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担い手の経営のライフステージに応じた支援 

 

（5）農業法人のための事業承継セミナー 

農林中央金庫 山形支店（山形県） 

 

新規 継続 

  

○ 

（平成 22年 12月） 

 

1 動機（経緯） 

農林中央金庫山形支店では、関係団体との連携拡充および県内農業法人とのリレーション

強化を図るとともに、農業法人経営者の経営力向上・ネットワーク拡充に資するべくセミ

ナーを平成 22年 12月より開催しております。 

平成 29 年度は、県下農業法人をはじめ、個人農業者からも関心の高い農業経営における

事業承継をテーマにセミナーを開催いたしました。 

2 概要 

平成 29年度の事業承継セミナーの概要は以下のとおりです。 

1 日時：平成 29年 11月 24 日（金） 

     13時 30分～16時 30 分 

2 主催：農林中央金庫 山形支店  共催：山形県農業法人協会 

3 講演：「農業者のための事業承継セミナー」 

4 講師：大川原 基剛 氏 株式会社後継者の学校    代表取締役 

             一般社団法人軍師アカデミー 理事 

 

5 取組ＰＲ：「ＪＡバンク山形県が取組む農業者サポートについて」 

        農林中央金庫山形支店職員 

3 成果（効果） 

参加された農業法人の経営者からは、事業承継の概要説明をはじめ、事業承継計画の策定

まで講演があり、体系的に理解することができた、より深いところまで視野が広がった等

の感想をいただきました。 

4 今後の予定 
今後とも県内農業法人の方々のニーズをふまえ、経営力強化・所得増大に資するセミナー

等を開催します。 
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