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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 

 

（16）農業資金 特別金利の実施      

ＪＡとぴあ浜松（静岡県） 

 

新規 継続 

○ 

  

（平成 年 月） 

 

1 動機（経緯） 

当ＪＡでは平成 26～28 年度まで「農業振興および担い手支援事業」を実施してきました

が、3 か年計画では生産者組織の中核を担う農家・法人への支援を強化するため平成 29

年度からは「第二次農業振興および担い手支援事業」を実施しています。実施期間は平成

31 年度までで、毎年 2億円を上限(3 か年合計 6億円以内)にビニールハウス建設や農業用

機械購入等の費用の一部を助成しています。また、支援事業の実施に伴い、農業者の設備

投資意欲が高まっている中で、金融面でも設備投資を後押しするため、スピーディーかつ

低金利での資金提供が行えるよう、ＪＡアグリマイティー資金の特別金利を実施すること

としました。 

2 概要 
平成 29 年 4 月よりＪＡアグリマイティー資金の新規借入時について、全期間固定の特別

金利の取扱いを開始しました。 

3 成果（効果） 

平成 29 年 12 月末時点のＪＡアグリマイティー資金の新規実行は 92 件、金額ベースでは

497百万円の獲得となりました。この実績は平成 29年 12 月に新規実行した農業融資金額

の約 6割を占め、農業者の夢と希望を具体化する支援が出来たと考えます。 

4 今後の予定 
平成 30年度も引き続き、ＪＡアグリマイティー資金の特別金利を実施しています。 

【対象期間：平成 30年 1月 4日～平成 30年 12 月 28 日】 
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