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JＡしまねは自己改革と
統合メリットの発揮に全力で取り組みます

自己改革の実現



　ＪＡグループは、平成27年10月に開催した第27回ＪＡ全国大会において、ＪＡの自
己改革に取り組むこととし、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性
化」を基本目標とするＪＡグループ共通の実践方針を決定し、その達成にむけて取り
組んでいます。
　ＪＡしまねにおいても、平成28年度から
「第１次中期経営計画」と「農業戦略実
践 3ヵ年営農計画」を策定し、１県１ＪＡ
としての統合メリットの発揮を含めた自己
改革の実現にむけて取り組んでいます。

ＪＡしまねの自己改革の実現
～ＪＡしまねは自己改革と統合メリットの発揮に全力で取り組みます～

ＪＡグループ共通の自己改革取り組み分野

第一次中期経営計画 農業戦略実践
３ヵ年営農計画

自己改革の実現 統合メリットの発揮
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担い手経営体のニーズに応える個別対応

マーケットイン（注1）に基づく生産・販売事業方式への転換

付加価値の増大と新たな需要開拓への挑戦

地域実態・ニーズをふまえたJA事業とJAくらしの活動の展開

組合員の「アクティブ・メンバーシップ（注2）」の確立

正・准組合員のメンバーシップの強化

准組合員の「農」に基づくメンバーシップの強化

生産資材価格の引き下げと低コスト生産技術の確立・普及

新たな担い手の育成や担い手のレベルアップ対策

営農・経済事業への経営資源のシフト

地
域
の

活
性
化

注1：「マーケットイン」とは？
　　  消費者や実需者の需要に応じて生産・供給を行うこと。
注２：「アクティブ・メンバーシップ」とは？
　　　組合員が積極的に組合の事業や活動に参加すること。
　　　ＪＡにおいては、組合員が地域農業と協同組合の理念を理解し、
　　 「わがＪＡ」意識を持ち、積極的な事業利用と協同活動に参加すること。

1 ＪＡしまねの自己改革の実現



　ＪＡグループは、平成27年10月に開催した第27回ＪＡ全国大会において、ＪＡの自
己改革に取り組むこととし、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性
化」を基本目標とするＪＡグループ共通の実践方針を決定し、その達成にむけて取り
組んでいます。
　ＪＡしまねにおいても、平成28年度から
「第１次中期経営計画」と「農業戦略実
践 3ヵ年営農計画」を策定し、１県１ＪＡ
としての統合メリットの発揮を含めた自己
改革の実現にむけて取り組んでいます。

ＪＡしまねの自己改革の実現
～ＪＡしまねは自己改革と統合メリットの発揮に全力で取り組みます～

ＪＡグループ共通の自己改革取り組み分野

第一次中期経営計画 農業戦略実践
３ヵ年営農計画

自己改革の実現 統合メリットの発揮

達 

成

基本課題 重点実施分野

最
重
点
分
野

農
業
者
の
所
得
増
大

農
業
生
産
の
拡
大

担い手経営体のニーズに応える個別対応

マーケットイン（注1）に基づく生産・販売事業方式への転換

付加価値の増大と新たな需要開拓への挑戦

地域実態・ニーズをふまえたJA事業とJAくらしの活動の展開

組合員の「アクティブ・メンバーシップ（注2）」の確立

正・准組合員のメンバーシップの強化

准組合員の「農」に基づくメンバーシップの強化

生産資材価格の引き下げと低コスト生産技術の確立・普及

新たな担い手の育成や担い手のレベルアップ対策

営農・経済事業への経営資源のシフト

地
域
の

活
性
化

注1：「マーケットイン」とは？
　　  消費者や実需者の需要に応じて生産・供給を行うこと。
注２：「アクティブ・メンバーシップ」とは？
　　　組合員が積極的に組合の事業や活動に参加すること。
　　　ＪＡにおいては、組合員が地域農業と協同組合の理念を理解し、
　　 「わがＪＡ」意識を持ち、積極的な事業利用と協同活動に参加すること。

2ＪＡしまねの自己改革の実現



■平成28年４月に設置した担い手対策
課と全11地区本部のＴＡＣが連携し、
地域農業の核となる担い手のニーズ
を捉え、農業所得の増大に結びつく
「生産拡大・生産コストの低減・新たな
生産技術」等に係る情報提供や事業
提案等、「出向く体制」の強化を図りま
した。
平成28年度は、隠岐および隠岐どうぜん地区本部にＴＡＣ(地域農業の
担い手に出向くＪＡ担当者)を配置し、全地区本部総勢24名のＴＡＣで
１年間の総訪問回数は17,820回となりました。
※ＴＡＣとは「Team for Agricultural  Coordinat ion」の略

