プレスリリース
平成 23 年 12 月８日
農林中央金庫
一般社団法人ＪＡバンクアグリ・エコサポート基金

ＪＡバンクにおける農業関連ローンへの利子助成事業の実施状況について
ＪＡバンクは，わが国農業のメインバンクとして，農業の担い手の皆さまに対するサ
ポートに取り組んでおります。
この一環として，農林中央金庫が基金を拠出する一般社団法人ＪＡバンクアグリ・エ
コサポート基金が助成機関となり，ＪＡが融資する農業関連ローンへの利子助成事業を
展開しており，平成 22 年度は融資案件 61,441 件に対して総額約 1,089 百万円の助成金
を交付いたしました。（平成 19 年度からの累計助成金交付額：2,557 百万円）
本件利子助成事業について，このたび平成 24 年 1 月より平成 23 年度助成分の募集を
開始いたしますので，お知らせいたします。
■利子助成事業の概要
実施主体
一般社団法人ＪＡバンクアグリ・エコサポート基金
目
的
多様な農業の担い手に対し，それぞれの農業経営がより成長していく
よう借入負担の軽減を図るための支援を行うもの。
利子助成率
最大 1.0％
利子助成期間 最長３年間
■利子助成事業の内容
①ご融資

農業者
②助成申請

運営サポート

④助成金交付

一般社団法人
ＪＡバンクアグ
リ・エコサポート
基金

ＪＡ

③基金へ代理申請

信連
基金の拠出

農林中金

■助成対象資金
資金名
①ＪＡ農機ハウス
ローン

資金の特徴
利子助成の対象範囲
農機・ハウス購入にかかる設 助成対象期間に新たに１百万円
備資金
以上の借入を行ったもの（助成
期間は借入日から 3 年間）
②新スーパーS 資金 認定農業者・六次産業化法認 助成対象期間の平残１百万円
定者に対する運転資金
以上の借入
③アグリスーパー資 水田・畑作経営所得安定対策
同
上
金
対象者に対する運転資金
④担い手応援ローン ＪＡの青色申告支援等をご活
同
上
用いただいている方に対する
運転資金
⑤新規就農者向け
新規就農者が借り入れる農業 助成対象期間に借入実績がある
資金
経営にかかる運転資金または もの（長期資金の助成期間は借
設備資金
入日から 3 年間）
※

詳細は，取扱ＪＡに都道府県毎に作成した募集要項を設置しておりますので，こちらでご確
認いただけます。

※

利子助成の対象範囲は，平成 22 年４月から平成 25 年３月までの３か年のものです。

■今回（第５回）募集の概要
助成対象者 ＪＡから対象資金の借入を行った農業者および農業経営体
助成対象資 金 募集要項による
助成対象期 間 平成 23 年１月〜12 月（対象資金に関する該当期間の利息分を助成）
助 成 金 額 対象資金の対象期間中の借入平均残高に最大 1%の助成率を乗じた金額
募 集 期 間 平成 24 年１月〜２月
交 付 予 定 平成 24 年６月〜８月
助成申請窓口 申請者が助成対象資金を借り入れているＪＡ

≪参考：これまでの利子助成実績≫
■第１回募集の利子助成実施結果（19 年 4 月〜12 月）
助成件数 13,291 件(43 県域・535JA)
助成総額 133 百万円（1 件あたり 10,055 円）
■第２回募集の利子助成実施結果（20 年 1 月〜12 月）
助成件数 31,864 件(46 県域・568ＪＡ)
助成総額 495 百万円（1 件あたり 15,564 円）
■第３回募集の利子助成実施結果（21 年 1 月〜12 月）
助成件数 48,714 件(46 県域・574ＪＡ)
助成総額 838 百万円（1 件あたり 17,216 円）

■第４回募集の利子助成実施結果（22 年 1 月〜12 月）1
助成件数 61,441 件(47 県域・592ＪＡ)
助成総額 1,089 百万円（1 件あたり 17,731 円）

1

本利子助成事業については，平成 19 年４月〜平成 22 年３月の 3 ヵ年は JA バンクが取組むＣＳＲ事業
として，平成 22 年４月〜平成 25 年３月の３ヵ年は JA バンクにおける農業メインバンク機能強化への
取組みとして行っています。
なお，
平成 22 年 4 月〜12 月の新規実行案件にかかる利子助成件数は 11,003
件，利子助成額は 149 百万円となります。

以

【本件に関するお問い合わせ先】
農林中央金庫 広報企画室（岡元・田澤）
Tel ：03‑5222‑2017

上

参考資料
ＪＡバンクアグリ・エコサポート基金の概要
■ 組織概要
所在地：
設立日：
社員資格：
役員：

東京都千代田区内神田 1 丁目 1 番 12 号
平成 19 年 10 月 2 日
JA バンクの会員等（JA，信連，農林中央金庫）
代表理事 奥田 碩
(トヨタ自動車株式会社相談役)
理事 見城 美枝子
(青森大学社会学部教授)
理事 中村 直人
(弁護士，中村・角田・松本法律事務所)
理事 半田 嘉弘
(財団法人日本防災通信協会理事長)
理事 藤井 良広
(上智大学大学院地球環境学研究科教授)
理事 萬歳 章
(全国農業協同組合中央会会長)
理事 倉光 一雄
(JA バンク代表者全国会議議長)
理事 河野 良雄
(農林中央金庫代表理事理事長)
監事 甲良 好夫
(公認会計士，甲良好夫事務所)
監事 蔦谷 栄一
(農林中金総合研究所特別理事）
ウェブサイト： http://www.jabank-aes.or.jp

■ 事業概要

農業担い手に対する支援，農業及び地域社会に貢献する取り組みなどに対する支援，
消費者など農業への理解・
関心を高める取り組み，以上 3 つの切り口から，農業振興等
に貢献する事業を展開していくもの

■ 事業内容
〜平成 21 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

利子助成事業※
JA が行う農業関連の融資に対し，最大で 1%の利子助成を実施

投資事業
農業・環境分野の企業経営体にファンドを通じて支援
http://www.jseed.jp/aef

ＪＡバンク新規就農応援事業
新規就農希望者（研修生）の研修受入先に
対して助成を実施

農業および地域社
会に貢 献する取組
みなどに 対 する支
援
農 業 へ の 理 解 ・関
心を高める取組み

ＪＡバンク食農教育応援事業
JA 等が行う食農教育等の活動に対する助成，教材本の制作・贈呈，
情報発信等を実施

再 整 理 し ︑必 要 な 事 業 を 継 続 ・追 加 ・改 廃

農業担い手 に対す
る支援

平成 22 年度

食と地 域の文化
発信事業

※ 利子助成事業については，平成 19 年４月〜平成 22 年３月の 3 ヵ年は JA バンクが取組むＣＳＲ事業として，
平成 22 年４月〜平成 25 年３月の３ヵ年は JA バンクにおける農業メインバンク機能強化への取組みとして行
っています。

