
ＪＡバンクあきたにおける
地域密着型金融の取組みについて

（平成27年度）

平成28年10月
農林中央金庫秋田支店

支店長 高山副支店長 菅野次長 高山次長 係

・27年度ＪＡバンクあきた地域密着型金融ＨＰ掲載内容を以下のとおりといたしたい。

26年度からの変更点はプランナー交流会（P9)，農業応援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ関連事業（P13～15,17）
農業法人協会との連携事例(P19～21),ＴＭＲセンター導入支援(P26)を追加しました。

・支店内で内容確認いただいた後，本店へ事前審査を行います（内容修正の可能性あり）。
※資料中の写真に掲載予定の方へは別途，事前に了承を受けることとする。



ＪＡバンクあきたにおける
地域密着型金融の取組状況（平成27年度）

ＪＡバンクあきた（秋田県下15ＪＡと農林中央

金庫秋田支店）では，農業と地域社会に貢献
するため，平成25～27年度ＪＡバンクあきた

中期戦略に基づき地域密着型金融の推進に
取り組んでまいりました。

平成27年度の地域密着型金融の取組状況

について取りまとめましたので，ご報告いたし
ます。



目次

１ 農山漁村等地域の活性化のための融資を始めとする支援

（ＪＡバンクあきたの農業メインバンク機能強化への取組み） ・・・Ｐ1

２ 農業担い手の経営のライフサイクルに応じた支援 ・・・Ｐ12

３ 経営の将来性を見極める融資手法を始め，

農業担い手に適した資金供給手法の提供 ・・・Ｐ22

４ 農山漁村等地域の情報集積を活用した

持続可能な農山漁村等地域振興への貢献 ・・・Ｐ27



１ 農山漁村等地域の
活性化のための融資を始めとする支援

（ＪＡバンクあきたの農業メインバンク機能強化への取組み）

ＪＡバンクあきたは，地域における農業者との

結び付きを強化し，地域を活性化するため，次

の取組みを行っています。
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農業融資商品の適切な提供・開発 ①

 ＪＡバンクあきたは，各種プロパー農業資金を提供
するとともに，農業近代化資金や日本政策金融公
庫資金の取扱いを通じて，農業者の農業経営と生
活をサポートしています。

平成28年3月末時点のＪＡバンクあきたの農業関係
資金残高（注1）は42,893百万円（うち農業経営向け貸付金
37,463百万円），日本政策金融公庫等の受託貸付金
残高（注2）は14,590百万円となっております。

（注1）農業関係の貸出金とは，農業者および農業関連団体等に対する貸出金であり，農業生産・農業
経営に必要な資金や，農産物の生産・加工・流通に関係する事業に必要な資金等が該当します。

（注2）ＪＡバンクあきたが農業者の窓口となり，日本政策金融公庫などの貸付金の受託取扱いを行って
います。
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農業融資商品の適切な提供・開発 ②

営 農 類 型 平成28年3月末現在

農業 37,463
穀作 13,301

野菜・園芸 457

果樹・樹園農業 77
工芸作物 16
養豚・肉牛・酪農 2,239
養鶏・鶏卵 16

その他農業（注１） 21,357

農業関連団体等（注２） 5,430

合 計 42,893

（単位：百万円）【営農類型別農業資金残高】

（注１）「その他農業」には，複合経営で
主たる業種が明確に位置づけら
れない者，農業サービス業，農業
所得が従となる農業者等が含ま
れています。

（注２）「農業関連団体等」には，ＪＡや
全農，それらの子会社等が含ま
れています。

3＊合計値は端数調整しています。



農業融資商品の適切な提供・開発 ③

種 類 平成28年3月末現在

プロパー資金（注１） 28,648

農業制度資金（注２） 14,245
農業近代化資金 4,607

その他制度資金（注３） 9,638
合 計 42,893

種 類 平成28年3月末現在

日本政策金融公庫資金 14,572
そ の 他 17

合 計 14,590

【資金種類別農業資金残高】 （単位：百万円）

（注1）プロパー資金とはＪＡバンク原資

の資金を融資しているもののうち，
制度資金以外のものをいいます。

（注2）農業制度資金には，①地方公共

団体が直接的または間接的に融
資するもの，②地方公共団体等
が利子補給等を行うことでＪＡバ
ンクあきたが低利で融資するもの，
③日本政策金融公庫等が融資す
るものがあり，ここでは①③の転
貸資金と②を対象としています。

