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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 

 

（36）金利引き下げ及びＪＡバンク利子補給の活用による農業融資強化 

ＪＡながさき西海（長崎県） 

 

新規 継続 

  

○ 

（平成 28年 7月） 

 

1 動機（経緯） 

農業メインバンク機能強化の一環、及び組合員の農業機械購入に係る幅広い資金ニーズへ

の対応に加え、地域農業の規模拡大、体質強化及び農業経営の安定・向上を目的とし、Ｊ

Ａバンク利子補給を活用した営農サポート資金の推進を強化しました。 

また、夏秋季に開催する各展示会及び全農展示会の開催に併せた営農振興資金の金利引下

げ措置を実施します。 

2 概要 

営農サポート資金へのＪＡバンク利子補給（最大 1.0％補給）の導入及び当ＪＡが供給す

る農業機械購入に係る営農振興資金利用に対し、金利引下げ措置を実施し、各支店・出張

所・営農経済センターが一体となり、各営農資金のＰＲを行いました。 

3 成果（効果） 

平成 29年 12月時点、営農サポート資金と営農振興資金を含む営農資金全体で、実行金額

240 百万円（前年度比 198.6％）となりました。また、各展示会の供給目標も達成し、各

資金のＰＲ等により組合員の営農資金への意識向上へ繋がりました。 

4 今後の予定 

各営農資金のメリット周知を引き続き行い、各種展示会等に併せて資金利用の推進を行い

ます。また、平成 30年度から開始されるＪＡバンク保証料助成措置等を活用することで、

農業者の借入にかかる費用負担等を軽減し、多様な資金ニーズに対応するよう努めると共

に、農業融資伸長にかかる取組みを強化します。 
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