２月
３月

関係機関等 197 件

合 計 2,500 件

（４）担い手の育成数

単位：経営体

平成19年度 平成20年度 平成20年度 増 加 目標達成率
実績 目標（Ａ） 実績（Ｂ） 数 (B)/(A)

認定農業者 2,113 2,280 2,179 66 95.6 ％

農業法人 396 425 404 8 95.1 ％

集落営農組織 406 389 341 △65 87.7 ％



（５）認定農業者数の推移

（６）農業法人数の推移
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２．水田経営所得安定対策の加入推進と進行管理

（１）対象者の明確化や絞り込み、新たな加入対象者の発掘などを行うため、

地域担い手育成総合支援協議会が中心となり、加入推進を図った。

（２）地域に出向き、直接担い手に対して制度の説明を行い理解を図るととも

に、担い手の利便性や確実な加入を図るために出前受付の実施を行った。

○地域担い手育成総合支援協議会等の関係機関に対して制度の周知及び

取組状況の確認

○担い手への制度の理解を得るための出前説明会・相談会の実施

○担い手の確実な加入へ誘導するための出前受付の実施

区 分 回数等 備 考

担当者会議 ４回

巡回調査 ４０市町村

ブロック説明会 ７会場

出前説明会の実施 ７会場

出前受付の実施 ２７会場

岐阜県担い手協議会
地域担い手協議会
（県内３５市町村設置）

【責任者】
担い手協議会事務局長

（例）
○取組方針 水田農業ビジョンに位置づけた

担い手への周知及び加入推進

○取組目標 水稲作付け面積の３０％を加入
○役割分担 関係機関の役割分担の明示

【全体コーディネート】
担当普及指導員

担 当 役 割

市町村

農業委員会

ＪＡ

・対策の概要説明

・対象者の加入誘導
・担い手リストの確認

・要件の確認

・集落営農組織育成、
運営、経理支援

・申請手続支援
・集荷率の向上

【事務局】
岐阜県農業会議

【構成員】
岐阜県、中央会、全農
県土連、農畜産公社
農業共済連、農業会議

岐阜農政事務所

【窓口】
農政推進課、計画課

【役割】
・受付窓口
・情報提供

【役割】
・全体の企画調整

（取組方針、情報提供）

・業務の進行管理
・農政事務所との連携
・地域への支援

連携

橋渡し役

取組・推進方針、支援

支援要請、活動結果報告

水田経営所得安定対策の取組体制図
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普及センター
地域指導課長
（又は所長）

ＪＡ本店

【役割】
・地域の企画調整
・各市町村の進行管理
・市町村への支援
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（３）水田経営所得安定対策の加入結果

加入申請者数（経営体） 面積カバー率（％）

H 2 0 年 産 加入面 面積

品目 認定 法人 集落営 計 作付け面 積 カバー率

農業者 農組織 積(ha) (ha) （％）

H20年産 303 83 111 497

米 303 81 98 482 25,300 4,937 19.5

麦 90 50 80 220 2,650 2,809 106.0

大豆 55 46 55 156 2,550 2,185 85.7

３．地域担い手育成総合支援協議会の設立支援活動

地域段階での担い手育成確保支援を行う体制づくりのため、全市町村をカ

バーする地域協議会の設立への取り組みを推進した。

○認定農業者等の担い手の一元的な相談窓口設置の推進

○各種事業、支援策等の実施

地域担い手育成総合支援協議会設立状況

設 置 市 町 村 数
年 度 協議会数

目標に対する割合

Ｈ１７年度 ４ 9.5％ ４

Ｈ１８年度 １４ 35.0％ １４

Ｈ１９年度 ３２ 80.0％ ２９

Ｈ２０年度 ３５ 87.5％ ３２

※目標は、経営基盤強化法における市町村基本構想を作成している
４０市町村。

Ⅱ．課題と今後の対応

区 分 課 題 今 後 の 対 応

担い手の育成 ・認定農業者の育成・確 ＜担い手の育成目標＞

・確保 保 認定農業者 2,412経営体

・集落営農の組織化 農業法人 425法人

・集落営農組織の法人化 集落営農組織 393組織

・担い手情報を提供する「岐阜ｱｸﾞ

ﾘ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ通信」の発行



→担い手全戸(2,393経営体)へ

の配布

・担い手の能力向上のための研修

会、講座である「ｱｸﾞﾘ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝ

ﾄｽｸｰﾙ」の開催（６講座）

・経営改善スペシャリストによる

経営相談、研修会の開催

→研修会等の開催（20回）

水田経営所得 ・更なる水田経営所得安 ＜加入目標経営体数＞

安定対策の加 定対策への加入推進 認定農業者 ： 806(386)

入推進 ・要件達成に向けた取組 集落営農組織： 264(111)

計 ：1,070(497)

※（ ）は、H20年度実績

＜面積カバー率＞

米 ： 25 % ( 19.5)

麦 ：106 % (106.0)

大豆：100 % ( 85.7)