（注3）その他制度資金には，農業経営
改善促進資金(スーパーＳ資金)
や農業経営負担軽減支援資金な
どが該当します。【農業資金の受託貸付金残高】 （単位：百万円）

（注） ＪＡバンクあきたでは，主にＪＡを

窓口として，日本政策金融公庫
資金の受託貸付金を取り扱って
います。

4＊合計値は端数調整しています。



６次産業化に向けた取組み

 JAグループ秋田では，「JAグループ秋田６次産業化

促進協議会」にて，本県の６次産業化促進に向けた
対応策を協議しております。

 ＪＡバンクあきたでは，ＪＡ秋田中央会，ＪＡ全農あき
た，ＪＡ共済連秋田などと連携し，ＪＡ・６次化ファンド
（農林水産業協同組合ファンド）の枠組みなどを活
用しつつ，６次産業化に取り組む事業体の経営面
のサポートを行います。
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ＪＡ・６次化ファンドの概要
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ＪＡ・6次化ファンド
(投資事業有限責任組合)

6次産業化事業体
（合弁事業体）

農林漁業者
（ＪＡ、連合会、

全農を含む）

パートナー企業
（ＪＡ、連合会、

全農を含む）

ＪＡグループ
（全国連）

株式会社
農林漁業

成長産業化
支援機構

経営支援

50%

25%超

25%未満

100億円
出資※

出資

出資

事業・経営・資金面
対応

相談対応

ＪＡグループ（県段階・全国段階）
受付・相談対応などの体制を整備、

ＪＡグループの事業として、６次産業化事業体の事業・経営・資金面に対応

※上記はイメージ図です.情勢変化によって一部変更になることもあります。
※機構からの出資は、個別案件ごとに機構の支援決定を受ける必要があります。

出資

出資

　「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法」に基づく，６次産業化ファンドの取組みについては，「ＪＡ６
次産業化促進対策に係る方針」に基づき，サブファンドとして「ＪＡ・６次化ファンド」（正式名称「農林水産業
協同組合ファンド」）を組成しました。

【ファンド運営会社】
農林水産業協同投資㈱
（東京都千代田区）



６次産業化に向けた農商工連携の推進

 ＪＡバンクあきたでは，秋田県，農業法人協会等と
連携し，農業６次産業化に向けた農商工連携に取
り組んでいます。
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取組名称 開催日 参加者・数 主催者 内 容

個別マッチング商談 27年12月 農業法人 ３社
農林中央金庫
秋田支店

農林中央金庫支店取引先に対し，
本店の取引先との個別マッチング
を設営しました。

商談力強化セミナー 27年12月 秋田県農業法人
協会会員 ７社

農林中央金庫
秋田支店

商談会シート作成のポイントやプ
レゼンスキルを学ぶ講義および模
擬商談を実施しました。

【２７年度取組実績】



農業担い手のニーズに応えるための体制整備

 ＪＡでは，本支店の農業融資担当者が，営農・経済担当者と
連携し，農業融資に関する訪問・資金提案活動を実施してい
ます。また，県内15ＪＡの本支店には71名の「担い手金融
リーダー」を配置し，農業融資担当者の活動をサポートして
います。また，農業融資担当者等のスキルアップを目的とし
た「ＪＡバンク農業金融プランナー」資格取得者は27年度ま
でに76名誕生しました。

 多様化する農業者のニーズに応えることにより，農業者の満
足度を向上させることを目的に，農業メインバンクCS調査を
実施しています。県域内で調査結果を共有化するとともに，
PDCAサイクルの確立のため，有効に活用しています。
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 ＪＡバンクあきたでは，多様化する農業者のニーズに対応できる人材育成の一環
として，プランナーの農業融資実践スキルの向上を図ることを目的に本交流会を
開催しました。

