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担い手の経営のライフステージに応じた支援 

 

（20）平成 29 年度ＪＡグループ滋賀農業経営者セミナー 

ＪＡバンク滋賀（滋賀県） 

 

新規 継続 

○ 

  

（平成 年 月） 

 

1 動機（経緯） 

滋賀県の農業・農村の現場を取り巻く状況は厳しさを増している中で、農業の成長産業化

に向けて、農業経営者が消費者の視点を大切にし、経営マインド（経営感覚）を持って、

収益向上、生産コスト削減並びに管理態勢の強化等を進めることが重要な課題となってい

ます。 

そのため、農業経営者の経営基盤強化等、農業経営者に対する経営支援に向けたＪＡの取

組みを支援するとともに、農業経営者とＪＡグループとの関係性の強化を図るものです。 

2 概要 

平成 29年度のＪＡグループ滋賀農業経営者セミナーの概要は以下のとおりです。 

1 対象者 

 （1）農業法人（集落営農型・個別経営型）の役員等 

 （2）集落営農組織の代表者・構成員等 

 （3）消費者の視点を大切にし、経営マインド（経営感覚）を持って農業経営を 

    行おうとする農業者 

2 テーマ：「米政策改革への対応」 

  講 師：滋賀県農政水産部 農業経営課 地域農業戦略室長 平井 喜与 氏 

  内 容：平成 30年産米からの米政策改革の概要説明等 

3 テーマ：「これだけは知っておこう！『労務管理の基礎知識』」 

  講 師：社会保険労務士法人恒智会 特定社会保険労務士 中村 利弘 氏 

  内 容：農業経営を行う上で必要な労務管理について講演 

4 テーマ：「農家所得倍増論」 

  講 師：東京農業大学名誉教授 小泉 武夫 氏 

  内 容：6次化など農家所得の増大にかかる取組みについて、自身が参画する 

      全国事例を中心に紹介 

3 成果（効果） 

約 300名の参加があり、農業経営に役立つ情報を提供できたとともに、農業経営者とＪＡ

グループとの関係性の強化が図れました。 

また、連合会間・ＪＡの部門間など事業間連携に寄与しました。 

4 今後の予定 継続的な開催とセミナーの内容の充実を図ります。 
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