令和２年度版

担い手支援スペシャリスト

農業経営相談所では、農業経営上の課題を抱える農業者
に対し、解決を手助けするための担い手支援スペシャリス
トによる支援を行っています。
（支援を受けるための注意点は裏表紙へ）

群馬県農業経営相談所
（群馬県担い手育成総合支援協議会）

農業の会計、税務、法人設立、節税などの支援実績が抱負です。
た

ご

田子

かずお

税理士（関東信越税理士会

一夫

前橋支部）

約４０年前に会計事務所を開業してから農業経営の支援に力を入れています。農
業の会計、税務、法人設立、節税など支援実績は多くの経験があります。大切に
しているのは、農業者の気持ち、思いを大切にしながら、「農家が農業によって
幸せになる、事業が継続できる」ようにすることです。その点から、数字面や制
度面などでサポートしています。

米・麦・酪農・施設園芸などの経理に関することが得意です。
いのうえ

ひであき

井上

英明

税理士（関東信越税理士会

前橋支部）

34 年間の税務職員のうち、10 年間農業担当として従事。その間特に畜産業（酪
農・肥育牛等）について措置法 25 条（肉牛の免税）を研鑽し、そのノウハウを
有効に利用し、担い手育成該当者を支援していきたい。具体的には、共通経費を
親牛固有・子牛固有・共通経費に区分し、免税所得を計算するなど。

経営改善への助言や確定申告の指導等が得意です。
あ く ざ わ

しょうじ

阿久澤

章二

税理士（阿久澤章二税理士事務所）
農業経営アドバイザー

平成２６年税理士登録し、数件の農業経営者の財務及び税務を担当し、資金繰表
の作成や経営改善の助言も行っています。また、確定申告期には農協の支所で農
業者の所得税及び消費税の申告指導を行っています。平成２８年には農業経営ア
ドバイザー登録し毎年日本政策金融公庫が主催する研修を受講しています。

法人税・所得税・相続税などに関しての対策はお任せください。
こぐれ

さぶろう

木暮

三郎

税理士会（関東信越税理士会 高崎支部）

事業主が高齢化されていて世代交代を考えている方がいるかと思います。事業承
継に関する贈与税、相続税の対策を一緒に考えたい。また、核家族化が進む現在、
農業は 1 人では出来ません。事業の計画・生産・販売の全分野で大勢の人の助け
が必要です。農業生産法人を立ち上げ、安定した農業経営が出来るように考えた
い。

農業所得者に対する指導会や説明会の講師も務めています。
まつい

たかみね

松井

考峰

税理士（桐生中央税理士法人・所属税理士）

税務署勤務中は、農業担当者として 20 年近く農業所得者に対する事務や指導等
に従事していました。また、税理士登録後は、農業所得者に対する指導会や説明
会の講師として、税務等の面から農業経営実務等の指導や相談に従事してきまし
た。
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法人化に関するご相談など、誠意を持って対応します。
やまだ

けいすけ

山田

圭佑

税理士

2017 年 4 月より担い手支援スペシャリストとしての活動をしています。法人化に
関するご相談で対応させていただく機会が多いです。メリットやデメリットな
ど、誠意をもってご説明させていただきます。

イノベーションの推進を考えている農業経営者を支援します。
つ

く

い

津久井

きよたか

税理士（津久井清隆税理士事務所）

清隆

これからの農業はデンマークの様な成熟国型の農業を目標に、経営感覚溢れた農
業経営者が必要です。そのために、他産業のノウハウを柔軟に活用し、生産性の
向上、イノベーションの推進を考えている農業経営者の方々の支援をしたいと考
えています。

農家の方々の“困った”を解決したいです！
おりた

なりやす

折田

成康

税理士会（関東信越税理士会 高崎支部）
オリタックス税理士法人

平成 2 年生まれの税理士です。難しい言葉で書いてある税法や制度を、いかに簡
単な言葉でお伝え出来るかを常に考えております。
農家の方々と今後の農業の為に、一緒に悩み、問題を解決していきたいです。

会社設立からその後の労務管理までワンストップで受注します。
せき

たつろう

関

辰朗

社会保険労務士
司法書士

近年、日本の労働力不足がますます深刻になっており、労働力の取り合いになっ
ている状況です。これは農業分野も例外ではなく、今後はいかに労働者に選んで
もらえるか、いかに労働者に継続して就労してもらえるかを考えなければならな
いと思います。経営に無理のない範囲で、農業特有の特性も活かせるような労務
管理のお手伝いを目指しています。