■「勘と度胸と経験」の農業に「データ」管理を加え、作業の効率化や省力化
を目的に、営農指導と連携し、ＩＣＴ（タブレット端末等を利用した通信技術）
活用に向け取り組みました。
圃場の管理(水・水温・気温等）・農作業の記録・情報共有等により生産性の
向上につながります。

■担い手の所得増大を目的に「アグリミーティング
2016inくにびきメッセ」を開催し、約1,500名の来
場者に各種セミナーや税務相談等を通じて、今後の
農業経営の参考にしていただきました。また県内の
農業高校の協力も得、「島根大産直市」をあわせて開
催し、消費者に県内農畜産物のＰＲに努めました。

■酪農ヘルパーの広域的で安定した出役確保を目的に、県内１酪農ヘルパー
利用組合の設立を視野に入れ、各利用組合の主体性を重視しながら協議
を進め、ＪＡしまねの畜産事業の一環として酪農ヘルパー事業を行うため
酪農ヘルパー要員の雇用を開始します。
ＪＡしまねとして平成29年度から1利用組合管内の酪農ヘルパー要員の雇用を
開始するとともに、他の酪農ヘルパー利用組合との協議を進めています。

■認定農業者支援資金とアグリマイティー資金へのキャンペーン金利適用や
設備資金借入れに対する助成などの「農業所得増大応援キャンペーン」を
展開し、担い手の積極的な設備投資への支援を行いました。
農業資金新規融資額は、昨年度より11億9,100万円増の27億1,700万円
（件数は、75件増の775件）となりました。
農業設備導入助成を1,368万円行いました。

■平成28年４月から「認定農業者支援資金」の取り扱いを開始しました。
従来の農業資金に比べ、手続きが簡単で、審査期間が短く、借入利率も低
利になっています。また、島根県農業信用基金協会の保証を付けると、保証
残高2,500万円まで無担保無保証人で借入が可能です。平成28年度は、
14億700万円（204件）のご利用があり、認定農業者の皆さまの幅広い
ニーズに応えることができました。

担い手経営体のニーズに応える個別対応

農業者の所得増大・農業生産の拡大に向けた取り組み

儲かる農業の実現

自己改革の取り組み状況

▼
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■平成28年産島根米から組合員、生産者の農業所得安定・向上に向けた取
り組みの一環として「買取制度」を導入し集荷に取り組みました。その結果、
平成29年3月時点での最終集荷見込数量は、昨年度より1,405トン多い
40,572トンとなっています。

■主食うるち米4銘柄の販売先別、品種別需要に応えることで、事前契約の
向上につなげ、平成27年産と比べ14,025トン多い32,756トンとなりまし
た。また、販売実績は昨年度より2,494トン多い16,647トンの進捗となっ
ています。

■平成30年産うるち米品種別割合目標「コシ５５：きぬ３０：つや１５作戦‼」によ
る品種誘導を実施しています。

※26年産は全農島根県本部による実績、27年産は本店実績、28年産は本店・地区本部計の実績

■水田フル活用の取り組みとして、実需者との結びつきのある飼料用米の生
産に努めました。平成28年産の申請面積は、36ha増の1,038ｈａとなって
います。

マーケットインに基づく生産・販売事業方式への転換

■1.90ｍｍふるい目を活用した売れる米づくりをモデル事業として取り組
み、米選別機ふるい目更新の支援を行いました。
島根県農業技術センター実態調査によると、1.90mm 選別における一等米比率
は、1.85mm 選別の一等米比率に比べて高くなる傾向にあります。1.90mm ふ
るい目の除去に伴う収量減少率を、大粒化・収量向上に向けた栽培技術により
低減をはかることで、所得向上につながります。

■重点推進5品目（キャベツ・たまねぎ・ミニトマト・白ねぎ・アスパラガス）の
販売額アップをめざしＪＡ全農・島根県と一体となり、新規提案による生産
拡大に取り組みました。