※( )は、H20年産作付に対するｶﾊﾞｰ率

・米のナラシ対策への加入誘導

→直接販売を実施する生産者へ

の対応

・担い手への農地の利用集積推進

地域協議会支 ・県下全４２市町村にお ＜設立目標＞

援 ける基本構想の策定 ４２市町村（基本構想策定

・担い手協議会の設立 市町村）

・担い手関連事業の実施 ・基本構想作成未策定市町村に対

・担い手への一元的な支 する支援

援 ・関係機関の連携

・担い手相談窓口の設置

・地域協議会が実施する各種担い

手関連事業の適正な実施に向け

た支援



Ⅲ．諸会議の開催

岐阜県担い手育成総合支援協議会規約第１３条に基づき総会を、第２９条に基

づき監事会を、第１９条に基づき幹事会及び推進会議を開催した。

１．総会

開催日 開催場所 参 集 者 担い手協議会活動内容

6/24 岐阜市 担い手協役員 ○第１回通常総会
・平成１９年度事業報告並びに収支決算の承認
・平成２０年度収支予算の補正

9/5 岐阜市 担い手協役員 ○臨時総会
・平成２０年度収支予算の補正
・役員の選任

○意見交換会
・東海農政局長、岐阜農政事務所長と担い手協
議会役員との意見交換会

3/4 岐阜市 担い手協役員 ○第２回通常総会

・平成２０年度収支予算の補正

・平成２１年度事業計画の設定

・平成２１年度収支予算の設定

２．監事会

開催日 開催場所 参 集 者 担い手協議会活動内容

6/18 岐阜市 担い手協監事 ○平成１９年度事業並びに会計監査

３．幹事会

開催日 開催場所 参 集 者 担い手協議会活動内容

6/20 岐阜市 担い手協幹事 ○第１回幹事会
・第１回通常総会について
・平成２０年度事業の取り組み状況について
・水田経営所得安定対策の加入状況について

7/9 岐阜市 担い手協幹事 ○第２回幹事会
・優良担い手表彰推薦者の選定について
・担い手経営革新促進事業のモデル経営体の選
定について

・水田経営所得安定対策の加入結果について

8/29 岐阜市 担い手協幹事 ○第３回幹事会
・臨時総会について
・担い手に対する支援について
・担い手経営革新促進事業の特定農産物の生産
支援事業対象経営体の審査について

11/10 岐阜市 担い手協幹事 ○第４回幹事会



・耕作放棄地再生利用推進事業について
・集落営農組織調査委託事業について
・岐阜県産米粉普及推進ネットワークについて

2/27 岐阜市 担い手協幹事 ○第５回幹事会
・第２回通常総会について
・平成２１年度担い手協議会関係事業について
・経営革新促進事業の助成金交付状況について

3/26 岐阜市 担い手協幹事 ○第６回幹事会
・担い手協議会の規約変更について
・経営革新促進事業の助成金交付状況について

４．推進会議

開催日 開催場所 参 集 者 担い手協議会活動内容

4/7 岐阜市 担い手協議会 ○担い手協議会推進会議
・水田経営安定対策加入に向けての戦略
・Ｈ２０年度各種行事等スケジュール
・総会、幹事会について

4/24 岐阜市 担い手協議会 ○担い手協議会推進会議
・担い手アクションサポート事業の推進
・担い手経営革新促進事業の推進と役割分担

7/2 岐阜市 担い手協議会、 ○アクションサポート会議
スペシャリス ・農業経営改善スペシャリスト委嘱状の交付
ト ・岐阜県における認定農業者等担い手の現状

・岐阜県担い手協議会が行う農業経営改善支援
対策について

・ＧＡＭＳ開催計画について
・地域協議会へのスペシャリスト派遣について

7/22 岐阜市 担い手協議会 ○担い手協議会推進会議
・水田経営安定対策加入結果の分析
・集落営農組織調査について
・担い手関係事業の取り組み

9/9 岐阜市 担い手協議会 ○担い手協議会推進会議
・農地情報の共有化の進め方

9/16 岐阜市 担い手協議会 ○担い手協議会推進会議
・担い手アクションサポート事業の推進
・担い手経営革新促進事業について

10/29 岐阜市 担い手協議会 ○担い手協議会推進会議
・県への委託事業について
・今年度の進捗状況と来年度事業のヒヤリング

12/15 岐阜市 担い手協議会 ○担い手協議会推進会議
・担い手への交付金の交付状況について
・岐阜県産米粉普及推進ネットワークの活動に
ついて



５．担当者会議等の開催

開催日 開催場所 参 集 者 担い手協議会活動内容

4/22 岐阜市 地域担い手協 ○地域担い手育成総合支援協議会・地域水田農業
議会、市町村、 推進協議会事務局長・担当者会議
ＪＡ、農林事 ・水田経営所得安定対策の加入推進について
務所、普及セ ・平成２０年度担い手支援事業について
ンター、県庁 ・農地情報の共有化について

・生産調整の実効性確保、集荷円滑化対策の加
入推進に向けた取り組みについて

・生産調整方針作成者による数量調整事務につ
いて

・平成２０年度水田農業構造改革交付金実施方
針の見直しついて

・会計監査について

5/29 岐阜市 地域担い手協 ○地域担い手育成総合支援協議会担当者会議
議会、市町村、 ・担い手育成支援関係事業について
ＪＡ、農林事 ・会計監査について
務所、普及セ

