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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 

 

（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） 
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（平成  年  月） 

 

1 動機（経緯） 

農業所得増大に向けては、規模拡大による生産コストの低減や、本県農業の特徴・強みで

ある消費者が多い・近いことを踏まえ、加工品等の付加価値品の製造・販売が効果的です。 

よって、規模拡大や作業効率向上および加工品等付加価値品製造（6次産業化等）のため

の農機および加工機械取得にかかる費用助成を行い、もって農業所得増大、地域農業活性

化を図ることを目的に県域独自の「農機等取得費用助成事業」を平成 29年 4月より実施

しています。 

2 概要 

助成対象者が実質負担した各農機等（エンジン・モーター等の動力を搭載、もしくは、同

様の動力に連動して動かすもので、規模拡大または作業効率向上により農業所得増大を目

指すためのもの）に対し助成します。 

3 成果（効果） 平成 29年 12月時点では、362件・11百万円の助成を行いました。 

4 今後の予定 平成 30年度も、引き続き支援を行っていきます。 
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	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）
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	ＪＡ津軽みらい（青森県）
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	ＪＡ福島さくら（福島県）
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	ＪＡあさか野（埼玉県）
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	大阪府信連（大阪府）
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	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）
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	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）
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	ＪＡなす南（栃木県）
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	ＪＡ東京みなみ（東京都）
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	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）
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	ＪＡ兵庫西（兵庫県）
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	ＪＡバンク福岡（福岡県）





