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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 

 

（19）ＪＡ独自資金の創設 

ＪＡみえきた（三重県） 

 

新規 継続 

○ 

  

（平成  年  月） 

 

1 動機（経緯） 
平成 29 年度三重県下の農業近代化資金利子補給の予算枠が縮小する中、農業者の農業所

得増大の取組みの一環として、農業経営資金（あぐりーど資金）の取扱いを開始しました。 

2 概要 

平成 29年度の農業経営資金の概要は以下のとおりです。 

1 商品名   ：農業経営資金（別称：あぐりーど資金） 

2 資金使途  ：農業経営に必要な一切の資金 

3 対象者     ：認定農業者 

4 借入金額  ：個人 18百万円、法人 36百万円 

5 借入期間   ：最長 20年以内 

6 金利    ：年 1.2%固定金利 

 ※ＪＡバンク利子補給および当ＪＡ金利引き下げ後の金利は年 0.2% 

7 担保・保証：三重県農業信用基金協会の保証を受けていただきます。 

         また、担保・保証は上記保証機関の基準などにより必要となる場合あり。 

8 そ の 他 ：平成 29年 4月 1 日から平成 31年 3 月 31日までの実行案件を対象。 

3 成果（効果） 平成 29年 12月時点の実績は、実行件数：46件・実行金額 300 百万円となりました。 

4 今後の予定 平成 30年度についても、本資金の取扱い継続を予定しています。 
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	ＪＡグループ山形（山形県）

	（7） 農林中央金庫の農業金融トレーニー制度・動産担保融資を活用した畜産農家への資金対応
	農林中央金庫　福島支店・ＪＡ福島さくら（福島県）

	（8） ふくしま農業女子ネットワーク農業経営セミナー
	農林中央金庫　福島支店（福島県）

	（9） 全国農業協同組合連合会福島県本部と連携した畜産法人へのサポート
	農林中央金庫　福島支店（福島県）

	（10） 養鶏業を営む農業法人の生産拡大や6次化推進等の支援
	農林中央金庫　福島支店（福島県）

	（11） 事業間連携による担い手への対応力強化
	ＪＡ佐波伊勢崎（群馬県）

	（12） 営農経済担当と農業融資担当者による同行訪問
	ＪＡ多古町（千葉県）

	（13） ＴＡＣ担当者と貸出担当者による農業者支援
	ＪＡはだの（神奈川県）

	（14） 「かながわスマート農業応援事業」の実施
	神奈川県信連（神奈川県）

	（15） 「農機等取得費用助成事業」の実施
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	ＪＡさがみ（神奈川県）

	（3） 横浜農業強化対策支援事業助成金
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