
                地域密着型金融の取組事例（平成 29年度） 

48 

 

 

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 

 

（31）ＪＡバンク徳島利子助成 

徳島県信連（徳島県） 

 

新規 継続 

  

○ 

（平成 29 年１月） 

 

1 動機（経緯） 

農業の担い手に対して、借入負担の一部を軽減することにより、農業経営の安定化・効率

化を支援するため、徳島県信連は、徳島県信連および徳島県内ＪＡにおける１百万円未満

の農業融資案件に対する利子助成を平成 29年 1月から実施しています。 

2 概要 

平成 29年度のＪＡバンク徳島利子助成の概要は以下のとおりです。 

1 対象資金 

農業近代化資金、農業振興資金、アグリマイティー資金、ＪＡ農機ハウスローン 

2 利子助成対象期間 

    （1）農業近代化資金：借入日から５年後の応答日の前日まで 

    （2）その他資金：借入日から３年後の応答日の前日まで 

3 利子助成算出期間 

平成 29年１月１日～12月 31 日 

4 利子助成率 

1％以内 

5 助成後下限利率 

    （1）農業近代化資金：0％ 

    （2）その他資金（徳島県農業信用基金協会保証有）：0.2％ 

    （3）その他資金（徳島県農業信用基金協会保証無）：0.4％ 

3 成果（効果） 
平成 29 年 12 月時点のＪＡバンク徳島利子助成支払実績は、件数 96 件・助成実績 178 千

円となりました。  

4 今後の予定 
平成 30年についても、平成 29 年と同様の内容にて利子助成制度を継続し、農業経営の安

定化・効率化に向けた支援を行ってまいります。 
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