福利厚生、賃金体系、就業条件等の整備をお手伝いします。
いたがき

ゆうじ

板垣

裕司

社会保険労務士（板垣労務管理事務所 所長）

近代的経営を目指す皆さんに対し、従業員と共に発展する企業作りを支援した
い。生産性と収益性が高く安定した農業経営を確保するため、従業員の福利厚生、
賃金体系、就業条件等の整備のお手伝いができればと考えています。
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福利厚生、賃金体系、就業条件等の整備をお手伝いします。
やまざき

まさひさ

山﨑

正久

社会保険労務士（板垣労務管理事務所 所長）

農業は国の基盤産業であると思っています。食物を 100％時刻で賄うことが理想
です。それに近づけるためにも、少しでも農業者の支援が出来ることがあれば、
お手伝いしたいと思います。

他業種での経験を生かして農業経営者への助言や支援を行います。
すずき

まさと

鈴木

正人

社会保険労務士（鈴木労務管理事務所 所長）
ファイナンシャルプランニング技能士

製造業、医療業、社会福祉、介護事業などを中心に労務管理を行ってきました。
他業種での経験を生かし、農業経営者に対する労務管理上で必要な助言や支援を
行っていきたいと思います。

賃金・労働時間・退職等に関するご相談にお応えします。
さ

の

佐野

しょうじ

特定社会保険労務士（やまと労働法務事務所 代表）

彰二

隣県の大規模農業事業者を顧問先に持つ特定社会保険労務士が、経営資源として
の「人」について、賃金・労働時間・退職等対処に困るご相談のあれこれにお応
えします。経営者ご自身の年金や年金受給者の雇用に関する疑問も、わかりやす
く解説しながら問題解決のお手伝いをさせていただきます。

農業経営のポイントとなる労働環境整備を支援します。
せき

かずゆき

関

一之

特定社会保険労務士（関一之労務管理事務所）
技能実習制度 JITCO 法的保護外部専門講師

自然の影響が労働環境を大きく左右してきた農業経営の選択肢は、大規模化、法
人化、企業化の進行が必然となり、求められる対応策として労働力確保、人材育
成、定着率向上等の労働環境整備がポイントとなります。相談指導・支援、労務
管理全般を行っています。

若手就農者の活躍の場が広がるようにサポートします。
やまもと

かずひさ

山本

和久

社会保険労務士（やまもと労務管理コンサルタント 所長）

県内各地でのサービス業の関与先を多く抱えている経験から、農業の六次産業化
への展開についてアイデアを出し、また農業の魅力発信のためのヒントを提案し
ながら、若手就農者の活躍の場が広がるようにして差し上げたいと思います。県
北地域の事業所に特にまめに動けると思います。
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農業分野に必要な経営診断と戦略を一緒に作っていきましょう。
あ く さ わ

ゆたか

阿久澤

豊

中小企業診断士（阿久澤中小企業診断士事務所
群馬県６次産業化プランナ－
群馬県事業承継支援リーダー

代表）

農業者を取り巻く国内環境は少子高齢化、食の変化などへの対応と国外環境では
農業分野のグローバル競争の対応などで複雑化しています。そこで従来的対応、
農業技術や品質の向上、出荷先の安定化だけでは農業経営を存続し発展させるこ
とは困難です。私は農業分野に必要な経営診断と戦略を一緒に作るお手伝いをし
たいと考えています。

経営診断、事業承継、経営計画の策定をお手伝いします。
せきた

じゅんじ

関田

淳二

中小企業診断士（TGB コンサルオフィス
ファイナンシャルプランニング技能士
大学非常勤講師 事業承継支援マスター

代表）

経営の目的の一つは、価値（キャッシュフロー）を産み出し事業を継続させるこ
とです。そのためには、現在の実態を把握して、強み・弱みを掌握する。成長へ
の実現可能な戦略・戦術の検討する。というプロセスが有効となります。農業経
営者の皆様が想い描く将来を、
「見える化」
「現実化」するために少しでもお役に
立てればと思っています。

４０年以上農業に関わってきた経験を生かして農業者を支援します。
よしだ

たけひろ

吉田

武宏

中小企業診断士（吉田中小企業診断士事務所 代表）
群馬県事業承継支援リーダー

農業団体等において、40 年以上農業に関係する仕事に携わってきました。この間、
野菜等の販売、資材の購買、農産物直売所等店舗の建設や店舗指導、また、農畜
産物の販売促進やブランディング等多くの仕事を経験してきております。私自身
も農家であり、農業者の皆さんに少しでもお役に立ちたいと考えておりますの
で、よろしくお願いいたします。