 プランナーの更なるレベルアップおよび連携強化を図るため，本交流会を来年度
以降も毎年継続的に開催する予定としております。

【事例】平成27年度 秋田県ＪＡバンク農業金融プランナー交流会

「ＪＡの農業金融部門強化に向けて」
～県内ＪＡの農業金融プランナーが農業経営の実態を学びました～

秋田県農業法人協会若手会 会長による講話 グループ討議の様子
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農業メインバンク機能強化支援体制
 ＪＡバンクあきたでは，大規模農業者・農業法人等の専門的なニーズへの対応やＪＡ農業金融への取

組みサポート機能の充実を図るため，農林中央金庫秋田支店内に「ＪＡバンクあきた農業金融センター」
を設置し，ＪＡグループ秋田が一体となって，農業者への金融対応力の強化に取り組んでおります。

ＪＡバンクあきた 農業金融センター
（農林中央金庫秋田支店内）

＜ＪＡバンクあきた農業金融センターの主な機能＞

①ＪＡサポート 農業金融推進企画，ＪＡ内事業間連携企画，実践支援， ＪＡ相談対応
②相談・融資対応 農業法人等の大規模農業者からの金融・経営相談対応や融資対応

（ＪＡの補完融資，担い手金融リーダーを核とした対応力の向上）
③農商工連携 農業経営セミナーの開催，農畜産物等の販売力強化等をサポートするため，商談会等

によるバイヤー，セラーのマッチング支援
④県域連携 ＪＡ秋田中央会をはじめ，ＪＡ全農あきた，ＪＡ全共連秋田，秋田県農業信用基金協会等

との十分な連携・調整

相談・融資 相談・融資

ＪＡあきた
中央会

ＪＡ全農
あきた 等

Ｊ Ａ

（担い手農業者）
認定農業者（農家），集落営農組織，農業法人等大規模農業法人

経
済
担
当

信
用
担
当

営
農
担
当

総合力
連

携

サ
ポ
ー
ト連携
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ＪＡ内事業間連携の強化
 農業者の多様なニーズにＪＡをあげて応えていくため，営農・経済事業等

との合同会議・研修会の開催や農業者への同行訪問等により，これまで
以上に，ＪＡ内事業間連携を強化しています。

具 体 的 取 組 事 例

・ＪＡ秋田中央会，ＪＡ全農あきた，農林中央金庫秋田支店の共
催による，担い手金融リーダー（信用事業職員）会議を実施し，
ＴＡＣの活動等，他の事業部門における農業担い手対策や農業
資金に関する知識を深め，農業者の多様なニーズに対応する
ための研修を行いました。

・農林中央金庫秋田支店は，JA全農あきたと合同でJAのTAC
ミーティングに参加し，農業関係資金の紹介を行い，営農経済，
信用事業部門間の情報交換を実施する等，事業間で連携した
取組みに努めました。
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２ 農業担い手の経営の

ライフサイクルに応じた支援

ＪＡバンクあきたは，農業担い手をサ
ポートするため，ライフサイクルに応
じて，次の取組みを行っています。
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農業所得増大・地域活性化応援プログラム

 農業所得増大・地域活性化応援プログラム（以下，「農業応
援プログラム」）は，平成30年度までを集中改革期間と位置

付け，国における「農林水産業・地域社会の活力創造プラン」
に連動する形で，事業規模２兆円・真水（事業費用）1,000億
円の事業を構築することとしております。

 農業応援プログラムの運営にあたっては，全農・農林中金・
全共連を中心とする事業連が連携して，①グローバルな 食

市場獲得応援，②農畜産物の付加価値向上応援，③担い手
の規模拡大等効率化応援，④地域活性化等応援の４つを柱
とし，事業を通じて，担い手等を総合的に支援していくこととし
ております。（※ 全体象イメージは次頁を参照）
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農業応援プログラムのイメージ全体象

14



アグリシードリース事業
 農業応援プログラムの一環として，生産者の規模拡大等を

通じた生産コストの低減を後押しするべく，農機具等にかか
るリース料の一部助成を行うアグリシードリース事業を実施
しました。

 第１回募集については，平成２７年７月に米・野菜生産者向
けに実施し，当県では，２９４件６６４百万円の助成を決定。
第２回募集については，対象品目に畜産酪農を追加のうえ
平成２８年１～２月に実施し，１５８件３４２百万円の助成を
決定しました。

