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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 

 

（10）「農業パワーアップ資金」の取組み 

ＪＡ東京あおば（東京都） 

 

新規 継続 

  

○ 

（平成 28年 10月） 

 

1 動機（経緯） 
地域農業所得の増大および東京農業の振興に資する為の取組みとして、農業資金の利

用を促進することを目的に平成 28年 10月より、当資金の取り扱いを実施しています。 

2 概要 

平成 29 年度の農業パワーアップ資金の概要については以下のとおりです。 

1 対象者  正組合員・農業に従事している准組合員および法人 

2 用途   農業生産・加工・販売に直結する設備資金および運転資金 

3 融資金額 1万円以上 5,000万円以内（1万円単位） 

4 融資期間 20 年以内（運転資金は 10年以内） 

5 融資金利 固定金利 年 1.000％ 

6 利子補給 利子補給制度適用の場合、最大で年 1.000％を利子補給し、はじめの

10年間は金利負担なし。 

3 成果（効果） 
農業用ハウス・農業倉庫・農業用車両の購入資金等として利用があり、平成 29年 12

月時点実績については、契約件数 15件・実行金額 65百万円となりました。 

4 今後の予定 
平成 30 年度も引き続き農業パワーアップ資金の取扱いを継続し、農業所得の増大お

よび東京の農業振興に貢献します。 
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