経営面で農業に真剣に取り組んでいる方々の役に立ちたい。
み まき

ふみ お

三牧

文雄

中小企業診断士（サンホープ経営事務所 代表）
群馬県事業承継支援リーダー

私は農家の長男として小さい時から田畑に親しんできました。いまの時代の農業
経営者は栽培技術とともに、経営理論を踏まえ、問題点の発見とそれを分析・構
造化して解決するための手法を身につけたり、データに基づく管理、人材育成な
どの経験を積んで成長基盤を作ることが求められます。農業に真剣に取り組んで
おられる特に若い方々に、なにがしかのお役に立てればと考えております。

経営戦略策定、IT・IoT 利活用、マーケティングはお任せください。
あ

ざ

み

阿左美

よしはる

中小企業診断士（有限会社アザミ 代表取締役）
IT コーディネータ

義春

農家の長男として生まれ、農家の家庭で育ち、両親の農業経営を目の当たりにす
る中で、農業の厳しさは理解しているつもりです。その厳しさを知るからこそ、
農家が投下した資本や労働力に見合った収益を得られる経営体となるよう、得意
分野であるマネジメント面、マーケティング面、ＩＴ・ＩｏＴ技術面からご支援
致します。
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農業の近代化を目標に、若手経営者の経営力向上を指導します。
て し が わ ら

としゆき

勅使川原

敏之

経営コンサルタント（MBA）
（けやきコンサルティング 代表）
中小企業診断士
大学非常勤講師

農業の近代化を目標に、基本に忠実な経営力向上を若手経営者に指導したい。製
造業 30 年の実務経験から、製造現場の生産性を農業に活かす挑戦を考える。標
準作業の考え方を設備保全から段取り作業にまで展開し、個人差やバラツキが無
い時間短縮を図る。

強み・特徴を知って、一歩踏み出したい農家を応援します。
もてき

茂木

み

え

三枝

中小企業診断士

平成 8 年に中小企業診断士に登録し 20 年以上、創業支援・中小企業支援に携わ
ってきました。経営者からじっくりお話をうかがい、課題を把握するとともに、
強み・特徴を明確化し、営業強化を図ってきました。農業分野では、農産物直売
所、観光農園、農村女性のお蕎麦屋さん等を支援しました。一歩踏み出したい農
家さんを応援しています。

地に足の着いた農産加工分野の支援を目指しています。
まつだ

ゆたか

松田

裕

中小企業診断士（株式会社はじまりビジネスパートナーズ 中部事務所）

個人事業主：松田企画
JHTC 認定 HACCP コーディネーター

食品メーカーでの生産実務や商品開発などの現業経験を有し、これまで加工場や
圃場などの現場に足を運び、地に足の着いた支援を農家様、食品加工事業者様と
積み重ねてきました。衛生管理（HACCP）や食品表示、加工機械導入などの周辺
分野を含め、皆様の取り組みをお手伝いさせて頂きます。

法的な側面から、農業経営をお手伝いします。
さるや

なおき

猿谷

直樹

弁護士

農業者の皆様が、円滑に農業を営んでいくために、適切な契約書を作成して取引
の場面で起こりうるトラブルを未然に防ぐことや、生産物等の権利の確保、労務
管理などが大切になります。長年築かれた経営の承継も大切です。このような
様々な場面で、法的な側面から、農業者の皆様のお手伝いをさせて頂きたいと考
えております。

経営的な戦略・作戦を見直し、体系的デザインを指導します。
たかぎ

きょうせい

高木

響正

デザイナー（事業戦略構築研究所 AX 代表）

デザインとは単にそれだけで成立するのではなく、戦略構想・作戦計画の下、体
系的に決定される手段の一つであり、ネーミング・キャッチコピー・パッケージ・
広報まで、その戦略・作戦において体系的な発想で制作されるべきものである。
ゆえにデザイン的な相談があった場合、経営的な戦略・作戦までも含めて見直し
て、その延長線上にある適切な体系的デザインを指導したいと考えている。
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お客様と事業者、両方の視点をもって問題解決のお手伝いをいたします。
こばやし