ンター、県庁

7/11 岐阜市 地域担い手協 ○地域担い手育成総合支援協議会事務局長会議
議会、市町村、 ・農地情報の共有化について
ＪＡ、農林事 ・担い手経営革新促進事業の推進について
務所、普及セ ・水田経営所得安定対策の加入結果について
ンター、県庁

9/18 岐阜市 地域担い手協 ○地域担い手育成総合支援協議会事務局長・担当
議会、市町村、 者会議
ＪＡ、農林事 ・農地情報の共有化について
務所、普及セ ・２１年度予算概算要求の内容について
ンター、県庁 ・水田経営所得安定対策の加入結果について

・農業経営改善状況調査の実施について
・集落営農組織の課税の取り扱いについて
・集落営農組織等法人化活動支援事業について

3/5 岐阜市 地域担い手協 ○地域担い手育成総合支援協議会事務局長会議
議会、市町村、 ・平成２１年度担い手支援事業について
ＪＡ、農林事 ・地域担い手協議会のあり方について
務所、普及セ ・水田経営所得安定対策の推進について
ンター、県庁

６．地域担い手育成総合支援協議会等関係機関への支援

開催日 開催場所 参 集 者 担い手協議会活動内容

4/16 飛騨市 認定農業者、 ○飛騨市認定農業者の会研修会
市、ＪＡ、普 ・担い手協議会と担い手支援について
及センター、

農林事務所、

担い手協議会



4/17 岐阜市 農業委員会事 ○農業委員会事務局長会議
務局長、県、 ・新たな担い手支援策について
農業会議 ・担い手育成支援活動について

4/18 岐阜市 普及センター、 ○普及センター第１回経営・情報部会主任者会議
県農業技術課 ・県担い手協議会が実施する事業について

6/25 岐阜市 普及センター、 ○普及センター技術・経営強化（経営指導高度化）
県農業技術課 研修

・経営体支援のための各種制度

7/3 岐阜市 市、農業委員 ○がんばる集落営農組織自立支援推進事業検討会
会、ＪＡ、県 ・がんばる集落営農組織自立支援推進事業の概

要について
・特定農業法人制度について

8/12 山県市 市担い手協議 ○山県市担い手育成総合支援協議会設立総会
会会員、普及 ・規約の制定について
センター、農 ・役員の選任について
林事務所、市 ・事業計画書の策定について

9/1 郡上市 生産者、ＪＡ、 ○郡上市担い手研修会
市、担い手協 ・補助金・交付金の経理上の留意点
議会 ・青色申告の特典と農業所得計算の特例

・農業経営基盤強化準備金の仕組みと留意点
・税制改正の内容と記帳・申告のポイント

9/19 岐阜市 全農岐阜県本 ○岐阜県ＪＡ生産資材研修会打ち合わせ
部、ＪＡ営農 ・岐阜県ＪＡ生産資材研修会の概要について
支援センター、 ・担い手支援策についての研修内容について
県、担い手協

議会

10/6 岐阜市 農業委員会会 ○農業委員会会長・事務局長合同会議
長、事務局長、 ・担い手育成支援について
県、農業会議

10/8 池田町 揖斐三町、県 ○農地情報の共有化推進のための打ち合わせ会議
土連、農林事 ・水土里情報利活用促進事業の概要について
務所、農業会 ・岐阜県土連の取り組み状況について
議 ・基図の元になる地図データの提供について

・農地情報整備促進事業の概要について
・データ提供やデータの更新の留意点について
・揖斐三町の状況についての意見交換

10/17 白川町 町、県土連、 ○農地情報の共有化推進のための打ち合わせ会議
農業会議 ・水土里情報利活用促進事業の概要について

・岐阜県土連の取り組み状況について
・基図の元になる地図データの提供について
・農地情報整備促進事業の概要について
・データ提供やデータの更新の留意点について
・白川町の状況についての意見交換

11/29, 岐阜市 生産者、ＪＡ、 ○岐阜県ＪＡ生産資材研修会
30 県 ・地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業

・担い手経営展開支援リース事業
・担い手育成・確保総合支援事業



12/2 岐阜市 普及センター、 ○普及センター第２回経営・情報部会主任者会議
県農業技術課 ・集落営農組織調査委託事業について

12/11 郡上市 生産者、ＪＡ、 ○郡上市担い手育成支援研修会
市、普及セン ・認定農業者の概要
ター、農林事 ・特定農業団体とは
務所、担い手 ・認定農業者への支援策
協議会

12/12 中津川市 生産者、ＪＡ、 ○東美濃担い手研修会・講演会
市、普及セン ・担い手育成・確保事業説明
ター、農林事 ・担い手関連事業説明
務所、担い手 ・流通・販売講演会
協議会 ・事例紹介及びリレートーク

