
「農業経営アドバイザー連絡協議会」の設立状況（平成29年3月末現在） （資料２）

開催日

北海道地区 北海道農業経営アドバイザー連絡協議会「かけはし」 11月22日
幹事：細川拡厚税理士事務所所長　細川拡厚、㈱北海道銀行営業
推進部アグリビジネス推進室室長　佐藤泰一、北海道信用農業協
同組合連合会農業融資部担い手支援室部長代理　鈴木英隆

北海道農業法人協会（業務協力締結先）、北海道税理士会、
北海道中小企業家同友会

280

東北地区

青森支店 青森県農業経営アドバイザー連絡会 9月27日
会長：㈱近田会計事務所監査第二課課長　柴田英明

副会長：青森銀行法人営業部部長　白鳥元生
　　　　　みちのく銀行地域創生部部長　杉本浩一

青森県農業法人協会 55

秋田支店 秋田県農業経営アドバイザー連絡協議会 11月11日
幹事：高橋茂輝税理士事務所代表　高橋茂輝、株式会社秋田銀行
副主査　髙橋克雅、秋田しんせい農業協同組合係長　佐藤充

秋田県農業法人協会、秋田県農業公社 25

盛岡支店 岩手県農業経営アドバイザー連絡協議会 8月25日 幹事：岩手県信用農業協同組合連合会農業部部長 工藤孝志 岩手県農業法人協会 182

仙台支店 宮城県農業経営アドバイザー活動推進協議会 9月9日
会長：㈱YACコンサルティング　古高真一
副会長：農林中央金庫仙台支店　條川

農業法人協会、６次化サポートセンター、みやぎ産業振興機
構、東北税理士会宮城支部、農林中央金庫仙台支店

77

山形支店 山形県農業経営アドバイザー連絡協議会 10月19日
会長：三谷美重子税理士・社会保険労務士事務所　三谷美重子
副会長：㈱山形銀行営業支援部　船田章

農業法人協会 35

福島支店 福島県農業経営アドバイザー連絡協議会 11月22日
幹事：遠藤久税理士事務所代表　遠藤久、㈱東邦銀行法人営業部
営業渉外課長　三瓶洋一

うつくしまふくしま農業法人協会 19

関東甲信越地区

水戸支店 茨城県農業経営アドバイザー連絡協議会 10月19日
幹事：アイアグリ(株)　玉造元五、茨城県信用組合　岡野伸之、㈱
常陽銀行　高畠啓介、永光パートナーズ　逆井甚一郎

茨城県農林水産部、茨城県農業法人協会 34

さいたま支店 埼玉県農業経営アドバイザー連絡協議会 8月30日
幹事：埼玉県信用農業協同組合連合会　浅香良祐、税の西田　西
田 芳秋、埼玉県農業技術センター　本間利明、（公財）埼玉りそな
産業経済振興財団　真鍋伸次

埼玉県農業法人協会、県 42

宇都宮支店 栃木県農業経営アドバイザー連絡協議会 10月27日 幹事：大戸孝男税理士事務所所長　大戸孝男 栃木県農政部生産技術課 37

前橋支店 群馬県農業経営アドバイザー連絡協議会 11月10日
幹事：天川会計事務所代表税理士　天川洋、しののめ信用金庫前
橋西支店長　駒井英樹、干川会計事務所長税理士　干川芳男

群馬県、群馬県農業会議、群馬県農業公社、群馬県農業法
人協会、関東甲信税理士会群馬支部、農林中央金庫、しの
のめ信用金庫、前橋市、高崎市

63

長野支店 長野県農業経営アドバイザー協議会 12月9日
会長：（一社）長野県経営支援機構代表理事伊澤統樹
副会長：長野県信用農業協同組合連合会農業部課長代理　浅川
史郎

信連（系統）、長野県経営支援機構 93

千葉支店 千葉県農業経営アドバイザー連絡協議会 10月24日
会長：秋葉芳秀（税理士）
副会長：伊能賢一（中小企業診断士）

千葉県(担い手支援課、団体指導課)、千葉県農業協会 109

東京支店 農業経営アドバイザー東京連絡会 3月21日
幹事：株式会社結アソシエイト代表取締役松田恭子、川合会計事
務所川合忠信

2

横浜支店 神奈川県農業経営アドバイザー連絡協議会 11月16日 幹事：（一社）農業経営支援センター　村上一幸 神奈川県、県農業法人協会、農業会議 13

甲府支店 山梨県農業経営アドバイザー連絡協議会 9月29日
幹事：入江会計事務所所長　入江薫、山梨中央銀行法人営業部調
査役　三井英幸

東京地方税理士会甲府支部、山梨中央銀行、日本農業法人
協会山梨県支部

24

新潟支店 新潟県農業経営アドバイザー連絡協議会 12月14日
幹事：田中税務経理事務所 田中勝雄、高橋周衛税理士事務所 髙
橋周衛、新潟県農業総合研究所 髙橋一裕、にいがた南蒲農業協
同組合 小塚洋輔

新潟県農業法人協会 8

東海北陸地区

富山支店 富山県農業経営アドバイザー連絡協議会 12月7日
会長：税理士法人フシエ代表社員　吉田武男
副会長：富山県新川農林振興センター経営支援課経営支援班長
池田太

富山県、富山県農業会議（農業法人協会事務局） 22

金沢支店 石川県農業経営アドバイザー連絡協議会 11月21日 会長：宮田会計相談役　宮田吉弘 石川県、石川県農業法人協会、石川信連 57

福井支店 福井県農業経営アドバイザー連絡協議会 11月11日
会長：重森経営会計事務所代表 重森宣彦
副会長：斎藤榮二税理士・特定社会保険労務士事務所代表　斎藤
榮二