小林

かおり

デザイナー（seedvision 代表）

事業者の皆様が生産物の PR や商品開発を考えた場合「ブランディング」の視点を
もつ、ということが大切になってきます。そもそもブランディングとはどういっ
たものなのか…など、デザインに関するお悩み事やこれから展開していきたいこ
と、ポリシーやヴィジョンを是非お聴かせください。お客様目線、事業者目線の
両方の視点をもって問題解決のお手伝いをいたします。

野菜ソムリエの資格を生かし生活者視点からアドバイスします。
たむら

よしお

田村

善男

野菜ソムリエ上級プロ

総人口の減少と他に例を見ない少子超高齢化が進む中での青果物を取り巻く課題
には、青果物を含む食品の輸出入動向、国内産地の動向、日本人のライフスタイ
ルの変化からくる生活者の消費行動の変化を的確に把握し対応することが大事で
す。築地市場を中心とする 46 年間の卸売市場での経験と野菜ソムリエ上級プロと
しての知識は、必ず農業者の皆さんのお役に立てるものと確信しています。

農業法人経営者としての経験からノウハウを助言します。
ほしの

たかゆき

星野

高章

農業法人経営者（有限会社農園星ノ環 代表取締役）

家族経営の農家から法人化し、家族経営、法人経営、それぞれの良い点、悪い点
など経験から理解してきました。また法人経営に移行してから、農業経営に関わ
る、会計、採用、人材育成、組織作りなど、苦労しながらも少しずつ経験を重ね、
整えてきました。私を含め農業者は栽培以外のノウハウ、知識、経験等がない方
が多いと思います。その点で何かアドバイスできる事があるかと思います。

「持続可能な農業」の実践に取り組んでいます。
みやた

ひろゆき

宮田

裕行

農業法人経営者（株式会社国太郎 代表取締役社長）
Ｊ-ＧＡＰ認証農場

会社設立からわずか 10 余年の未熟な法人ですが、この間、東日本大震災とそれ
に伴う風評被害、雪害や水害等の幾多の自然災害を経験してきました。その都度、
法人経営の難しさに直面してきました。そんな中で私は、現代の農業は会社組織
と農村共同体の論理との止揚にあると考えております。こうした観点から、将来
にわたって「持続可能な農業」の実践に取り組んでおります。

女性農業経営者として、お伝え出来る事が有ると思います。
まつむら

ひさこ

松村

久子

農業法人経営者
有限会社 あずま産直ねっと
群馬県農村生活アドバイザー

代表取締役

夫と共に、家族経営から農事組合法人の設立、そして有限会社へ移行しました。
理解有る夫と二人で代表取締役となり、夫が会長、私が社長として、独立就農を
目指す若者を社員雇用し技術を教え、既に25名が独立した県内初のＪ－ＧＡＰ認
証農場です。私自身は、ＧＡＰ・営業・労務管理と、家庭的な会社の雰囲気作り
を担当しています。そんな経験から、お伝え出来る事があるのではと思います。
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農業経営相談所では、経営上に課題を抱える担い手等の農業者を
｢重点指導農業者｣に指定し、その経営改善･発展に向けた取り組み
を、様々な分野の専門家｢担い手支援スペシャリスト｣が支援します。

1. 担い手支援スペシャリスト派遣
重点指導農業者の方は、担い手支援スペシャリストによる指導助言を無料で受
けることが出来ます。より良い農業経営の実現のため、積極的にご活用下さい。
重点指導農業者以外の方で、担い手支援スペシャリストによる支援を受けたい
場合は、支援機関を経由して申込書を農業経営相談所にて提出し、重点指導農業
者の指定を受ける必要があります。
※ 支援機関：農業会議、県農業構造政策課、普及組織、JA 群馬中央会、日本
政策金融公庫前橋支店農林水産事業など

2. 担い手経営相談会
認定農業者（農業法人含む）等の担い手を支援するために担い手支援スペシャ
リストによる無料の相談会（9 月、12 月 2 月）を開催しています。
（重点指導農業者以外の方も利用できます。）

3. ぐんま認定農業者メールマガジン｢いきいきホットメール｣
群馬県担い手育成総合支援協議会では、認定農業者等に役立つ情報
を毎月 1 日メールマガジンで提供しています。上記相談会等の
開催情報も掲載しておりますので、是非ご登録のうえご活用下
さい。

4. お問い合わせ先
群馬県農業経営相談所（運営:群馬県担い手育成総合支援協議会）
前橋市大渡町一丁目１０-７（群馬県農業会議内）
℡

027-280-6171（平日 9:00～17:15）
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Fax

027-255-6461