付加価値の増大と新たな需要開拓への挑戦

平成27年産実績

事前契約数量（収穫前契約） 単位：トン

26 年産 27年産 28 年産

平成28年産実績 平成30年産目標
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品　目

キャベツ

取り組み内容 取り組み地区本部

5.7 6
・加工業務用向け栽培進捗
・ＷＣＳ後作栽培
・新技術実証圃設置

ミニトマト 0.44
（アンジュレ）

4・全農品種（アンジュレ）を活用し
 本格的試験栽培

白ねぎ 0.2 3
・既存産地とリレー出荷
・新技術実証圃設置
 （マルチ栽培、点滴灌水システム）

アスパラガス 1.14 6・リース団地
・新技術実証圃設置（1年生栽培）

たまねぎ
（産地育成に向け提案中）

ー ー・機械化一環体系検討
・簡易乾燥機導入

拡大面積（ha）

■畜産物の品質向上対策や購買者誘致に継続して取り組むとともに、農業
振興事業による繁殖雌牛増頭対策や販売強化を実施しました。
平成28年度の子牛市場上頭数は、昨年度より9頭増え5,231頭となり、
4年ぶりに前年を上回る結果となりました。
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（産地育成に向け提案中）

ー ー・機械化一環体系検討
・簡易乾燥機導入

拡大面積（ha）

■畜産物の品質向上対策や購買者誘致に継続して取り組むとともに、農業
振興事業による繁殖雌牛増頭対策や販売強化を実施しました。
平成28年度の子牛市場上頭数は、昨年度より9頭増え5,231頭となり、
4年ぶりに前年を上回る結果となりました。
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■出雲地区本部といわみ中央地区本部で近隣の地区本部から西条柿を受入れ、
島根県統一規格の「あんぽ柿」製造を中心とした施設整備を行いました。
出雲地区本部といわみ中央地区本部では、旧施設よりもそれぞれ20万玉多い
110万玉（出雲80万玉、いわみ中央30万玉）のあんぽ柿製造・販売に取り組み
ます。

■和牛繁殖事業振興を目的とした「畜産総合センター」（子牛・繁殖牛の預かり施
設等）の整備を進めており、「雲南畜産総合センター」に続き県内2例目となる
「県央地区（石見銀山・島根おおち地区本部管内）畜産総合センター」の施設整
備を行っています。
平成29年5月から「県央地区畜産総合センター」にて繁殖雌牛の預かり事業を
開始し、下期からは子牛の預かり事業を開始します。

集落営農組織数 うち法人数 法人比率
■平成29年産水稲肥料・農薬については、昨年度に引き続き肥料農薬の銘柄絞
り込みを実施し、低価格にて予約購買を行い組合員へ還元しました。
　平成28年産は、3,900万円の還元実績となりました。

■「生産資材価格低減プロジェクト」を設置し、肥料・農薬・飼料の品目統一・銘柄
の集約に取り組みました。

  平成30年産については、水稲肥料2品目・農薬10品目に集約する目標とし数量
をまとめることによりスケールメリットを創出し、価格引き下げを行います。

  また、全農が取り組む化成肥料の銘柄集約と併せ、さらなる生産コスト低減を目
指します。

  飼料については、平成29年1月から予約体制確立・銘柄集約による仕入れ価格
の低減により価格引き
下げを行いました。

■ＴＡＣと連携し、６地区本部
で鉄コーティング水稲直播
栽培技術の普及拡大・情
報提供を行い、普及面積は
199ｈａとなりました。

生産資材価格の引き下げと低コスト生産技術の確立・普及

■農業者の所得増大に向け、経営コンサル（経営相談・診断）の実施や記帳代
行（経理業務の代行）による会計支援および「青色申告」の推進に取り組ん
でいます。
平成28年度は、モデル４経営体に対し経営コンサルを実施し、経営改善
に向け分析・提案を行いました。
平成29年度は、各地区本部1経営体を上限とし新規に11経営体で経営コ
ンサルを実施します。
記帳代行については、170経営体(６地区本部)で実施しました。

■島根県農業再生協議会と連携した
集落営農の設立、法人化支援に取
り組んでいます。

新たな担い手の育成や担い手のレベルアップ対策

■経営拡大に向けた基盤整備や機械等の更新対策、県域でのモ
デル事業を実施するために、「ＪＡしまね農業振興支援対策
事業」として支援総額４億4,600万円(災害支援を含めると
４億6,000万円)の支援を実施しました。（詳細はP12～13）
平成29年度も継続して支援します。

