
本県農林水産業を担う人材育成に係る施策の概要 

【山形県農林水産業振興計画（平成29年3月）】 
○基本理念 
  「高い競争力によって力強く発展し、地域に活力と誇りを与える農林水産業の実現」 
○基本方針 
 基本理念を実現するため、発展の基礎となる人材の育成・確保など基盤を強化する施策(基本方針１)を第一とし、その上で、競争力を高め所得を生み出す施策(基本方針２、基本方針３)、農山漁
村を維持・活性化する施策(基本方針４)、これらを支える県民の参加と協力を促す施策(基本方針５)を総合的に展開。 
○基本方針１ 農林水産業・農山漁村を持続的に発展させる基盤の強化 
 ・農林漁業者減少への対策が急務であるため、農林水産業に意欲のある人材を呼び込み、育成し、定着を図る取組みを強化。 
 ・人材の育成・確保に取り組んでもなお、人口減少社会において農林漁業者の総数の維持は困難であるため、一人ひとりの生産性を高める基盤強化を推進。 

資料２ 

１ 農業を担う多様な人材の育成・確保と活躍の促進 

①新規就農者の確保・育成対策 
 ○地域の実情にあわせた新規就農者の確保・育成 
  のため、動機付けから就農準備、就農、定着まで、 
  各段階に応じたきめ細かな支援を実施。 
  （就農相談会、アグリインターンシップ、育成 研修、 
  技術・経営指導など） 
 ○具体的には、以下の取組み等を実施。 
  ・首都圏等で開催される就農相談会での就農ＰＲ活動に加え、 
   メールマガジンやフリーペーパーを活用した情報発信を強化。 
  ・仲間づくりと相互研鑽のための新規就農者フォーラムを実施。 
 
②農地と技術の一体的継承の推進 
 ○離農を検討している熟練農業者から新規就農者へ農地と技術 
  を一体的かつ円滑に継承する取組みに対する支援を実施。 
 ・モデル的な取組みを行う地域の農業研修生受入協議会（農業者、市町村、ＪＡ等による 
  組織）に対する支援。（H29実績：８地域、H30予定：13地域） 
  【農業研修生受入協議会の設置状況（平成30年2月末現在）】 
  
  
  
  
③農林大学校の新規就農支援 
 ○養成部における２年間の教育で、｢農林業｣の担い手として即戦力となる実践的な農業技術・ 
  経営管理能力を備えた農業人材を育成するとともに、研修部における経営発展段階に応じた   
  多様なニーズに対応できる研修による能力向上。 
 【養成部】 
 ・複合経営に関する力を養うため、他学科の授業の履修を必須とする副専攻基礎実習を実施。 
 ・ＧＡＰの認証取得及び実践を通じて、国際水準の農業生産工程管理手法を習得することに 
  より、学生のスキルアップと卒業後の地域への波及を図るため、「ＡＳＩＡＧＡＰ」の認証を取得。 
  （H29実績：穀物（米）、H30予定：園芸） 
 ・農業法人とのマッチング強化のため、農業法人との就職相談会を２回実施。 
 【研修部】 
 ・就農後５年程度までの農業者を対象とした農業者に求められる農業技術の実践力や判断力 
  身につける研修、就農後５年程度以降の農業者を対象とした地域をリードする農業経営者を 
  目指し、経営力の高度化を図る研修など、農業経営の発展段階に応じた研修の実施。 
 ・農産加工や新分野進出、女性農業者の経営力向上に向けた研修等の実施。 
 ・やまがた農業経営塾を創設（詳細は後掲） 

④園芸作物大規模集積団地における人材育成 
 ・ＪＡが整備したハウスや機械を貸し出し、熟練した生産者が 
  栽培指導を行う仕組みで団地化を支援するとともに、団地化 
  支援チームが中心となって就農前から就農後まで、技術・ 
  経営両面から営農指導を実施。 
 
⑤スマート農業活用による人材育成 
 ・スマート農業に対応した環境測定装置等を活用し、 
  熟練農業者の栽培技術を新規就農者へ迅速に継承を図るなど、効率的に人材を育成。 
 
⑥畜産担い手の育成 
 ・地域の中心となる畜産担い手の生産基盤の強化に向けて、 
  規模拡大や省力化・生産性向上に資する施設・機械の整備 
  と家畜の増頭に対する支援を実施。 
 ・担い手のスキルアップや交流促進を図るため、和牛塾などの 
  研修会を各総合支庁単位で開催。 
   （H29実績：４回（生産者約100名）、 
    H30予定：４回（生産者約120名）） 
    