第1回 第２回 合計（第1回＋第2回）
件数(件) ⾦額(百万円) 件数(件) ⾦額(百万円) 件数(件) ⾦額(百万円)

⽶ 284 651 149 330 433 981

野菜 10 13 8 11 18 24

畜産酪農 - - 1 1 1 1

合計 294 664 158 342 452 1,006

【平成27年度 秋田県におけるアグリシードリース事業の取扱実績】

（注） 数値は助成決定値ベース（助成決定後の取下げ分も含む）
15



新規就農者の支援①

 ＪＡバンクあきたでは，新規就農者の経営と生活をサ
ポートするため，就農支援資金を取り扱っています。

【平成27年度新規就農者をサポートする資金の取扱実績】
（単位：件，百万円）
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資 金 名 新規実行件数 新規実行金額 平成28年3月末残高

青年等就農資金 5 25 25
就農支援資金（注１） ‐ ‐ 111
ＪＡ新規就農応援資金 0 0 1

合 計 5 25 137
（注１） 就農支援資金は26年度までの旧制度に基づく制度資金であり，27年度の資金実行はありません。



新規就農者の支援②

 農業所得増大・地域活性化応援プログラムの一環として，平成
27年度より，従来から実施している新規就農者の受入先への

研修費用助成事業を拡充するとともに，独立新規就農者への
営農費用助成事業を新設しております。

 当県の平成27年度の取扱実績は以下のとおりです。

【平成27年度 秋田県における新規就農応援事業の取扱実績】 （単位：件，千円）
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助成件数 助成額

研修支援事業 1 480

営農支援事業 26 5,200

~平成26年度 平成27~30年度

研修⽀援事業
•研修⽣1⼈年12万円×2年
• 18歳以上60歳未満の独⽴就農者

•研修⽣1⼈年36万円×2年
• 18歳以上65歳未満の独⽴就農者,もしくは
親元就農で5年以内に経営承継⾒込みの者

営農⽀援事業 ― •年20万円×3年
• 18歳以上45歳未満の認定新規就農者

【新規就農応援事業の概要】



経営不振農家の経営改善支援

（注）期初経営改善支援取組先および債務者区分は平成２７年３月末時点でのものです。
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【平成27年度の農業者の経営改善支援等の取組実績】 （単位：先数）

期初経営改善
支援取組先 Ａ

再生計画策定
率

＝ａ／Ａ

ランクアップ率

＝ｂ／Ａ

Ａのうち再生計
画を策定した先
数 ａ

Ａのうち期末に
債務者区分が
ランクアップした
先数 ｂ

Ａのうち期末に
債務者区分が
変化しなかった
先数 ｃ

正常先① 1,508 38 1,396 2.5%

要
注
意
先

うちその他要注意先
②

300 22 114 115 7.3% 38.0%

うち要管理先③ 90 0 30 30 0.0% 33.3%

破綻懸念先④ 100 3 5 49 3.0% 5.0%

実質破綻先⑤ 141 19 10 82 13.5% 7.1%

破綻先⑥ 17 1 4 10 5.9% 23.5%

小計(②～⑥の計) 648 45 163 286 6.9% 25.2%

合計 2,156 83 163 1,682 3.8% 7.6%



平成27年６月 農林中央金庫秋田支店は，秋田県農

業・農村の発展と県民生活の向上に寄与することを
目的に，全国に先駆け，秋田県農業法人協会と 「包
括的なパートナーシップ協定に関する覚書」を締結い
たしました。

本協定の締結により，相互のノウハウを最大限に活
用しながら，これまで以上に柔軟性を持って秋田県農
業の発展に寄与していく考えであります。また，地域
農業の担い手と結びつきの強いＪＡや，行政等とも一
層連携し，オール秋田で諸課題に立ち向かっていく所
存であります。

秋田県農業法人協会との連携強化
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事業承継セミナー・個別相談会（27年10月）