営農・経済事業への経営資源のシフト

平成26年度 平成27年度 平成28年度

鉄コーティング普及面積（飼料用米含む）　単位：ha

集落営農組織の推移と法人比率
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■出雲地区本部といわみ中央地区本部で近隣の地区本部から西条柿を受入れ、
島根県統一規格の「あんぽ柿」製造を中心とした施設整備を行いました。
出雲地区本部といわみ中央地区本部では、旧施設よりもそれぞれ20万玉多い
110万玉（出雲80万玉、いわみ中央30万玉）のあんぽ柿製造・販売に取り組み
ます。

■和牛繁殖事業振興を目的とした「畜産総合センター」（子牛・繁殖牛の預かり施
設等）の整備を進めており、「雲南畜産総合センター」に続き県内2例目となる
「県央地区（石見銀山・島根おおち地区本部管内）畜産総合センター」の施設整
備を行っています。
平成29年5月から「県央地区畜産総合センター」にて繁殖雌牛の預かり事業を
開始し、下期からは子牛の預かり事業を開始します。

集落営農組織数 うち法人数 法人比率
■平成29年産水稲肥料・農薬については、昨年度に引き続き肥料農薬の銘柄絞
り込みを実施し、低価格にて予約購買を行い組合員へ還元しました。
　平成28年産は、3,900万円の還元実績となりました。

■「生産資材価格低減プロジェクト」を設置し、肥料・農薬・飼料の品目統一・銘柄
の集約に取り組みました。

  平成30年産については、水稲肥料2品目・農薬10品目に集約する目標とし数量
をまとめることによりスケールメリットを創出し、価格引き下げを行います。

  また、全農が取り組む化成肥料の銘柄集約と併せ、さらなる生産コスト低減を目
指します。

  飼料については、平成29年1月から予約体制確立・銘柄集約による仕入れ価格
の低減により価格引き
下げを行いました。

■ＴＡＣと連携し、６地区本部
で鉄コーティング水稲直播
栽培技術の普及拡大・情
報提供を行い、普及面積は
199ｈａとなりました。

生産資材価格の引き下げと低コスト生産技術の確立・普及
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行（経理業務の代行）による会計支援および「青色申告」の推進に取り組ん
でいます。
平成28年度は、モデル４経営体に対し経営コンサルを実施し、経営改善
に向け分析・提案を行いました。
平成29年度は、各地区本部1経営体を上限とし新規に11経営体で経営コ
ンサルを実施します。
記帳代行については、170経営体(６地区本部)で実施しました。

■島根県農業再生協議会と連携した
集落営農の設立、法人化支援に取
り組んでいます。
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■経営拡大に向けた基盤整備や機械等の更新対策、県域でのモ
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事業」として支援総額４億4,600万円(災害支援を含めると
４億6,000万円)の支援を実施しました。（詳細はP12～13）
平成29年度も継続して支援します。

営農・経済事業への経営資源のシフト
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地域の活性化に向けた取り組み 組合員の「アクティブ・メンバーシップ」の確立

■ＪＡや協同組合の役割をより知ってもらうために、漫画による
冊子『わたしたちＪＡの底力』を組合員に配布しました。

■協同の輪、地域の輪を広げるため、組合員加入（平成28年度
3,407名の新規加入）のご案内を積極的に行っています。多
くの皆さまに加入いただくことで、活動が活発になり、更に事
業やサービスが拡充され利便性が向上するよう取り組んで
います。

■一層の農業振興を図るうえでも、特に正組合員の加入促進に取り組んでい
ます。（正組合員資格は、耕作面積２アール以上または１年のうち30日以
上の農作業従事となっています）
※詳しい要件はお近くの支店へご確認ください。

■各地区本部に設置している地区本部運営委員会や支店毎の組織、また生産者
組織等を通じて、組合員のご意見やご希望等をいただき、事業や活動、サービ
スに反映するよう努めています。

■ＪＡ女子大学・家の光大会（９地区本部）やクッキングフェスタ（４地区本部）を
開催し、たくさんの皆さまに参加していただくことで、教育文化活動を通じたＪＡ
のファン作りに努めました。

■「ＪＡしまね総合ポイントカード」（おさいふカード）の普及拡大に取り組み、多く
の皆さまにご利用いただいています。
平成29年3月末のポイントカード会員数は、18万名となっています。昨年
度２億7,500万ポイントの付与をさせていただき、２億500万ポイントを
ご利用いただきました。
※ポイントの利用方法としては、カタロ
グ交換商品(県内農畜産物含む)115
点・ポイント利用可能店舗32店舗・お買
物券利用可能店舗216店舗がありま
す。今後はさらにご利用しやすいポイン
トカードをめざします。