⑦６次産業化を推進する人材の育成 
 〇県産農林水産物等の地域資源を活用した新事業に、経営感覚や起業家精神をもって取り組 
   む人材（実践者・経営者）を育成するため、「６次産業ビジネス・スクール」を実施。 
    【 ６次産業ビジネス・スクールの概要】 
    事業主体：県、 運営主体：やまがた食産業クラスター協議会（業務委託）、「やまがた６次産 
    業人材創生コンソーシアム」（山形大学、農業関係団体、商工関係団体等）が連携・協力。 
    H29実績：受講者 28名、H30募集予定者数 ：30名 

 〇農山漁村において交流拠点になる農林漁家民宿・レストランの開業等を担う人材の育成・確     
保を図るため、各種研修会を実施。 

      【農林漁家民宿・レストラン人材育成の概要】 
    ・開業までのプロセスや関連法規等に関する 
    開業支援研修会 
     （H29実績：受講者 35名、H30：募集予定者数 40名） 
    ・県内の取組事例を学ぶ実践者訪問研修 
     （H29実績：受講者 25名、H30募集予定者数 ：40名） 
    ・経営の実際やノウハウ等を習得する短期体験研修 
     （H29実績：受講者 4名、H30募集予定者数：10名） 
 

協議会設置市町 

寒河江市、河北町、朝日町、大江町、西川町、村山市、尾花沢市、高畠町、 
長井市、白鷹町、飯豊町、鶴岡市 ※12市町のうち下線の８市町がモデル事業実施 

【新・農業人フェア 
    での相談対応】 

【若者が活躍するセルリー団地】 

【和牛塾の開催】 

【６次産業ビジネス・スクール】 
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資料：県農業経営・担い手支援課（年の区分：前年6月～当該年5月） 
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本県農林水産業を担う人材育成に係る施策の概要 

４ やまがた森林ノミクスを担う人材の育成・確保 

①林業の新規就業の促進確保 

 ・農林大学校林業経営学科において、やまがた森林ノミクス 
  の取組みの担い手となる林業の次世代リーダーを育成。 
  （H29：15名卒業。12名が森林組合、製材メーカー等に 
   就業予定） 
 ・農林大学校林業経営学科で将来林業経営を担う人材として 
  期待される学生に対し、給付金を支給。 
 ・林業への就業を支援するため、林業就業希望者を対象に林 
   業の基礎知識、林業体験、就業相談等を行う林業就業支援 
    講習会を開催。主催：山形県林業労働力確保支援センター 

  （H29実績：14名） 
 
②林業技術者の育成 
 ・森林施業の集約化に向けた森林経営計画の策定等を担う森林施業プランナーの養成。 
 ・森林施業や森林管理技術の向上のための研修会等の開催。 
  〔フォレストリーダー研修〕 
    林業就業経験年数５年以上の者を対象に安全衛生管理やコスト管理等の研修 
  〔森林作業道作設指導者養成研修〕 
    作業道の作設技術を指導できる人材を育成するための現地実習等の研修 

 
③林業士（青年林業士・指導林業士）の育成 
 ・林業の技術指導や新規就業者の支援等を行う林業士の 
  育成強化。 
  【林業士】 
   地域のリーダーとして後継者の指導・育成等に意欲的に 
   取り組む林業・木材産業経営者及び林業従事者を青年 
   林業士と指導林業士に区分し認定。県の独自制度。 
   （H29実績：林業士８名（青年７名、指導１名）、 
     H30予定：林業士７名（青年５名、指導２名）） 

○女性農業者のリーダー育成 
 ・農業の生産現場で女性が一層活躍できる環境づくりを進めるため、 
  各地域にリーダーとなる女性農業士を確保。 
 ・積極的に農業経営に携わり経営発展を目指す若い女性農業者を 
  対象とした「アグリウーマン塾」の開催。 
  【アグリウーマン塾の概要】 
   全５回開催。先進的な女性経営者の講演や先進事例視察を交えながら、各自の経営ビジョンを 
   策定し、経営状況の把握を踏まえて、経営発展のためのビジネスプランを作成。 
   （H29実績：県内各地域の女性農業者18人修了。H30募集予定人数：20人） 
 ・前年度のアグリウーマン塾修了生を対象に、ビジネスプランの進捗管理と経営管理能力の向上に 
  向けたフォローアップ研修を開催。   