・現経営者向けに，事業承継を進めるうえでの留意
事項，承継の進め方等のレクチャーを実施しました。

・また，個社毎の悩み相談として個別相談会も併せ
て実施しました。

個別相談会の様子

商談力強化セミナー（27年12月）

・流通の専門家を招聘し，顧客目線に立った商品の
売り方やバイヤーへの商品提案のポイントについて
の講義を実施しました。

・また，参加者が作成してきた商談会シートを用いた
模擬商談を実施しました。

秋田県農業法人協会との連携強化（事例1）

商談力強化セミナーの様子

 パートナーシップ協定締結後，法人協会および同若手会の
会員に対して，今後増加が見込まれる事業承継に関する
セミナーや 従来から取組みを進めているビジネスマッチング
等を一層強化してまいりました。
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農業経営者トップセミナー （28年3月）

・講師に内田勝規氏（元東武百貨店のカリスマバイ
ヤー）を招聘し，若手経営者や従業員向けに「売れ
るもの作りと地域ブランドについて」という演題で記
念講演を実施しました。

農業経営者トップセミナーで講演する都築氏

パートナー研修会 （28年2月）

・講師に都築冨士男氏（元ローソンジャパン社長）を
招聘し，同協会の総会終了後に「農商工連携による
地域活性化について」という演題で記念講演を実施
しました。

現場力・経営力分析セミナー（28年1月）

・秋田県農業法人協会の若手会会員向けにグルー
プワークを実施しました。（内容：参加者がある設定
の法人経営者になり，課題の洗い出し・対応策等を
検討）

・グループワークを通じ，自身の課題解決能力を分
析し，今後，会社を支える人材として，より成長して
いくために鍛えていくべき点を明確にしました。

現場力・経営分析セミナーの様子

秋田県農業法人協会との連携強化（事例２）
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３ 経営の将来性を見極める融資手法を始め，

農業担い手に適した資金供給手法の提供

ＪＡバンクあきたでは，農業担い手の
経営実態やニーズに適した資金の
提供に努めています。

22



負債整理資金による軽減支援

 ＪＡバンクあきたでは，農業者の債務償還負担を軽
減し，経営再建を支援するため，負債整理資金を取
り扱っています。

資 金 名 新規実行件数 新規実行金額 平成28年3月末残高

農業経営負担軽減支援資金（注１） 0 0 1,430
畜産特別資金（注２） 0 0 399
その他 94 106 6,104

合 計 94 106 7,933

【平成27年度 負債整理資金貸出実績】 （単位：件，百万円）

（注１）農業経営負担軽減支援資金は，営農に必要な資金を借り受けたために生じた負債の借換えのための制度資金で

あり，ＪＡなどの融資機関において取り扱っています。

（注２）畜産特別資金は，過去の負債の償還が困難な畜産経営者に対する長期・低利の借換資金であり，ＪＡなどの融資

機関において取り扱っています。 23



動産担保融資の活用

 ＪＡバンクあきたでは，農畜産物や事業用車両，各
種在庫など様々な動産を担保とした融資を行い，不
動産担保・個人保証に過度に依存しない融資等へ
の取組みを行っております。

秋田県における融資の実績は次表のとおりです。

種 類 件数 残高

畜産物 2 99

（単位：件，百万円）【平成27年度動産担保融資実績】
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農業融資への利子助成・利子補給の実施

25

3,673件
71,429千円

1,514件
27,864千円1,209件

21,618千円

1,903件
32,434千円

2,469件
40,547千円

3,281件
54,619千円

 ＪＡバンクあきたでは，農業者に対するＪＡ農機ハウ
スローン，アグリマイティー資金，農業近代化資金
等の融資について，最大１.0％の利子助成および
利子補給を行いました。

3,854件
70,643千円

＊平成27年度より利子補給事業を開始したため，実績に反映



県内初のＴＭＲセンター導入に向けた支援

 平成28年2月，国の畜産クラスター関連事業の一環として，

株式会社ゆりファームが，県内初のＴＭＲセンター（注）（混合
飼料工場）を建設，設備を導入いたしました。

 秋田しんせい農業協同組合と農林中央金庫秋田支店が連携し,
当該建物の建設および設備導入に必要な資金について協調
融資を行うとともに，事業計画策定の支援を行いました。