12/17 海津市 生産者、土地 ○平成２０年度農地連担化促進研修会
改良区、県担 ・農地連担化の推進について
い手協議会 ・担い手の育成と組織化について

1/15 岐阜市 市町村、農林 ○認定農業者経営改善状況調査に関する研修会
事務所、県、 ・認定農業者経営改善状況調査の概要について
担い手協議会 ・認定農業者経営改善管理システムの操作

・担い手への支援策について

1/20 羽島市 水田協議会、 ○羽島市地域水田農業推進協議会臨時総会
ＪＡ、市町村、 ・平成２０年度水田農業構造改革対策実施結果
普及センター、 ・市町村別米の需要量に関する情報の設定方針
県、農政事務 ・水稲作付け目標面積（案）
所、担い手協 ・平成２１年度産地づくり交付金について
議会 ・推進上の集落の見直し（案）について

1/30 富加町 町、県庁、農 ○農地情報の共有化推進会議
林事務所、東 ・農地情報の共有化に向けた情報提供について
海農政局、農 ・富加町の状況についての意見交換
業会議

2/2,3 飛騨市 認定農業者、 ○飛騨市担い手育成総合支援事業説明会
集落営農組織、 ・労務災害について
スペシャリス ・担い手への支援策について
ト、市、ＪＡ、 ・担い手育成総合支援事業の計画策定について
担い手協議会

2/9 岐阜市 農業委員会事 ○農業委員会事務局長会議
務局長、県、 ・平成２０年度補正予算並びに平成２１年度当
農業会議 初予算について

2/10 揖斐川町 認定農業者、 ○認定農業者研修会
町、ＪＡ、普 ・土地利用型農業における革新的技術実践成果
及センター、 について
農林事務所、 ・平成２１年度の担い手支援について
担い手協議会 ・農業機械用免税軽油について

2/20 笠松町 農業委員、市 ○農業委員会羽島郡協議会研修会
農業委員会 ・最近のコメをめぐる動き

・農業経営基盤強化法の概要と認定農業者制度
の仕組み



・担い手協議会の役割と担い手への支援策

3/9 高山市 認定農業者、 ○高山市久々野町認定農業者研修会
市、ＪＡ、普 ・久々野町認定農業者の会通常総会
及センター、 ・認定農業者制度の活用について
担い手協議会

Ⅳ 水田経営所得安定対策の推進

担い手の加入を進めるため、直接説明を行う出前説明会・相談会の実施及

び直接加入申請の受付をする出前受付を実施した。

１．水田経営所得安定対策出前説明会等の実施

開催日 開催場所 参 集 者 担い手協議会活動内容

4/10 各務原市 生産者、ＪＡ、 ○品目横断的経営安定対策出前説明会
市町村、普及 ・品目横断的経営安定対策の概要

4/28 郡上市 センター、農 ・収入減少影響緩和対策のメリット
政事務所、県 ・加入申請書の記入方法について

5/7 下呂市 ・事務委託契約について

5/12 恵那市、
中津川市

5/26 本巣市、
瑞穂市、
北方町

5/28 池田町

6/4 本巣市

4/30 岐阜市、 ＪＡ、市町村、 ○巡回調査
羽島市、 普及センター、 ・品目横断的経営安定対策への加入見込み者の
各務原市 農政事務所 確認
山県市、 ・今後の加入受付等の取り組み
瑞穂市、 ・加入できない経営体の理由確認
本巣市、
北方町、
大垣市、
海津市、
養老町、
垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安
八町、揖斐川町、大野町、池田町

5/1 関市、美濃市、郡上市、美濃加茂市、可児
市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八
百津町、東白川村、御嵩町