３ 女性の活躍を促進する環境整備 

２ 高い競争力を持つ農業経営体の育成 

地域農業を牽引し、生産力・収益性が高く、他産業並みの所得を確保できる「トップランナー」の育成を
加速化するとともに、より高い経営力と生産力を持ち企業的経営を実践する「スーパートップランナー」
への発展を促進するため、経営力の向上と一体となったオーダーメイド型の経営発展支援を展開。 
  トップランナー：地域農業を牽引する競争力の高い経営体であって、主たる経営者１人当たりの 
            農業所得が400万円以上の農家及び農業法人 
  スーパートップランナー：トップランナーのうち主たる経営者１人当たりの農業所得が800万円以上 
            の企業的経営を実践する農業法人 

○トップランナー等の育成支援・経営力向上支援 
・平成29年6月に設立した「山形県農業経営発展支援 
 協議会」を平成30年４月に「（仮称）山形県農業経営 
 相談所（農業経営戦略会議）」とし、関係機関の連 
 携による法人化や経営発展に向けた相談・支援体 
 制を整備。 
・各総合支庁の「農業経営支援チーム・実践チーム」 
 において、トップランナー支援対象者リストの取りま 
 とめ及び経営支援フォローアップカルテを作成。 
・税理士等の専門家アドバイザーの派遣により、トップ 
 ランナーの育成に向けたビジネスプランの策定を 
 支援。 
・スーパートップランナーを育成するため、農業者が 
 営農しながら体系的に経営を学ぶ場として「やまが 
 た農業経営塾」を創設。 
  【やまがた農業経営塾の概要】 
  ・実践的なカリキュラムを通して、経営管理能力や 
   リーダーシップ等の習得を支援するとともに、オー 
   ダーメイド型支援（補助事業）と合わせて、ソフト・ 
   ハード両面から競争力の高い経営体の育成を 
   重層的に支援。 
  ・塾長：中嶋康博氏（東京大学大学院  
   農学生命科学研究科 教授・副研究科長） 
  ・受講生：スーパートップランナーを目指す経営体 
    （H29実績：14名（うち男性12人、女性2人）、H30募集予定人数：10名程度） 
○担い手への農地の集積・集約促進 
 ・市町村や農業委員会等による地域での話合い、マッチング活動を支援するとともに、県内全 
  域で農地中間管理機構の活用を促進し、担い手への農地の集積・集約化を推進。 

５ 水産業を担う人材の育成・確保 

①水産業の人材育成 
 ・動機付けから独立・定着の段階に応じた体系的な支援による新規就業者の育成・確保。 
 ・生産、流通、加工など水産業に係る担い手の育成・確保対策を検討する協議会の運営。 
  ・具体的には以下の取組み等を実施。 
  ・将来の進路として水産分野に興味を持ってもらうため、県内の中学生を対象に少年水産 
   教室を開催。（H29実績：96名） 
  ・本県漁業への理解を深めてもらうため、加茂水産高校生を対象 
   に、底びき網や定置網の体験漁業を実施。（H29実績：28名） 
  ・漁業就業に向け、準備研修を実施。（H29実績：２名） 
②漁業のトップランナーの育成 
 ・漁業の生産性の維持・向上により所得向上を図るため、はえ縄船 
  や基幹漁業である底びき網の代船建造を支援。 
  （H29実績：基幹漁業である底びき網漁船２隻、はえ縄漁船３隻、 
   採貝藻漁船１隻が竣工） 

【相談・支援体制】 

【農林大学校 
   林業経営学科】 

【林業士認定式】 

【漁業就業準備研修】 

 
山形県農業経営相談所（農業経営戦略会議） 

（事務局：やまがた農業支援センター） 
 

 ・ 農業経営の法人化、トップランナーやスーパートッ 
  プランナーの育成など、農業の経営発展に向けた推 
  進方策の検討・決定 
 ・ 第３次農林水産業元気再生戦略のプロジェクト目標 
  の達成に向けた取組みの推進・フォローアップ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

構  成  員 
 ◇農業関係団体（JA中央会、農業会議、支援センター等） 
 ◇農業者団体（農業法人協会、認定農業者協議会等） 
 ◇商工関係団体（企業振興公社） 
 ◇経営専門家（税理士、中小企業診断士等） 
 ◇金融機関 ◇行政機関（市町村代表、県）       等 
  
 
 
 

 

農業経営支援チーム 
（事務局：総合支庁） 

 
 

 ・ 法人化や経営発展に意欲的な経営体（重点指導 
 農業者等）の選定・伴走支援 
 
 
 
 
 
   ※ 支援チームの中に、農業技術普及課単位の 
     実践チームを置く  

 構  成  員 
 ◇農業関係団体（JA、農業会議、支援センター等） 
 ◇経営専門家（税理士、中小企業診断士等） 
 ◇市町村、県（農業振興課、農業技術普及課） 等 

２ 