 ＴＭＲ事業の活用は，畜産農家の所得向上，地域および秋田県
の畜産業界の発展にも繋がると期待しております。

（注）ＴＭＲ（Total Mixed Rations，混合飼料）は牛に必要な栄養成分をほぼ全て含むことから，ＴＭＲを給与した牛は
発育が早く，旨みが増すとされている。また，畜産農家の飼料生産の省力化・低コスト化が期待されている。

ＴＭＲセンターの外観 ＴＭＲの生産設備
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４ 農山漁村等地域の情報集積を活用した

持続可能な農山漁村等地域振興への貢献

ＪＡバンクあきたでは，地域社会へ貢
献するため，次の取組みを行ってい
ます。
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農産物価格下落への支援

 ＪＡバンクあきたでは，農産物価格の下落や生産資
材の価格高騰にかかる支援資金の創設や個別融
資先の経営状況に応じて償還条件の緩和等に対応
しました。

取組事例 ＪＡ名 内容 実行件数 実行金額

畜産経営改善緊急支
援資金の対応

ＪＡあきた北央
畜産農家の経営改善を図るため，低利な借換資金を
提供しました。

1 45

合計 1 45

（単位：件，百万円）
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ＪＡバンク食農教育応援事業の展開

 ＪＡバンクあきたは，子どもたちが，食
料を生産する「農」の役割や重要性，自
然・社会環境と「農」のつながり等につ
いて学び，農業に対する理解を深めて
いただけるよう，食農教育を中心とする
教育活動を行っています。

 ＪＡバンクあきたを通じて，教材「農業と
わたしたちのくらし」を，県下小学校202
校の小学5年生へ，約1万セットを無償
配布し，学校の授業等で活用されてい
ます。 また，特別支援教育版を希望す
る特別支援学校（学級）にも配布し，活
用されています。
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ＪＡバンク食農教育応援事業による活動内容①

県下15ＪＡにおいても，食農教育などの実践に取り
組んでおり，一部を下表のとおり紹介します。

ＪＡ名 活動名 活動内容

ＪＡかづの 子供達の食農教育
地元の子ども達に農業体験を通じて農業に関心を持って
もらうために，学校農園に種苗供給を行いました。

ＪＡあきた北 ちゃぐりん農園
地元小学生･園児を対象とした農業体験等（リンゴ収穫，ミ
ニトマト，ジャガイモ栽培等）を行いました。

ＪＡ鷹巣町 農業体験学習活動
営農指導員の指導によるサツマイモの栽培，ミニトマトの
苗植えを通じ，食・環境の大切さを学びました。

ＪＡあきた北央 田んぼの生きもの調査
管内の小学校と協力し，５年生の児童を対象にした田ん
ぼの生きもの調査を実施しました。

ＪＡあきた白神 食農教育イベント
ＪＡまつりで，園児・小中学生を対象に，野菜に関する知
識をクイズ形式で学び，食と農への関心を深めました。

ＪＡ秋田やまもと 農業体験「農」教育
管内の園児・小中学生による農作業体験（じゅんさい摘み
取り・梅，きのこ収穫）を実施しました。

【ＪＡバンク食農教育応援事業による主な活動内容】
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ＪＡバンク食農教育応援事業による活動内容②

ＪＡ名 活動名 活動内容

ＪＡあきた湖東 湖東の食（職）探検隊
管内の小学生親子を対象とした生産圃場，ＪＡ職場視察
と地場産農産物の試食を行いました。

ＪＡ大潟村 秋田中央卸売市場見学
小学５年生を対象に，卸売市場を見学，野菜，果物の流
通について学習しました。

ＪＡ秋田しんせい ＪＡあぐりスクール
管内の小学生を対象に，作物の生育状況を観察・収穫・
調理までを実習し，食と農の大切さを学びました。

ＪＡ秋田おばこ おばこあぐりスクール
管内の小学５年生を対象に，農業体験スクールを開催し
ました。

ＪＡこまち バケツ稲体験
管内の小学５年生を対象に，バケツ稲セットを利用した
農業体験を行いました。

ＪＡうご イラスト展
管内の小学生を対象に，学校農園体験のイラストコン
クールを開催しました。
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