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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 

 

（6）ＪＡ独自資金「大地 1000」の取扱 

ＪＡちば東葛（千葉県） 

 

 

 

1 動機（経緯） 
当 JＡ管内農業者の農業所得増大の取組の一環として、様々な農業資金のニーズに対応・

貢献すべく、低利・無担保の商品「大地 1000」を平成 28 年 11月より展開しています。 

2 概要 

平成 29年度のＪＡ独自資金「大地 1000」の概要は以下のとおりです。 

1 借入資格 

（1）当 JAの個人・法人の組合員（正組合員・准組合員）の方 

（2）お借入時の年齢が 20 歳以上であり、最終償還時の年齢が 76 歳未満の方（但し、最

終償還時の年齢は連帯保証人が要件を満たすことでも可） 

（3）前年度税込年収が 300 万円以上ある方（連帯保証人との合算も可） 

2 資金使途 農業資金全般（見積書等を取得できるもの） 

3 融資金額 10万円以上 1,000 万円以内（1 世帯あたり） 

4 融資期間 15年以内（1 ヶ月単位、据置期間 1年以内） 

5 借入方式 手形貸付・証書貸付 

6 返済方法 （1）短期資金：期日一括償還  

 （2）証書貸付：元利均等または元金均等償還（毎月・年１回・年２回） 

7 金  利 0.70％（固定）、当 JAでの購入案件については 0.50％（固定） 

8 担  保 原則不要（既存貸付とあわせ 1000万円以内（１世帯当たり） 

9 保  証 （1）個人：連帯保証人１名（原則、同居家族、親・子・配偶者） 

       （2）法人：経営状況・貸付内容により連帯保証人２名以上（原則、役員） 

3 成果（効果） 平成 29年 12月時点の実績は、実行件数 18件・実行金額 81百万円となりました。 

4 今後の予定 
商品の改良等を逐一行っていくことで、あらゆる資金ニーズに対応できるよう生産量拡

大・農業所得増大に貢献していきます。 
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