5/2 中津川市、恵那市、多治見市、瑞浪市、土
岐市、高山市、飛騨市、白川村

5/7 白川町、下呂市



２．品目横断的経営安定対策出前受付の実施

開催日 開催場所 参 集 者 担い手協議会活動内容

4/15 大垣市 生産者、ＪＡ、 ○品目横断的経営安定対策出前受付
養老町 市町村、普及 ・加入申請書の受付

センター、農 農政事務所に出向いてもらい受付の実施
4/16 養老町 政事務所

4/18 郡上市

4/23 岐阜市、羽島市、各
務原市、瑞穂市、本
巣市、北方町

4/24 関市

4/25 羽島市、美濃加茂市、
富加町

4/28 郡上市、美濃加茂市

5/9 輪之内町

5/16 輪之内町、安八町、
大垣市

5/29 揖斐川町、郡上市

6/11 郡上市

6/12 高山市

6/13 高山市

6/17 飛騨市、東白川村

6/19 高山市、関市

6/20 岐阜市、各務原市、
美濃加茂市

6/23 白川村、瑞穂市、本
巣市、北方町、関市

6/26 郡上市

6/30 可児市、御嵩町



Ⅴ 担い手の支援

認定農業者の育成や集落営農の組織化に向け、県内各地域において研修会

や説明会を開催

１．認定農業者育成・確保支援

開催日 開催場所 参 集 者 担い手協議会活動内容

7/23 岐阜市、 生産者、ＪＡ、 ○認定農業者制度活用講座
美濃加茂 市町村、県、 ・認定農業者制度とは
市 普及センター、 ・認定農業者の特典は

農林事務所 ・認定農業者になるためには
・個別相談会

２．農業経営の法人化支援

開催日 開催場所 参 集 者 担い手協議会活動内容

4/30 恵那市 農業委員、市 ○農業委員会研修
農業委員会 ・農業法人制度の概要について

・農業法人の設立について

11/4 養老町 認定農業者、 ○農業法人の個別相談
スペシャリス ・補助事業で導入した固定資産の法人への引き
ト、農林事務 継ぎについて
所、ＪＡ、町

12/11 瑞穂市 生産者、スペ ○農業経営法人化講座
シャリスト、 ・法人化の意義と手順、農業生産法人制度の仕

12/12 中津川市 ＪＡ、市町村、 組み
県、普及セン ・法人化のメリット・デメリット、法人化に向

12/19 高山市 ター、農林事 けた税務の基礎知識
務所 ・法人化に向けた社会保険制度の基礎知識

・個別相談会

3/26 岐阜市 集落営農組織 ○西郷機械化営農組合法人化説明会
組合員、ＪＡ、 ・農業生産法人制度の概要
市、農業委員 ・農業法人設立の意義と要件
会

３．集落営農組織の運営に対する支援

開催日 開催場所 参 集 者 担い手協議会活動内容

1/23 岐阜市 集落営農組織、 ○岐阜県集落営農実践研究集会
ＪＡ、普及セ ・集落営農組織の現状と課題について
ンター、農林 ・集落営農組織実態調査結果と組織の経営安定
事務所、県庁、 の勘どころ
担い手協議会 ・先進事例発表

・講演と報告



４．岐阜県産米粉の普及推進

開催日 開催場所 参 集 者 担い手協議会活動内容

10/7 海津市 米粉生産業者、 ○岐阜県産米粉普及推進ネットワーク設立に向
担い手協議会 けての打ち合わせ

・ネットワーク設立総会について
・ネットワークの会員と支援機関について
・今後のスケジュールについて

10/21 岐阜市 米粉生産業者、 ○岐阜県産米粉普及推進ネットワーク設立総会
県、ＪＡ中央 ・規約の制定について
会、全農岐阜 ・役員の選出について
県本部、農政 ・平成２０年度事業計画の設定について
事務所、生産

者代表、担い

手協議会

10/25,26 岐阜市 米粉ネットワ ○岐阜県農業フェスティバルへの参加
ーク会員、県、 ・米粉食品のＰＲ、チラシの配布
担い手協議会 ・米粉食品の試食会

12/18 岐阜市 米粉ネットワ ○岐阜県産米粉普及推進ネットワーク推進会議
ーク会員、県、 ・新規加入会員の紹介
ＪＡ中央会、 ・新たな食を考えるシンポジウム開催計画に
全農岐阜県本 ついて
部、農政事務 ・米粉等の定着拡大に向けた支援について
所、生産者代

表、担い手協

議会

1/27 岐阜市 消費者、東海 ○新たな食を考えるシンポジウム
農政局、農政 ・パネルディスカッション
事務所、県関 コーディネーター 草野 満代 氏
係機関、米粉 パネラー 森山 泰行 氏、赤堀 博美 氏
ネットワーク 上松 忍 氏、吉田 誠 氏
会員、担い手 ・米粉のワンポイントレシピ
協議会 ・米粉食品試食会

５．担い手経営革新促進事業の実施

開催日 開催場所 参 集 者 担い手協議会活動内容

4/24 岐阜市 県、担い手協 ○担い手経営革新計画策定検討会
議会 ・担い手経営革新計画書の見直し

・担い手経営革新促進事業の実施に係る岐阜
県の運用について

・事業対象経営体の募集について
・各関係機関の役割について

5/20 岐阜市 地域担い手協 ○担い手経営革新促進事業担当者説明会
議会、市町村、 ・水田経営所得安定対策の加入推進について
ＪＡ、普及セ ・担い手経営革新促進事業の概要について
ンター、農林 ・担い手経営革新モデルの実践事業について
事務所、県 ・特定農産物の生産支援事業について



・地域担い手協議会等の役割について
・農地情報の共有化について
・会計実地検査について

5/22 海津市 地域担い手協 ○担い手経営革新促進事業地域巡回
議会、ＪＡ、 ・担い手経営革新促進事業の実施に係る岐阜

5/28 養老町 市町村、普及 県の運用について
大野町 センター、農 ・事業の流れとスケジュールについて
揖斐川町 林事務所 ・事業推進上の留意事項について

1/8 美濃加茂 スペシャリス ○担い手経営革新モデル個別経営調査・分析検
市 ト、県担い手 討会

協議会 ・担い手経営革新促進モデルの実践事業につ
いて

・個別経営調査・分析対象経営体について
・個別調査・分析の方法について

1/16 羽島市 対象経営体、 ○担い手経営革新促進事業説明会・研修会
地域担い手協 ・担い手経営革新促進事業について
議会、ＪＡ、 ・特定対象農産物の生産支援事業について
普及センター、 ・担い手経営革新モデルの実践事業について
農林事務所、 ・研修会（事例発表）
県 (有)共同ファーム 今井 敏 氏

