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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 

2. 担い手のニーズに応えるための取組み

（1）生乳生産基盤の維持・強化に向けた取組み

ＪＡくしろ丹頂（北海道） 

新規 継続 

○ 

（平成 26年 9月）

1 動機（経緯） 

当ＪＡの主要産業である酪農業の基盤を守るため、生産者が生乳生産の維持、増産に向け

て取り組むため搾乳牛を確保することが不可欠となっています。 

生産活動の礎である初妊牛（※）を確保して強靭な経営基盤を構築することを目的として、

低利の融資を行いバックアップに取り組むこととしました。 

（※）受胎してから初めて出産するまでの間の牛。 

2 概要 

初妊牛導入等に係る融資を支援するため、平成 26年より「生乳生産基盤緊急対策事業」

「生乳生産向上対策事業」をＪＡ独自に実施しています。 

この事業により融資を受けた酪農家が初妊牛導入や施設整備等を行い、生乳生産量の維

持・確保を目指し取り組んでいます。併せて、融資を受けた酪農家の利子負担軽減を目的

に、ＪＡバンク北海道サポート事業利子助成を有効に活用しています。 

3 成果（効果） 

今まで導入等を控えていた酪農家が本事業を活用し初妊牛の導入や施設整備等を実施す

るなど、生乳生産量の確保と農家経済の安定化に大きく貢献しています。 

また、本事業によりＪＡ農業経営ステップアップローンの貸出伸長に繋がっており、併せ

てＪＡバンク北海道サポート事業利子助成の活用も増えています。 

1 平成 29年 9 月末貸出実績 79百万円 

うち初妊牛関連： 70百万円（100頭分） 

施設等整備： 9百万円 

2 平成 26年度以降の貸出実績合計 702百万円 

  うち初妊牛関連：600百万円（1,141頭分） 

施設等整備：102百万円 

3 平成 26年度以降の利子助成額合計 9百万円 

当ＪＡ管轄の酪農家のうち４割以上の酪農家が本事業を利用しており、事業実施前に比べ

て１戸当たりの生乳生産量が２割以上増加しています。 

4 今後の予定 

合併による広域化の中の人材育成として、現場（営農）から一人の担当で営農指導・相談

を受けるワンストップ化を目指し機構改革を行いました。 

これにより営農相談は組合員とのリレーションシップ強化に繋がる深堀した対応を行う

ことができ、その営農相談部署からより質の高い情報が信用部署へ繋がるようになり、金

融支援強化及び事業間連携の強化に繋がっています。 


	1. 農業融資商品の適切な提供・開発
	（1） 農業近代化資金の保証料助成
	ＪＡ秋田しんせい（秋田県）

	（2） 農業近代化資金の保証料助成
	ＪＡ秋田やまもと（秋田県）

	（3） ＪＡ飼料用米対応資金の取組み
	ＪＡグループ茨城（茨城県）

	（4） 農業近代化資金保証料助成の取組み
	ＪＡグループ茨城（茨城県）

	（5） 農業資金プラン期間限定「農業資金【みのり】」
	ＪＡ足利（栃木県）

	（6） ＪＡ独自資金「大地1000」の取扱
	ＪＡちば東葛（千葉県）

	（7） 農業融資における利子助成の活用
	ＪＡ市原市（千葉県）

	（8） 農業支援資金「ＪＡあきがわアグリサポートローン」の取組み
	ＪＡあきがわ（東京都）

	（9） 新型ＪＡファーマーズローン
	ＪＡ世田谷目黒（東京都）

	（10） 「農業パワーアップ資金」の取組み
