山形県農業経営相談所設置要領
（目的）
第１

山形県農業経営相談所（以下「相談所」という。）は、農業経営の法人化を推進

するとともに、地域農業を牽引する競争力の高い経営体である「トップランナー」及
び「スーパートップランナー」を育成するため、経営相談・診断、経営課題のテーマ
に応じた専門家の派遣等による個別経営支援の取組等の経営改善の支援を行う。
（実施事項）
第２

相談所では、以下の事項について、協議、活動を行う。

（１） 相談所の事業計画及び各種活動指標に係る目標の設定に関すること。
（２） 経営戦略会議の開催に関すること。
（３） 相談窓口の設置、重点指導農業者への支援、経営状況の診断等の農業経営者への
サポート活動に関すること。
（４） 研修会等の開催に関すること。
（５） 情報発信に関すること。
（６） 定期的な会議の開催に関すること。
（７） その他、農業経営者の経営改善に向けた取組に関すること。
（構成員）
第３

相談所は、別表１の機関・団体で構成する。

２

相談所に所長を置く。

３

相談所の所長は、公益財団法人やまがた農業支援センター理事長とする。

（農業経営支援チーム）
第４
２

相談所に、別表２で構成する農業経営支援チームを設置する。
農業経営支援チームは、以下の事項について、協議、活動を行う。

（１）

経営相談会の周知・連絡調整に関すること。

（２）

経営力向上研修の周知・連絡調整に関すること。

（３）

法人化入門研修の周知・連絡調整に関すること。

（４）

実践チームの活動の推進に関すること。

（５）

その他、経営支援に必要な事項に関すること。

（実践チーム）
第５
２

農業経営支援チームに、別表３で構成する実践チームを設置する。
実践チームは、以下の事項について、協議、活動を行う。

（１）

重点指導農業者の候補者の選定に関すること。

（２）

重点指導農業者等の発展段階に応じた伴走支援に関すること。

（３）

地域窓口としての相談への対応に関すること。

（４）

その他、経営支援に必要な事項に関すること。

（構成員の役割分担）
第６

構成員は、相談所の事業事務を円滑に進めるため、別表４の役割分担に対応する。

（経営戦略会議）
第７
２

相談所に、別表５で構成する経営戦略会議を設置する。
経営戦略会議は、以下の事項について、審議、決定等を行う。

（１）

相談所の事業計画及び各種活動指標に係る目標の設定に関すること。

（２）

担い手等の経営戦略の策定・決定、見直しに関すること。

（３）

個別経営支援を実践するための専門家から構成する支援チームの編成・派遣決

定に関すること。
（４）

その他、相談所の運営に必要な事項に関すること。

（事務局）
第８

相談所の庶務を行うため、事務局を置く。

２

事務局は、公益財団法人やまがた農業支援センターとする。

３

公益財団法人やまがた農業支援センターに、他の支援機関や専門家との相互調整を
図るコーディネーターを配置する。

４

事務局の運営に必要な事項は、相談所所長が別に定める。

（経費）
第９

相談所の事業及び運営に要する経費は、公益財団法人やまがた農業支援センター

が、補助金、委託金及びその他の収入をもって充てる。
（事業年度）
第 10

相談所の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月 31 日までの期間とする。

（その他）
第 11

この要領に定めるもののほか、相談所の運営に関し必要な事項は所長が別に定め

る。
附

則

この要領は、平成 30 年５月９日から施行する。
附

則

この要領は、平成 31 年４月 22 日から施行する。

別表１（第３関係）
構成機関・団体
農業系団体

農業関係団体

山形県農業協同組合中央会
一般社団法人山形県農業会議
公益財団法人やまがた農業支援センター

農業教育機関

山形大学農学部
山形県立農林大学校

農業者団体

山形県指導農業士会
山形県農業法人協会
山形県地域営農法人協議会
やまがた元気な農業チャレンジネットワーク
山形県認定農業者協議会

商工系団体

公益財団法人山形県企業振興公社

経営専門家

奥山享税理士事務所
山形県農業経営アドバイザー連絡協議会
山形県よろず支援拠点
山形県農業法人協会

金融機関

農林関係

日本政策金融公庫山形支店
農林中央金庫山形支店

地方銀行

山形銀行営業支援部
荘内銀行ふるさと振興部
きらやか銀行本業支援部

行政機関

市町村

天童市経済部農林課
高畠町農林振興課

山形県

山形県農林水産部（農業経営・担い手支援課）
山形県農林水産部（農業技術環境課）
村山総合支庁 産業経済部 農業振興課

（普及組織）

村山総合支庁 産業経済部 農業技術普及課

（普及組織）