・農業経営基盤強化準備金制度の活用
・集落営農組織の法人化

2/10 揖斐川町 、認定農業者、 ○認定農業者研修会
町、ＪＡ、普 ・担い手経営革新モデル成果発表
及センター、

農林事務所、

担い手協議会

2/19 大垣市 モデル経営体、 ○モデル経営体（個別経営）に対する面談調査
地域担い手協 ・モデル経営体の決算内容

2/20 垂井町 議会、市町村、 ・聞き取りによる調査と分析
可児市 ＪＡ、普及セ ・経営改善指導
白川村 ンター、県

2/25 本巣市
関市

2/26 中津川市

2/27 郡上市

3/2 美濃加茂
市

3/4 養老町
下呂市

3/9 池田町

3/18 美濃加茂 スペシャリス ○担い手経営革新モデル個別経営調査・分析検
市 ト、県担い手 討会

協議会 ・調査票及び決算書から整理した経営改善の
ポイント



・個別面談における調査・指導の内容
・総合的な評価と今後の改善すべきポイント

６．担い手への支援

開催日 開催場所 参 集 者 担い手協議会活動内容

5/13 恵那市 生産者、ＪＡ、 ○集落リーダー事業検討会
県、担い手協 ・集落営農育成・確保緊急支援事業について

6/3 高山市 議会等 ・担い手経営展開支援リース事業
・担い手育成・確保総合支援事業

6/4 白川町

6/30 高山市 生産者、市、 ○吉城蔬菜出荷組合「担い手と語る会」
ＪＡ、普及セ ・認定農業者になるには
ンター、農林 ・担い手協議会と担い手支援について
事務所、担い

手協議会

8/5,6 高山市 農業経営者協 ○第１８回東海・近畿・福井ブロック稲作経営
会会員、県、 者研究大会
担い手協議会 ・情勢報告

・基調講演 信岡 誠治 氏
・リレートーク
・現地視察

11/19 関市 生産者、ＪＡ、 ○複式農業簿記活用講座〈簿記活用法〉
市町村、県、 ・複式農業簿記の仕組み､決算書の作成･活用

12/8 高山市 普及センター、 ・生産･販売原価(コスト)の構成とコスト計算
農林事務所 ・損益分岐点の計算と現状分析・予測

12/16 大垣市 ・農業経営の総合分析と診断
・経営改善目標の設計
・個別経営相談

11/20 関市 生産者、ＪＡ、 ○複式農業簿記活用講座〈記帳と申告のコツ〉
市町村、県、 ・簿記記帳継続のポイント

12/9 高山市 普及センター、 ・記帳開始時と期中・決算時の留意点
農林事務所 ・青色申告の特典と農業所得計算の特例

12/17 大垣市 ・農業経営基盤強化準備金の仕組みと留意点
・２０年度税制改正の内容と記帳・申告のポ
イント

・個別経営相談

12/4,5 岐阜市 日本農業法人 ○農業法人秋季セミナー２００８ｉｎぎふ兼平
会員、県、農 成２０年度東海４県農業法人経営情報交流会
林水産省、東 ・基調講演 小泉 武夫 氏
海農政局、各 ・事例発表 中田 智洋 氏
県担い手協議 ・パネルディスカッション
会 ・現地視察

1/19 高山市 生産者、ＪＡ、 ○知って得する農業者の税金講座
市町村、県、 ・農業者が知っておくべき税金の種類とあら

1/29 大垣市 普及センター、 まし
農林事務所 ・農業者が使える特例措置と具体的な節税対



2/12 中津川市 策
・知っておきたい税申告のポイント

2/17 関市 ・平成２１年税制改正の最新情報
・個別経営相談

1/19 高山市 生産者、ＪＡ、 ○パソコン農業簿記基礎講座
市町村、県、 ・パソコン農業簿記の始め方

1/29 大垣市 普及センター、 ・日常の伝票入力から決算処理（演習）
農林事務所 ・決算書、確定申告書の作成

2/12 中津川市 ・経営改善に役立つ集計と分析
・集落営農組織経理の設定と入力、決算処理

2/17 関市 ・個別経営相談

1/20 高山市 生産者、ＪＡ、 ○パソコン農業簿記応用講座
市町村、県、 ・補助金・交付金等の税務上の取扱いと仕訳

1/30 大垣市 普及センター、 ・便利な伝票入力と決算修正のポイント
農林事務所 ・e-Tax（電子申告）の活用

2/13 中津川市 ・消費税の管理と集計・申告
・経営改善に役立つ集計と分析

2/18 関市 ・個別経営相談

2/23 岐阜市 生産者、ＪＡ、 ○岐阜県農業担い手研究大会
市町村、普及 ・県の施策について
センター、農 ・事例発表 担い手経営革新モデル３事例
林事務所、県、 うち１事例は優良表彰経営体
東海農政局、 ・記念講演 内堀光康氏講演
農政事務所

