
                地域密着型金融の取組事例（平成 29年度） 

83 

 

 

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 

 

（25）経営強化コンサルプロジェクト 

大阪府信連（大阪府） 

 

新規 継続 

  

○ 

（平成 28年度） 

 

1 動機（経緯） 

ＪＡグループ大阪では、中央会・各連合会が一体となって大阪農業振興サポートセンター

を立ち上げ、大阪農業振興のための様々な取り組みを行っています。 

大阪府と連携して取り組んでいる「農の成長産業化推進事業」の一環として、個々の農業

者が抱えている課題を解消し、経営力強化・所得増大を図ることを目的に、平成 28 年度

より経営強化コンサルプロジェクトを実施しています。 

2 概要 

経営強化コンサルプロジェクトは、受講者に対して、農業コンサルタントとして公認会計

士、中小企業診断士、社会保険労務士、マイファーム講師陣を派遣（受講者 1 人につき最

長 3年、コンサルタントの派遣の上限は 6 回）し、個別指導により、各受講者が抱える課

題や経営プランの指導を行っています。実施方法は、受講者個々のカルテを作成し、指導

目標を明確化、農業コンサルタントのリストにより、受講者にマッチした専門家を選定、

農業コンサルタント及び普及指導員による個別指導の実施という流れで進めています。 

3 成果（効果） 
受講者の積極的な取り組み、農業コンサルタントの個別指導により、各農家が抱える課題

の解消、将来の経営強化が見込まれます。 

4 今後の予定 
平成 30 年度の受講者は新たに約 20 名追加となり（平成 28 年度は 18 名、平成 29 年度は

18 名）、引き続き各農家の課題解決や経営強化をサポートいたします。 
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