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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 

 

（22）農業生産維持拡大への取り組み助成 

ＪＡあわじ島（兵庫県） 

 

新規 継続 

○ 

  

（平成 年 月） 

 

1 動機（経緯） 

1 農業生産物の栽培において、規模拡大や効率化に寄与する農業機械や農業倉庫取得に

際し、年々高額となる購入費用に対して無理の掛からないような支払いと更新をしてゆ

けるような支援策を検討しました。 

2 台風災害の被災者向けに生産意欲の維持と、当面の運転資金に対し支援できないかを 

検討しました。 

2 概要 

平成 29年度の農業生産維持拡大への取り組み助成の概要は以下のとおりです。 

1 農業資金融資（農業近代化資金・アグリマイティ資金） 

 前年度からの引き続きで、長期金融協会・兵庫県・ＪＡバンクの利子補給とＪＡあわじ    

 島の施策で保証料助成（借入期間全額）を組み合わせ、借入に際しての負担額を軽減し

ました。 

2 災害対策資金（アグリマイティ資金） 

 地区内の正組合員へ全戸案内し、年末支払いに窮することの無いよう経済部門と協議  

 し運転資金の融資を行いました。 

3 成果（効果） 

1 農業融資の新規実行実績について、 平成 29 年は、件数：142 件・融資金額：311 百万

円となりました。保証料助成の周知により 1百万円前後の農機具を一括で支払いしていた

農家より申込が増加しました。 

2 台風後に作付けの葉物野菜について資金面でのフォローを行いました。（作付け野菜は

1・2月に収穫） 

4 今後の予定 
30 年度、31 年度にＪＡ独自の保証料助成を行う予定としています。 

出荷野菜の育成期間に運転資金を検討しています。 
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