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農山漁村等地域の活性化のための融資をはじめとする支援 

 

（44）認定農業者アンケート 

ＪＡ種子屋久（鹿児島県） 

 

新規 継続 

○ 

  

（平成  年  月） 

 

1 動機（経緯） 

次世代の農業を引継いで今後の農業をどのように取組んでいくのかについて、地域の農業

を支える認定農業者の方々の考えを参考にＪＡの取組に生かしたいと思い、簡単なアンケ

ート調査を実施しました。 

2 概要 

「大規模・法人化を進めている国の施策に当管内の認定農業者の方々はどのように考えて

いるのか」、あわせて「今後どのような投資を検討しているのか」について、簡単な内容

のアンケートをＪＡ職員の組合員宅訪問を利用して、502名の方々にお願いをしました。 

アンケート内容は、「①法人化意向について」「②今後の投資計画、資金利用希望の有無」

などとし、回答に負担がかからないように簡便にする工夫を図りました。 

3 成果（効果） 

アンケート回収は 452 名（回収率 90％）となり、その中で法人化意向について、80 名

（17.7％）が検討したと回答がありました。また、今後の設備投資計画についても、農地

取得、農機具・自動車、倉庫等 188 件の回答がありました。 

法人化意向先については、畜産農家に対する研修会を平成 29年 11月に開催しました。 

4 今後の予定 

今後は、農家経営支援センター（平成 30 年 4 月）を新設し、個別に担当が対象者と法人

化に向けた検討を取り組んでいきます。また、設備投資に対する資金利用計画についても、

個別に連絡を取り合い対応していきます。 
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