	ＪＡ東京あおば（東京都）

	（11） 農業支援(サポート)融資の取組み
	ＪＡ八王子（東京都）

	（12） 「ＪＡ湘南農業資金にかかる利子助成」の実施
	ＪＡ湘南（神奈川県）

	（13） 「ＪＡバンク神奈川利子補給」の実施
	神奈川県信連（神奈川県）

	（14） 「ＪＡ農機ハウスローン」の取組み
	神奈川県信連（神奈川県）

	（15） ＪＡバンク山梨農業資金保証料助成事業
	ＪＡバンク山梨（山梨県）

	（16） 農業資金　特別金利の実施
	ＪＡとぴあ浜松（静岡県）

	（17） 農業資金を活用した農業者への支援
	ＪＡハイナン（静岡県）

	（18） 農業融資を迅速かつ簡便に対応する資金
	ＪＡ富士宮（静岡県）

	（19） ＪＡ独自資金の創設
	ＪＡみえきた（三重県）

	（20） 農業・農業者応援プラン
	ＪＡバンク滋賀（滋賀県）

	（21） 農業融資に係る保証料助成の実施
	大阪府信連（大阪府）

	（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）

	（23） 利子・保証料助成制度の取組み
	ＪＡ丹波ひかみ（兵庫県）

	（24） 農業マネジメント資金の取組み
	ＪＡ兵庫六甲（兵庫県）

	（25） 保証料助成制度の取組み
	ＪＡバンク和歌山（和歌山県）

	（26） 利子補給を活用した新規就農者向け資金の創設
	ＪＡバンク和歌山（和歌山県）

	（27） 利子補給を活用した農業者向け資金の創設
	ＪＡバンク和歌山（和歌山県）

	（28） 利子補給を活用した農業法人向け資金の取組み
	ＪＡバンク和歌山（和歌山県）

	（29） 島根県認定農業者金融支援事業
	ＪＡしまね（島根県）

	（30） 認定農業者支援資金の取扱
	ＪＡしまね（島根県）

	（31） ＪＡバンク徳島利子助成
	徳島県信連（徳島県）

	（32） ＪＡバンク農業資金保証料助成
	ＪＡ香川県（香川県）

	（33） ブランド・パワーアップ資金の利用者拡大について
	ＪＡえひめ中央（愛媛県）

	（34） ＪＡ土佐くろしお農業振興資金の取組
	ＪＡ土佐くろしお（高知県）

	（35） リース事業との連携
	ＪＡ土佐香美（高知県）

	（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）

	（37） 株式会社野元牧場への複合提案による取引深耕について
	農林中央金庫　長崎支店（長崎県）

	（38） ＪＡバンク利子補給を活用した、短期資金「ＪＡ農業法人ローン」の創設
	農林中央金庫　熊本支店（熊本県）

	（39） 県域独自資金の創設ならびに利子補給・保証料助成制度の創設
	大分県信連（大分県）

	（40） 農業近代化資金保証料助成制度
	大分県信連（大分県）

	（41） 農業法人向け資金の取組み
	宮崎県信連（宮崎県）


	2. 担い手のニーズに応えるための取組み
	（1） 生乳生産基盤の維持・強化に向けた取組み
	ＪＡくしろ丹頂（北海道）

	（2） 農業機械取得資金研修会
	ＪＡいわて中央（岩手県）

	（3） 黒川地域農業法人連絡会を通じた農業法人との相互交流
	ＪＡあさひな（宮城県）

	（4） 農業金融センターの新設
	ＪＡみやぎ登米（宮城県）

	（5） 宮城県農業法人協会との共催セミナーの開催
	農林中央金庫　仙台支店(宮城県)

	（6） 農機具購入応援事業
	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
	神奈川県信連（神奈川県）

