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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 

 

（23）担い手への出向く体制の強化 

ＪＡ多気郡（三重県） 

 

新規 継続 

  

○ 

（平成 29年 1月） 

 

1 動機（経緯） 

担い手が“6 次産業化”、“農商工連携”などの新規事業に取り組んでいることを背景にし

て、商品開発、改良および販路開拓の相談が寄せられています。 

また、担い手が世代交代の時期を迎えていることから、“事業承継”や“法人化”などに

より、次世代に農業資産やノウハウ等を継承していく動きがあります。 

そのような状況下、担い手から得た経営ニーズや経営課題等に対して、真摯に対応するこ

とが求められていることから、ＪＡ事業サポートセンターとの連携を強化して、個別相談

や専門家派遣事業で税理士や中小企業診断士を派遣するなど、相談機能を強化するととも

に、総合力を発揮した事業提案に繋げるなど、担い手訪問活動の強化・拡充に向けた取組

みを平成 29 年 1月より展開しています。 

2 概要 

月例で開催されている営農指導員会議に出席して、各種制度資金の情報を提供するととも

に、営農指導員から規模拡大や設備投資にかかる需資の把握に努めました。 

また、担い手金融リーダーとＪＡ事業サポートセンターが実施した訪問内容を同会議で周

知するなど、事業間で担い手情報の共有や組織としての対応方針等を検討しました。 

3 成果（効果） 

ＪＡ事業サポートセンターとの同行訪問で下記の経営ニーズや経営課題を把握すること

が出来ました。 

また、行政や専門家を参集した「6次産業化検討会議」に参画し、加工業者の紹介、同行

訪問を実施するとともに、県立高校と連携した商品開発を提案するなど、担い手の事業化

支援を実施することが出来ました。 

＜把握したニーズ＞ 

経営改善 1先、加工品等の販路拡大 3先、事業継承 3先、法人化 1先、雇用環境の改善 1

先、ＧＡＰ認証の意向 1 先、規模拡大（設備投資）1先、資金需要の把握 2先、共済加入

の意向 1 先、6次産業化 3先。 

4 今後の予定 

担い手から得た“経営ニーズ”や“経営課題”に対応していくため、ＪＡ事業サポートセ

ンターとの同行訪問や「専門家派遣事業」の活用提案を実施するなど、真摯できめ細やか

な支援を継続していきます。 
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