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担い手の経営のライフステージに応じた支援 

 

（8）ふくしま農業女子ネットワーク農業経営セミナー 

農林中央金庫 福島支店（福島県） 

 

新規 継続 

○ 

  

（平成  年  月） 

 

1 動機（経緯） 

ふくしま農業女子ネットワークは「女性の新規就農の促進」「女性視点での農作物や加工

品の商品化」等を目的に平成 28 年 7月に設立されたもので、当金庫は平成 29年 1月に応

援団企業（第一号）の認定を受けました。 

当庫は同ネットワーク事務局である福島県との連携企画として平成 29年 2月に農産物加

工セミナーを実施し、今回はその第二弾として、事業計画の作成方法や資金調達方法の習

得を通じた経営能力の向上を目的にセミナーを開催しました。 

2 概要 

セミナーには、郡山市・桑折町・須賀川市・会津若松市・西会津町など県内各地からネッ

トワークメンバー14名が参加しました。 

事業計画の考え方について、一般社団法人農業経営支援センターの山﨑代表理事を講師と

して招き、「農業経営を「見える化」する～マネジメント力を高める～」をテーマに講義

を実施しました。講義では、実践力を高めるために、グループワークも行い、事業計画策

定の際のポイントを学んだほか、参加者同士での意見交換を行いました。 

また、当金庫は、農業者向けの資金調達方法や「農業所得増大・地域活性化応援プログラ

ム」のサポートメニューの説明も行いました。 

3 成果（効果） 

参加者からは「事業計画の必要性を学ぶことができるよい機会であった。たいへん勉強に

なった」「自分の経営の強み・弱みが整理でき、今後のビジョンの具体化につながった」

「周囲の女性農業者仲間の話を聞くことのできる非常によい機会であった」などの感想が

あり、参加者の事業計画策定などを通じた経営能力の向上につながりました。 

4 今後の予定 

ネットワーク会員の要望が強い経営課題を中心にセミナーを継続して開催するとともに、

事業計画策定・資金調達のサポートを行い、メンバーの経営能力の向上を支援していく予

定です。 

【講演の様子】             【参加者の様子】 
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