	（16） 「未来の担い手応援事業」の実施
	神奈川県信連（神奈川県）

	（17） 「有害鳥獣対策費用助成事業」の実施
	神奈川県信連（神奈川県）

	（18） 県域企画応援事業（農機具等購入応援事業）のよる園芸作物深耕
	農林中央金庫　富山支店（富山県）

	（19） 事業間連携に向けた取組み
	ＪＡバンク石川（石川県）

	（20） 農業融資相談体制の構築
	ＪＡいび川（岐阜県）

	（21） 農業融資相談体制の構築
	ＪＡいび川（岐阜県）

	（22） 農業融資の体制強化について
	ＪＡめぐみの（岐阜県）

	（23） 担い手への出向く体制の強化
	ＪＡ多気郡（三重県）

	（24） 農業者に対する定期的訪問活動実施
	大阪府信連（大阪府）

	（25） 経営強化コンサルプロジェクト
	大阪府信連（大阪府）

	（26） 山田錦生産振興（出荷契約金の支払い）
	ＪＡ兵庫六甲（兵庫県）

	（27） 農業信用創造検討委員会の設置
	ＪＡ兵庫六甲（兵庫県）

	（28） 農業メインバンク強化について
	ＪＡならけん（奈良県）

	（29） 他事業職員との連携によるメイン強化先同行訪問の取組み
	ＪＡバンク鳥取（鳥取県）

	（30） 岡山県産モモ・ブドウ生産拡大支援事業の実施について
	農林中央金庫　岡山支店（岡山県）

	（31） 農機販売店向けアプローチの実施
	農林中央金庫　岡山支店（岡山県）

	（32） 農業メインバンク機能強化の取組み
	ＪＡ三次（広島県）

	（33） 地域営農連絡協議会の取組み
	ＪＡあぶらんど萩（山口県）

	（34） 農業メインバンクＣＳ調査の実施と結果の活用
	ＪＡ山口大島（山口県）

	（35） 部門間連携の強化
	ＪＡうま（愛媛県）

	（36） 農業担い手先への定例訪問による資金ニーズ掘り起こし
	ＪＡ愛媛たいき（愛媛県）

	（37） 「ＪＡバンクえひめ農業応援個別相談会」の実施
	愛媛県信連（愛媛県）

	（38） 「ＪＡグループ福岡担い手総合サポートセンター」の取組み
	福岡県信連（福岡県）

	（39） ＣＳ調査の実施について
	佐賀県信連（佐賀県）

	（40） 農業メイン強化先への訪問活動の実施
	ＪＡながさき西海（長崎県）

	（41） ＪＡグループ宮崎　農機具購入応援事業の取組み
	ＪＡグループ宮崎「営農サポートセンター」（宮崎県）

	（42） 農業メインバンク機能の強化
	ＪＡ都城（宮崎県）

	（43） 出向く体制の構築と農業生産基盤維持に向けた取組み
	ＪＡあいら（鹿児島県）

	（44） 認定農業者アンケート
	ＪＡ種子屋久（鹿児島県）

	（45） 総合農協の強みを発揮した農家サポート
	ＪＡおきなわ（沖縄県）


	1. 次世代農業者農業育成支援
	（1） 新規就農者応援セミナー
	ＪＡふくしま未来（福島県）

	（2） 就農相談プロジェクトチーム
	ＪＡさがみ（神奈川県）

	（3） 横浜農業強化対策支援事業助成金
	ＪＡ横浜（神奈川県）

	（4） 「ＪＡバンク神奈川新規就農応援事業」の実施
	神奈川県信連（神奈川県）

	（5） 新規就農者への資金支援にかかる取組み
	ＪＡあづみ（長野県）

	（6） 担い手経営体・新規就農者合同セミナー
	ＪＡ上伊那（長野県）

	（7） 平成29年度ニューファーマー育成スクール
	ＪＡバンク山梨（山梨県）

	（8） 地域との連携による新規就農支援
	ＪＡ伊豆の国（静岡県）

	（9） 新規就農「はじめの一歩」村　開村
	大阪府信連（大阪府）

	（10） 大阪アグリアカデミアの開講
	大阪府信連（大阪府）

	（11） 農業経営診断研修（基礎講座・集合研修コース）の開催
	宮崎県信連（宮崎県）


	2. 農商工連携の推進・農業法人農とのネットワーク拡大
	（1） 第6回ＪＡバンク岩手農業法人経営者セミナー
	ＪＡバンク岩手（岩手県）

	（2） いわてアグリフロンティアスクール（ＩＡＦＳ）