3/19 岐阜市 生産者組織会 ○農業経営レベルアップ講座
員、スペシャ ・講座「社長の仕事－すばらしい農業経営者
リスト、(独) となるために－」
中小機構、農 ・講座「農林業と商工業を結び、新事業をカ
業会議 タチに」

年４回 県内全域 認定農業者、 ○岐阜アグリ・マネージメント通信
集落営農組織 ・担い手に対する最新情報提供
法人、関係機 ・９月、１１月、１２月、３月の４回発行
関

随時 県内全域 認定農業者、 ○各種説明チラシ
集落営農組織 ・ホームページ紹介チラシの作成及び配布
法人、関係機 ・米粉普及チラシの作成及び配布
関

７．諸会議への参加等

開催日 開催場所 参 集 者 担い手協議会活動内容

4/18 東京都 各県農業会議、 ○外国人研修受入れ適正化支援事業担当者会議
農水省、(財) ・農業分野の外国人研修・技能実習制度をめ
国際研修協力 ぐる情勢について
機構、ＪＡ全 ・外国人研修受入れ適正化支援事業の取り組
中、全国農業 みについて
会議所 ・外国人研修・技能実習制度の仕組みと留意

点について
・外国人研修受入れ現場からの事例報告



4/21 名古屋市 東海農政局、 ○地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業ヒ
県担い手協議 ヤリング
会 ・養老町担い手育成総合支援協議会

（実施地区：養老地区）
・美濃加茂地域担い手育成総合支援協議会
（実施地区：加茂野町稲部地区）

・御嵩地域担い手育成総合支援協議会
（実施地区：御嵩地区）

4/23 名古屋市 東海農政局、 ○担い手育成・確保に向けた管内各県担当者会
東海管内関係 議（第１回）
機関 ・経営育成関係について

・集落営農関係について
・農業法人関係について
・水田経営所得安定対策関係について
・担い手経営革新促進事業関係について
・農地情報の共有化の推進について

5/12 東京都 農水省、各県 ○都道府県担い手育成総合支援協議会新任担当
担い手協議会 者研修会並びに担当者会議
等 ・担い手アクションサポート事業の概要につ

いて
・担い手協議会の会計事務について
・担い手関係施策の概要について
・全国担い手育成総合支援協議会が実施する
事業について

5/13 東京都 農水省、各県 ○認定農業者経営改善管理システム研修会
担い手協議会 ・平成２０年度農業経営改善状況調査実施要
等 領（案）について

・認定農業者経営改善管理システムについて

5/16 羽島市 生産者、関係 ○畜産危機突破岐阜県大会
機関等 ・情勢報告

・畜産経営安定対策に関する要望
・大会申し合わせ決議採択

5/22 名古屋市 農水省、東海 ○農業関係税制に係る意見交換会
農政局、東海 ・平成２０年度税制改正の概要について
管内関係機関 ・農業関係税制の普及指導活動について

・税制改正要望等について

5/30 名古屋市 東海農政局、 ○農地情報共有化推進管内説明会
東海管内関係 ・農地情報の共有化の推進について
機関 ・情報共有システム(ＧＩＳ)の開発について

6/26,27 東京都 農業法人、県、 ○日本農業法人協会総会及び夏季セミナー
担い手協議会 ・日本農業法人協会総会

・ミニセミナー
・トップセミナー（講演）
・分科会

7/3,4 福島県 農業経営者協 ○第３３回全国稲作経営者現地研究会
郡山市 会会員、県、 ・記念講演

担い手協議会 ・農政Ｑ＆Ａ
・現地視察



7/4 名古屋市 東海農政局、 ○地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業ヒ
県担い手協議 ヤリング
会 ・高山市農業経営改善支援センター

（実施地区：高山市国府町広瀬地区）
（実施地区：高山市上宝町本郷平地区）

7/16,17 東京都 各県担い手協 ○農業法人化指導者養成研修会
議会、農業会 ・農業法人の基礎知識と農業法人の設立
議等 ・農業法人の設立・運営上の留意点

8/6 兵庫県 各県担い手協 ○集落営農リーダー・担当者交流会
神戸市 議会、地方農 ・基調講演

政局等 ・事例報告
・パネルディスカッション

8/8 岐阜市 農業者組織代 ○全国農業担い手サミットｉｎみえＰＲキャラ
表、県、県担 バン
い手協議会 ・全国農業担い手サミットｉｎみえの概要

・参加者掘り起こしの依頼

8/11 岐阜市 農業委員会新 ○農業委員会新任職員研修会
任職員、県 ・主な担い手支援策について

・水田経営所得安定対策の加入状況について

8/18,19 東京都 各県担い手協 ○農業経営管理講座Ⅱ「パソコン農業簿記」・
議会、農業会 Ⅲ「青色申告指導」
議等 ・複式農業簿記の基礎と演習

・パソコン農業簿記の基本と演習
・青色申告のメリット
・農業現場での青色申告指導

9/9 岐阜市 岐阜大学教授、 ○集落営農調査委託業務打ち合わせ
県担い手協議 ・委託業務の内容について
会 ・水田経営所得安定対策の加入状況について

9/10 名古屋市 生産者、東海 ○農業経営基盤強化準備金制度説明会
農政局、農政 ・「圧縮記帳と農業経営基盤強化準備金」に
事務所、東海 関する経理と申告手続き
管内関係機関 ・農業経営基盤強化準備金制度の事務手続き