正・准組合員のメンバーシップの強化

■総合事業を通じて、地域住民が必要とする生活サービスの提供を行ってい
ます。
『住宅ローン子育て応援宣言』を実施し、お子様の人数に応じて金利を引き
下げる商品の提供により、平成28年度は、211億4,500万円（1,181件）の
融資を行いました。

　また入会金・年会費無料の『ＪＡしまねこども倶楽部』会員の募集を行いまし
た。出産・育児のコミュニティとして、各種お役立ち情報やイベントのご案内さ
らにご入会からご出産まで毎月出産・育児に役立つ情報誌をお届けするなど
数多くの特典があります。この倶楽部を通じてＪＡしまねおよびＪＡ共済を理
解していただき、多くの会員様に、お子様の学資金の備えとして「こども共
済」等にもご加入いただきました。

■地域のインフラ機能を果たすため、生活物資の提供ができるよう購買店舗等
の運営を行っています。

■葬祭事業では、多様な葬祭ニーズに対応できる取り組みをしています。
小型葬・家族葬に特化した施設の新設・事前相談会開催等を行いました。

■組合員・地域住民の健康管理活動（健診、検診）について積極的に取り組み、
延べ63,371名の方に受診していただきました。

地域実態・ニーズをふまえた
ＪＡ事業とＪＡくらしの活動の展開

会員
募集中
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■ファーマーズマーケット等における地元農畜産物の消費拡大によって、「地産地
消」を推進しました。
産直関連事業は、平成28年度のＪＡ取扱額は28億6,300万円となり昨年度より
5,200万円の増となりました。平成30年度には、取扱額32億円を目標として
います。

■広報誌「しまねびより」や支店だよりの発行（9地区本部）、スポーツ大会（8地区
本部）等のイベント開催を通じて、農業と協同組合への理解を深める活動を行
いました。

■農業と地域・利用者とをつなぐ、県内農畜産物が当たる貯金キャンペーンを
年３回実施しました。　

　【春の積金キャンペーン（4・5月）・夏の定期貯金キャンペーン（6・7月）・冬の定期貯金
キャンペーン（11・12月）】

准組合員の「農」に基づくメンバーシップの強化 ＪＡしまね農業振興支援対策事業

①重点推進5品目（キャベツ・たまねぎ・ミニトマト・白ねぎ・アスパラガス）
の拡大支援

　活用経営体　法人：16法人　個人：51人…延べ数
②島根和牛増頭支援
　（1）繁殖雌牛導入   　頭数実績　204 頭
　（2）牛舎等整備　　　棟数実績　  13 棟
　（3）受精卵移植　　　回数実績　227 回
③島根デラウェア改植促進支援
　改植面積 71,656 ㎡

１．魅力ある産地づくり支援事業（支援額103,097千円）

①米選別機ふるい目更新支援
　更新実績台数：812 台
②畜産総合センター普及促進支援
　雲南畜産総合センター：利用料 88 頭分・和牛受精卵助成 22 頭分
③農業用施設構造強化普及支援
　島根おおち地区本部：22 棟
④共同施設の広域利用の負担経費支援
　出雲・斐川地区本部：つや姫・飼料用米施設連携
⑤園芸リース・リース園地対策支援
　やすぎ地区本部：いちご、野菜用リースハウス15 棟
　出雲地区本部：リース柿団地 4.7ha
　　　　　　　　ぶどう・アスパラガスリースハウス13 棟
⑥飼料用米流通対策支援
　フレコンバック（飼料用米を入れる袋）代金
⑦安定的な水稲採種支援
　くにびき地区本部：種子専用コンバイン・種子専用乾燥機
　雲南地区本部：種子専用コンバイン・種子専用乾燥機・トラクター

2．島根農業モデル対策支援事業（支援額48,184千円）
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■広報誌「しまねびより」や支店だよりの発行（9地区本部）、スポーツ大会（8地区
本部）等のイベント開催を通じて、農業と協同組合への理解を深める活動を行
いました。

■農業と地域・利用者とをつなぐ、県内農畜産物が当たる貯金キャンペーンを
年３回実施しました。　

　【春の積金キャンペーン（4・5月）・夏の定期貯金キャンペーン（6・7月）・冬の定期貯金
キャンペーン（11・12月）】

准組合員の「農」に基づくメンバーシップの強化 ＪＡしまね農業振興支援対策事業

①重点推進5品目（キャベツ・たまねぎ・ミニトマト・白ねぎ・アスパラガス）
の拡大支援

　活用経営体　法人：16法人　個人：51人…延べ数
②島根和牛増頭支援
　（1）繁殖雌牛導入   　頭数実績　204 頭
　（2）牛舎等整備　　　棟数実績　  13 棟
　（3）受精卵移植　　　回数実績　227 回
③島根デラウェア改植促進支援
　改植面積 71,656 ㎡