村山総合支庁 産業経済部 西村山農業技術普及課

（普及組織）

村山総合支庁 産業経済部 北村山農業技術普及課
最上総合支庁 産業経済部 農業振興課

（普及組織）

最上総合支庁 産業経済部 農業技術普及課
置賜総合支庁 産業経済部 農業振興課

（普及組織）

置賜総合支庁 産業経済部 農業技術普及課

（普及組織）

置賜総合支庁 産業経済部 西置賜農業技術普及課
庄内総合支庁 産業経済部 農業振興課

（普及組織）

庄内総合支庁 産業経済部 農業技術普及課

（普及組織）

庄内総合支庁 産業経済部 酒田農業技術普及課

別表２（第４関係）
構成機関・団体
山形県（各総合支庁産業経済部）
・農業振興課【事務局】
・農業技術普及課
管内市町村（農政担当課）
管内農業協同組合（営農担当部）
山形県農業会議
経営専門家
やまがた農業支援センター

別表３（第５関係）
構成機関・団体
山形県（各総合支庁産業経済部）
・農業振興課
・農業技術普及課【事務局】
管内市町村（農政担当課）
管内農業協同組合（営農担当部）
山形県農業会議
経営専門家
やまがた農業支援センター

別表４（第６関係）
構成機関・団体
農業系団体

農業関係団体 山形県農業協同組合中央会

役割分担

山形県立農林大学校

地域・担い手サポートセンターの運営、集
落営農組織・法人の運営支援 等
農業経営の法人化・合理化の相談、法人協
会、認定農業者協議会の運営 等
新規就農・農業経営総合相談、農地中間管理
機構、６次産業化ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの運営 等
地域定住農業者コンソーシアム（新規就農
者意欲喚起・相談等支援事業） の運営 等
やまがた農業経営塾の運営 等

山形県指導農業士会

指導農業士代表（意見聴取、事業周知）

山形県農業法人協会

やまがた元気な農業チャレンジネットワーク

農業法人代表（意見聴取、事業周知）、専
門家（農業法人経営者）
集落営農法人代表（意見聴取、事業周知）
、専門家（農業法人経営者）
青年農業士等代表（意見聴取、事業周知）

山形県認定農業者協議会

認定農業者代表（意見聴取、事業周知）

商工系団体

公益財団法人山形県企業振興公社

よろず支援拠点の運営

経営専門家

奥山享税理士事務所

アドバイザー、専門家

山形県農業経営アドバイザー連絡協議会

アドバイザー、専門家

山形県よろず支援拠点

アドバイザー、専門家

山形県農業法人協会

専門家（農業法人経営者）

日本政策金融公庫山形支店
農林中央金庫山形支店

融資相談、山形県農業経営アドバイザー連
絡協議会の運営
融資相談

山形銀行営業支援部

融資相談

荘内銀行ふるさと振興部
きらやか銀行本業支援部

融資相談、荘銀あぐり応援ファンド投資事
業有限責任組合の運営
融資相談

天童市経済部農林課

13市代表

高畠町農林振興課

22町村代表

一般社団法人山形県農業会議
公益財団法人やまがた農業支援センター
農業教育機関 山形大学農学部

農業者団体

山形県地域営農法人協議会

金融機関

農林関係

地方銀行

行政機関

市町村

山形県

等

山形県農林水産部(農業経営・担い手支援課) 第３次農林水産業元気再生戦略プロジェ
クト目標総括
山形県農林水産部(農業技術環境課)
第３次農林水産業元気再生戦略プロジェ
クト目標総括
各総合支庁 産業経済部
地域経営戦略会議（農業経営支援チーム）
農業振興課
地区総括
（普及組織）
各総合支庁 産業経済部
農業経営者サポート事業支援チーム（実践
農業技術普及課
チーム）地区総括

別表５（第７関係）
構成機関・団体
農業系団体

農業関係団体

山形県農業協同組合中央会
一般社団法人山形県農業会議
公益財団法人やまがた農業支援センター

農業教育機関

経営専門家

山形県立農林大学校
奥山享税理士事務所
山形県農業経営アドバイザー連絡協議会
山形県よろず支援拠点
山形県農業法人協会

行政機関

山形県

山形県農林水産部（農業経営・担い手支援課）
村山総合支庁 産業経済部 農業振興課

（普及組織）

村山総合支庁 産業経済部 農業技術普及課

（普及組織）

村山総合支庁 産業経済部 西村山農業技術普及課

（普及組織）

村山総合支庁 産業経済部 北村山農業技術普及課
最上総合支庁 産業経済部 農業振興課

（普及組織）

最上総合支庁 産業経済部 農業技術普及課
置賜総合支庁 産業経済部 農業振興課

（普及組織）

置賜総合支庁 産業経済部 農業技術普及課

（普及組織）

置賜総合支庁 産業経済部 西置賜農業技術普及課
庄内総合支庁 産業経済部 農業振興課

（普及組織）

庄内総合支庁 産業経済部 農業技術普及課

（普及組織）

庄内総合支庁 産業経済部 酒田農業技術普及課