	岩手県信連（岩手県）

	（3） いわて食の大商談会2017
	岩手県信連（岩手県）

	（4） 山形県地域営農法人協議会「経営セミナー・個別相談会」の開催
	地域・担い手サポートセンター（山形県）

	（5） 農業法人のための事業承継セミナー
	農林中央金庫　山形支店（山形県）

	（6） 小菊産地化に向けた実証栽培
	ＪＡふくしま未来（福島県）

	（7） ＪＡ東西しらかわと銀座農園株式会社の業務提携
	ＪＡ東西しらかわ（福島県）

	（8） 「クールアグリ×若旦那プロジェクト連携交流会」
	農林中央金庫　福島支店（福島県）

	（9） 食の商談会ふくしまフードフェア2017
	農林中央金庫　福島支店（福島県）

	（10） 南相馬市との「農業経営改善支援に関する連携協力協定」の締結とその取組み
	農林中央金庫　福島支店（福島県）

	（11） 農業法人等経営改善現地研修会
	農林中央金庫　福島支店（福島県）

	（12） 経営力強化セミナー（事業承継編）の開催
	ＪＡ群馬担い手サポートセンター（群馬県）

	（13） 商系と連携した農産物の販路拡大
	ＪＡさいかつ（埼玉県）

	（14） 農業法人・一般企業 交流セミナー
	新潟県信連（新潟県）

	（15） ビジネスマッチングによる販路拡大支援
	農林中央金庫　富山支店（富山県）

	（16） 青みかん安定確保のための事業間連携
	静岡県信連（静岡県）

	（17） 特選和牛静岡そだちを活用したランチパックの発売
	静岡県信連（静岡県）

	（18） 特選和牛静岡そだちを活用したパンフィリング（具材）の発売
	静岡県信連（静岡県）

	（19） 新規就農・六次産業化講演会
	ＪＡ尾張中央（愛知県）

	（20） 平成29年度ＪＡグループ滋賀農業経営者セミナー
	ＪＡバンク滋賀（滋賀県）

	（21） 農業者の販路開拓支援
	大阪府信連（大阪府）

	（22） 香港・フードエキスポ2017への出展支援の取組み
	鳥取県信連（鳥取県）

	（23） 農業の担い手向け労務管理セミナーの開催
	広島県信連（広島県）

	（24） 平成29年度ＪＡ・ＪＦグループ近畿・四国商談会
	徳島県信連（徳島県）

	（25） 商談会の開催
	香川県信連（香川県）

	（26） 「熊本連携協力支援事業」を活用し、水稲新品種「くまさんの輝き」ＰＲ事業への助成
	農林中央金庫　熊本支店（熊本県）

	（27） 農業経営者セミナー
	大分県信連（大分県）

	（28） みやざき農商工連携応援ファンド
	宮崎県信連（宮崎県）

	（29） 行政と連携した事業承継及び施設取得計画の支援取組み
	ＪＡ北さつま（鹿児島県）


	3. 被災者等への支援
	（1） 「会津身不知柿」の輸出再開および凍霜害発生に伴う災害対策資金の対応
	ＪＡ会津よつば（福島県）

	（2） 平成29年雪害対策資金
	ＪＡ中野市（長野県）

	（3） 台風21号被害組合員応援資金の取組みについて
	ＪＡわかやま（和歌山県）

	（4） ＪＡ農業災害資金の新設
	広島県信連（広島県）

	（5） 被災者支援資金利子補給・保証料助成制度
	ＪＡグループ大分（大分県）

	（6） 被災農家向け資金
	ＪＡおきなわ（沖縄県）


	1. 資本供与農業取組み
	（1） 会津農匠株式会社への復興ファンド出資
	農林中央金庫　福島支店（福島県）

	（2） 株式会社紅梅夢ファームへの金融対応
	農林中央金庫　福島支店（福島県）

	（3） 豊かな福島をつくる豊福ファーム株式会社への復興ファンドの出資について
	農林中央金庫　福島支店（福島県）

	（4） にいがた農業応援ファンドによる助成
	新潟県信連（新潟県）


	1. 食・農への理解促進
	（1） 農業体験型グリーンツーリズム「みらいろアグリ塾」
	ＪＡふくしま未来（福島県）

	（2） 酒造会社と合同で有機栽培「大自然」田植え