県/県信連/県農業会議（＝県農業法人協会事務局） 11

静岡支店 静岡県農業経営アドバイザー連絡協議会 7月25日
会長：カントリーファーム代表 清水進矢
副会長：静岡県信用農業協同組合連合会農業部長代理 三浦博嗣

県、県農業法人協会 88

岐阜支店 岐阜県農業経営アドバイザー連絡協議会 11月28日
会長：㈱OKB総研OKB農林研究所所長　笠井博政
副会長：古屋明栄税理士事務所　古屋　明栄

岐阜県、岐阜県農業会議 39

名古屋支店 愛知県農業経営アドバイザー連絡協議会 12月7日
幹事：愛知県信用農業協同組合連合会　小川徹之、経営コンサル
タント オフィスｂ-MAP　久田博司、㈱名南経営コンサルティング
伊藤淳

愛知県、愛知県農業会議 136

津支店 三重県農業経営アドバイザー連絡協議会 11月22日

幹事：三重県中央農業改良普及センター普及企画室担い手課主幹　片岡
文男、土田会計事務所代表　土田繁、三重県信用農業協同組合連合会農
業金融部主査　古市満、前川晶税理士事務所副所長　前川浩一、山田会
計事務所　山田淳

三重県、百五銀行、三重県信農連ほか 20

近畿地区

大津支店 滋賀県農業経営アドバイザー連絡協議会 12月9日
会長：吉永会計事務所　西村紳一郎
副会長：滋賀県農業協同組合中央会　西木由行

滋賀県農業法人協会、　滋賀県稲作経営者会議、滋賀県庁 16

京都支店 京都府農業経営アドバイザー連絡協議会 12月14日
会長：京都中央税理士法人　関本孝一
副会長：特定非営利活動法人スモールファーマーズ　岩﨑吉隆

（公社）京都府農業総合支援センター、京都府農業会議、京
都府農業法人経営者会議

14

大阪支店 大阪府農業経営アドバイザー連絡協議会 12月1日
幹事：産地経営サポート　東松英司、大阪府信用農業協同組合連
合会　小西貴大

経営者会議法人部会、大阪府４Ｈクラブ、大阪府農業成長化
推進会議

13

神戸支店 兵庫県農業経営アドバイザー連絡協議会 11月21日
会長：ひょうご税理士法人代表　妹尾芳郎
副会長：株式会社みなと銀行地域戦略部調査役　太畑延之

兵庫県農業法人協会 29

奈良支店 奈良県農業経営アドバイザー連絡協議会 7月28日 会長：中島会計事務所　中島誠
奈良県農業法人協会、奈良県農林部担い手・農地マネジメン
ト課

5

和歌山支店 和歌山県農業経営アドバイザー連絡協議会 9月30日
会長：風神会計事務所代表社員　風神正典
副会長：光吉直也税理士事務所所長　光吉直也、前島法務経営事
務所所長　前島宏俊

（公財）和歌山県農業公社（和歌山県農地中間管理機構）、和
歌山県農業法人協会、和歌山県農業会議、和歌山県信用農
業協同組合連合会

7

中国四国地区 中国四国地域農業経営アドバイザー連絡協議会 1月26日

幹事：Plan.Do.See井崎敏彦（鳥取）、片山城治税理士事務所片山城治（岡
山）、税理士法人維新高橋剛（山口）、阿波銀行営業推進部林裕己（徳
島）、重松修税理士事務所重松修（愛媛）、刈谷敏久税理士事務所刈谷敏
久（高知）

182

鳥取支店 同　鳥取県支部 1月19日 鳥取県農業法人協会

松江支店 同　島根県支部 12月20日 島根県農業法人協会

岡山支店 同　岡山県支部 1月26日 岡山県農業経営者協会

広島支店 同　広島県支部 11月30日 広島県農業法人協会
※支部意見交換会における意見（要望）によっては変更もあり得る

山口支店 同　山口県支部 7月25日 山口県農業法人協会

徳島支店 同　徳島県支部 7月27日 徳島県農業法人協会

高松支店 同　香川県支部 10月28日 香川県農業経営者協議会法人部会、同協議会稲作部会

松山支店 同　愛媛県支部 2月17日 愛媛県農業法人協会

高知支店 同　高知県支部 11月22日 コウチアグリマネジメントクラブ

九州地区 九州農業経営アドバイザー連絡協議会 9月2日
会長：未来税務会計事務所代表社員　西田尚史
副会長：木山雅人税理士事務所　木山雅人

144

福岡支店 同　福岡支部 11月9日 -
福岡県農林水産部農林水産政策課、園芸振興課、福岡県農
業法人協会

佐賀支店 同　佐賀支部 10月6日 幹事：越智康弘税理士事務所　越智康弘 佐賀県農業法人協会、佐賀県農業会議

長崎支店 同　長崎支部 11月29日
支部長：佐原税理士事務所　佐原徹三
副支部長：石井計行税理士事務所　石井計行

長崎県農林部農業経営課、長崎県農業会議

熊本支店 同　熊本支部 9月2日 - 熊本県農林水産部、熊本県農業法人協会、熊本県農業会議

大分支店 同　大分支部 11月16日 - 大分県、大分県農業会議　他

宮崎支店 同　宮崎支部 10月24日 -
宮崎県、宮崎県農業法人経営者協会、宮崎県農業振興公
社、宮崎県農業会議、JA系統団体等（県中央会、経済連、畜
産会、農業大学校、農業実践塾等）

鹿児島支店 同　鹿児島支部 6月24日 - 鹿児島県農業法人協会

※公庫職員除く。 1,881

地区・支店 名　称

-

協議会幹事等 見える化に向けた協力機関
参加

人数※