１．魅力ある産地づくり支援事業（支援額103,097千円）

①米選別機ふるい目更新支援
　更新実績台数：812 台
②畜産総合センター普及促進支援
　雲南畜産総合センター：利用料 88 頭分・和牛受精卵助成 22 頭分
③農業用施設構造強化普及支援
　島根おおち地区本部：22 棟
④共同施設の広域利用の負担経費支援
　出雲・斐川地区本部：つや姫・飼料用米施設連携
⑤園芸リース・リース園地対策支援
　やすぎ地区本部：いちご、野菜用リースハウス15 棟
　出雲地区本部：リース柿団地 4.7ha
　　　　　　　　ぶどう・アスパラガスリースハウス13 棟
⑥飼料用米流通対策支援
　フレコンバック（飼料用米を入れる袋）代金
⑦安定的な水稲採種支援
　くにびき地区本部：種子専用コンバイン・種子専用乾燥機
　雲南地区本部：種子専用コンバイン・種子専用乾燥機・トラクター

2．島根農業モデル対策支援事業（支援額48,184千円）

12ＪＡしまねの自己改革の実現



農業者の所得増大・農業生産の拡大・

地域の活性化を実現するためには、

組合員のみなさんに

ＪＡを取り巻く状況や、

自己改革に対する取り組みについて

ご理解いただくことが必要です。

今後とも自己改革の取り組みについて

ご協力お願いします。

3．元気な地域づくり支援事業（支援額223,114千円）
①県域品目生産拡大支援
②地域農業振興対策支援
③酪農農業協同組合振興支援
　3 組合：初妊牛30 頭・トラクター2台・搾乳用機器等

4．新規就農者の確保育成支援事業（支援額35,891千円）
①新規就農者の施設等整備支援
　4 名に支援　パイプハウス新設・トラクター・コンバイン等
②地域農業の担い手の育成確保のための学資金貸与
　2 年生（5 名）、1年生（5 名）

5．担い手への検診支援事業（支援額10,000千円）
担い手人間ドック898 名が受診

6．しまね農業・生き生きプラン（支援額26,514千円）
（産地の担い手、生産者組織等生産者の発案による
提案に対する支援）
平成 28 年度承認案件（5件）

7．災害復興支援事業（支援額13,917千円）
支援人数 69 名　パイプハウス73 棟・給水ポンプ 1台等

平成２８年度事業承認分合計 ４６０，716千円

小計 446,800千円

13 ＪＡしまねの自己改革の実現



農業者の所得増大・農業生産の拡大・

地域の活性化を実現するためには、

組合員のみなさんに

ＪＡを取り巻く状況や、

自己改革に対する取り組みについて

ご理解いただくことが必要です。

今後とも自己改革の取り組みについて

ご協力お願いします。

3．元気な地域づくり支援事業（支援額223,114千円）
①県域品目生産拡大支援
②地域農業振興対策支援
③酪農農業協同組合振興支援
　3 組合：初妊牛30 頭・トラクター2台・搾乳用機器等

4．新規就農者の確保育成支援事業（支援額35,891千円）
①新規就農者の施設等整備支援
　4 名に支援　パイプハウス新設・トラクター・コンバイン等
②地域農業の担い手の育成確保のための学資金貸与
　2 年生（5 名）、1年生（5 名）

5．担い手への検診支援事業（支援額10,000千円）
担い手人間ドック898 名が受診

6．しまね農業・生き生きプラン（支援額26,514千円）
（産地の担い手、生産者組織等生産者の発案による
提案に対する支援）
平成 28 年度承認案件（5件）

7．災害復興支援事業（支援額13,917千円）
支援人数 69 名　パイプハウス73 棟・給水ポンプ 1台等

平成２８年度事業承認分合計 ４６０，716千円

小計 446,800千円

14ＪＡしまねの自己改革の実現



http://ja-shimane.jp
TEL:0852-35-9001 FAX:0852-35-9045
〒690-0887 島根県松江市殿町19 番地1

JＡしまねは自己改革と
統合メリットの発揮に全力で取り組みます

自己改革の実現