	ＪＡ会津よつば（福島県）

	（3） 取引市場の社員が現場体験
	ＪＡ東西しらかわ（福島県）

	（4） あぐりスクール
	ＪＡ夢みなみ（福島県）

	（5） 「食と農」の重要性を学ぶアグリスクールの開催
	ＪＡ佐野（栃木県）

	（6） ＪＡバンク食農教育応援事業
	ＪＡバンク東京（東京都）

	（7） 「じゃがいも堀り体験」の実施
	ＪＡ東京みらい（東京都）

	（8） 中学生アグリクイズ選手権
	福井県信連（福井県）

	（9） 教育活動助成事業
	ＪＡあいら伊豆（静岡県）

	（10） みかん狩り体験
	ＪＡなんすん（静岡県）

	（11） コープで体験・学ぶ三方原開拓農協　じゃがいも収穫体験
	ＪＡ三方原開拓（静岡県）

	（12） 住宅ローン利用者向けイベント
	ＪＡ静岡市（静岡県）

	（13） ＪＡあいち豊田 キッズ・サマースクール2017
	ＪＡあいち豊田（愛知県）

	（14） 夏の大感謝祭
	ＪＡ京都市（京都府）

	（15） ふれあい農園で農と地域に密着
	ＪＡ兵庫西（兵庫県）

	（16） あぐりスクールについて
	ＪＡならけん（奈良県）

	（17） ちゃぐりんフェスタ
	ＪＡ津野山（高知県）

	（18） ふれあい農業体験
	ＪＡからつ（佐賀県）

	（19） 芋掘り収穫祭
	ＪＡさが（佐賀県）


	2. 地域活性化への取組み
	（1） 地域文化・組織育成活動
	ＪＡ津軽みらい（青森県）

	（2） 二階建て方式の営農組織による農地保全・地域農業の更なる発展への取組み
	ＪＡ福島さくら（福島県）

	（3） 旅行誌「じゃらん」と連携しての直売所特集パンフレット作成
	ＪＡ福島担い手サポートセンター（福島県）

	（4） 農商工連携事業｢しらかわ応援団｣が田んぼアートに挑戦
	ＪＡ夢みなみ（福島県）

	（5） 新入職員農業法人現地研修
	農林中央金庫　福島支店（福島県）

	（6） 地元農産物の出張販売
	ＪＡあさか野（埼玉県）

	（7） 地域ブランド品のＰＲ
	ＪＡ市川市（千葉県）

	（8） おおさかNo-1（のうワン）グランプリ
	大阪府信連（大阪府）

	（9） 移動金融店舗車の運用
	ＪＡ松山市（愛媛県）

	（10） 「あぐりミドルスクール」開校にかかる取組
	ＪＡコスモス（高知県）

	（11） 「あぐりミドルスクール」開校にかかる取組
	ＪＡコスモス（高知県）

	（12） 年金友の会会員カラオケ大会うた王フェスティバル
	佐賀県信連（佐賀県）

	（13） 年金友の会会員親睦ゴルフコンペ
	佐賀県信連（佐賀県）


	3. 地域に貢献する商品への提供
	（1） ＪＡ直売所ファン増加に向けたクーポン付き定期貯金の発売
	ＪＡかみつが（栃木県）

	（2） 絹需要拡大応援「振袖定期積金」の取扱い
	ＪＡなす南（栃木県）

	（3） 絹需要拡大応援「振袖定期積金」の取扱い
	ＪＡなす南（栃木県）

	（4） 2017冬キャンペーン定期貯金
	ＪＡあきがわ（東京都）

	（5） 「えだまめ収穫体験付き定期積金」の実施
	ＪＡマインズ（東京都）

	（6） 収穫体験付定期積金(ブルーベリー・芋ほり)
	ＪＡ東京みなみ（東京都）

	（7） 生活応援住宅ローン みなみオンリーワン
	ＪＡ東京みなみ（東京都）

	（8） ＪＡ農産物直売所クーポン券付き定期貯金「マルシェ」
	長野県ＪＡバンク（長野県）

	（9） 懸賞品付定期貯金「Ｓｌｏｗ風土」
	長野県ＪＡバンク（長野県）

	（10） 個人定期積金（野菜倶楽部）
	ＪＡ兵庫西（兵庫県）

	（11） 個人定期貯金
	ＪＡ兵庫西（兵庫県）

	（12） 日本一「有田みかん」応援定期貯金の取組み
	ＪＡありだ（和歌山県）

	（13） ＪＡ農産物直売所クーポン券付き定期貯金・定期積金「たわわ」
	ＪＡバンク和歌山（和歌山県）

	（14） 福岡県産農産物抽選権付定期積金「食の恵み」
	ＪＡバンク福岡（福岡県）