・軽油引取税の免税制度の拡充について

9/11 東京都 各県農業会議、 ○都道府県担い手育成総合支援協議会第２回担
農水省、地方 当者会議
農政局、全国 ・担い手の育成・確保に向けた取り組みにつ
関係機関、Ｊ いて
Ａ全中、全国 ・平成２１年度予算概算要求について
農業会議所

9/25 名古屋市 東海農政局、 ○担い手育成・確保に向けた管内各県担当者会
東海管内関係 議及び意見交換会（第２回）
機関 ・平成２１年度予算関係について

・担い手育成・確保に向けた意見交換

10/2 岐阜市 岐阜大学教授、 ○集落営農調査委託業務打ち合わせ
県担い手協議 ・委託契約について
会



10/22,23 東京都 各県担い手協 ○農業経営管理講座Ⅳ「経営分析」
議会、農業会 ・経営分析の手法
議等 ・パソコンを活用した経営分析

・経営分析を行う際の留意点

10/30 岐阜市 岐阜大学教授、 ○集落営農調査委託業務打ち合わせ
県担い手協議 ・調査対象集落営農組織の選定について
会 ・調査内容について

11/13,14 三重県 認定農業者、 ○第１１回全国農業担い手サミットｉｎみえ
国、県、担い ・事例報告
手協議会、担 ・パネルディスカッション
い手育成等関 ・地域交流会
係機関等 ・現地研修会

11/26,27 香川県 各県・地域担 ○担い手育成総合支援協議会担当者交流会議
丸亀市 い手協議会、 ・香川県の担い手育成の取組状況

県、普及セン ・事例発表
ター、全国担 ・情勢報告
い手協議会等 ・現地視察

12/4 東京都 認定農業者、 ○優良担い手表彰伝達式・経営改善シンポジウ
集落営農組織、 ム
農水省、関係 ・優良担い手に対する表彰
機関、各県担 ・優良事例発表
い手協議会等 ・パネルディスカッション

12/25 岐阜市 農業法人組織 ○東海ブロック農業法人組織事務局担当者会議
事務局、中小 ・(独)中小企業基盤機構のサービスについて
機構、日本農 ・経営相談、農商工連携等について
業法人協会 ・農業経営創業・事業拡大支援事業について

・日本農業法人協会の役員改選について

1/21,22 東京都 スペシャリス ○都道府県担い手協議会スペシャリスト研修会
ト、担い手協 （税金編）
議会 ・簡易型経営分析ソフトの概要とポイント

・２０年度青色申告に向けての税制関係のポ
イント

・２１年税制改正の概要ポイント
・税務関連の注意すべきポイント

1/23 名古屋市 東海農政局、 ○東海３県農地流動化担当者会議
東海管内関係 ・平成２１年度農地流動化関係事業について
機関

1/28 名古屋市 東海農政局、 ○担い手育成・確保に向けた管内各県担当者会
東海管内関係 議（第３回）
機関 ・平成２１年度農林水産予算関係について

・農地保有合理化事業について
・農業経営基盤強化準備金制度について
・水田経営所得安定対策について

2/5 名古屋市 農水省、東海 ○東海農政局管内経営構造対策等担当者会議
農政局、東海 ・強い農業づくり交付金（経営構造対策）
管内関係機関 ・地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業

・広域連携アグリビジネスモデル支援事業



・企業等農業参入支援推進事業等
・地域雇用拡大型農業経営確立緊急対策事業
・会計検査等について
・木材利用促進について
・農林漁業人権啓発対策について

2/5,6 東京都 農業経営者協 ○第３８回全国農業経営者研究大会
会会員、担い ・基調講演
手協議会 ・ミニセミナーⅠ、Ⅱ

・分科会

2/23 東京都 各県農業会議、 ○都道府県担い手育成総合支援協議会第３回担
農水省、地方 当者会議
農政局、全国 ・全国担い手協議会の平成２１年度事業計画
関係機関、Ｊ ・担い手協議会の運営体制の強化
Ａ全中、全国 ・平成２１年度担い手育成総合支援協議会関
農業会議所 係予算について

3/12 大阪市 農業法人組織 ○農業法人組織事務局担当者会議
事務局、日本 ・日本農業法人協会の経営相談業務について
農業法人協会 ・各県協会及び日本農業法人協会の活動

3/12 大阪市 日本農業法人 ○（社）日本農業法人協会経営セミナー
協会会員、農 ・事業承継について
業法人組織事 ・農商工連携について
務局、中小機 ・日本農業法人協会の経営相談業務について
構、日本農業

法人協会

3/17 岐阜市 県農業機械商 ○岐阜県農業機械商業組合青年部研修会
業組合青年部、 ・担い手への機械等導入の支援事業
担い手協議会 ・担い手への各種支援策


