
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29年度） 

 農林中央金庫秋田支店



地域密着型金融の取組状況（平成29年度） 

ＪＡバンクあきた（秋田県下ＪＡ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、地域密着型金融の推進に取り組ん
でおります。 

  

平成29年度の地域密着型金融の取組状況
について、ご報告いたします。 
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１ 農山漁村等地域の活性化のための支援 
 （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 
連携を強化し、地域を活性化するため、次のよう 
な取組みを行っております。 
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１－１農業融資商品の適切な提供・開発 

 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、農業者の農業経営をサ
ポートしております。 

 
平成30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36,991百万円（うち農業経営向け貸付金
32,112百万円）、日本政策金融公庫等の受託貸付
金残高（注2）は11,779百万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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１－２ 農業融資商品の適切な提供・開発 

営 農 類 型 平成30年3月末現在 
農業 32,112  
  穀作 11,381 

  野菜・園芸 392 

  果樹・樹園農業 65 
  工芸作物 3 
  養豚・肉牛・酪農 2,186 
     養鶏・鶏卵 175 

  その他農業（注１） 17,910 

農業関連団体等（注２） 4,879 

合 計 36,991 

（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。 



１－３ 農業融資商品の適切な提供・開発 

種 類 平成30年3月末現在 

プロパー資金（注１） 26,697 

農業制度資金（注２） 10,294 
  農業近代化資金 4,698 

  その他制度資金（注３） 5,595 
合 計 36,991 

種 類 平成30年3月末現在 
日本政策金融公庫資金 11,762 
そ     の     他 17 

合 計 11,779 

【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。 
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＊合計値は端数調整しています。 

＊合計値は端数調整しています。 



１－４ 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お
ります。また、県内の各ＪＡの本支店には、計74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
しております。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」資格の取得者は
平成29年度末時点で80名となっております。 
 

 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
実施しております。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、有効に活用しております。 
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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
開催いたしました。 

 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、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29年度 秋田県ＪＡバンク農業金融プランナー交流会 

「ＪＡの農業金融対応力強化」 
～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～ 

グループ討議の様子 6 



１－５ 農業メインバンク機能強化支援体制 
  ＪＡグループあきたでは、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（出向く体制の整備等）の充実を図るため、ＪＡ秋田中央会、ＪＡ全農あ
きた、ＪＡ全共連秋田、農林中金にて「ＪＡグループ秋田 県域営農センター連絡協議会」を
設置し、関係機関が一体となって、農業者への金融対応力の強化に取り組んでおります。 
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県域営農センター 
（各事業連の共通機構） 

全農 

農林中金 



１－６ ＪＡグループ秋田 県域営農センター 
                      の出向く機能 

具 体 的 取 組 事 例 

１．経営管理支援 
• 経営管理支援システムの導入 
• ＪＡ・担い手への経営管理向上に向けた分析・改善指導および研修会

の実践 

２．産地づくり支援 
• 担い手との直接対話による所得向上に向けた各種提案・調整 
• 営農指導員・担い手向け講習など栽培関連研修の実践 

３．応援プログラムの実践 
• 応援プログラムの運営・管理および現地確認等の対応 
• ＪＡ・担い手の人材育成にかかる企画・推進 
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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
行っております。  
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２－１ 産地・担い手応援プログラム 
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【個別事業の概要】 



２－２ 新規就農者の支援①  

 ＪＡバンクあきたでは、新規就農者の経営をサポート
するため、就農支援資金を取り扱っております。  

【平成29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30年3月末残高 

青年等就農資金（注１） 20 76 83 
就農支援資金（注２） ‐ ‐ 85 
ＪＡ新規就農応援資金 22 75 97 

合 計 42 151 265 
（注１）  青年等就農資金は26年度に取扱開始となった、日本公庫資金。        
（注２） 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年度以降の資金実行はなし。 
    



２－３ 新規就農者の支援②  
 ＪＡバンクあきたでは、地域農業の担い手を育成し、地域農業の

維持・地域活性化に貢献するため、「新規就農応援事業」を実施
しております。平成27年度からは、①研修受入先への研修費用

助成を拡充するとともに、②独立新規就農者への営農費用助成
を開始しております。 

【平成29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 2 270 

営農支援事業 60 12,000 

~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】 

 当県の平成29年度の取扱実績は以下のとおりです。 



２－４ 経営不振農家の経営改善支援  
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【平成29年度 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① 626 44  429 7.0%  

要
注
意
先 

うちその他要注意先② 71 11 13 45 15.5% 18.3% 

うち要管理先③ 23 14 1 17 60.9% 4.3% 

破綻懸念先④ 41 7 5 28 17.1% 12.2% 

実質破綻先⑤ 63 9 3 54 14.3% 4.8% 

破綻先⑥ 2 0 0 2 0.0% 0.0% 

  小計(②～⑥の計) 200 41 22 146 20.5% 11.0% 

合計 826 85 22 575 10.3% 2.7% 



 人材確保や労務管理のほか、次世代のリーダー育成など、農業経営に
関する様々なセミナーを開催しております。 

２－５ 農業経営者支援（セミナーの開催） 

14 

セミナー等名称 主催 開催日 参集範囲 内容 

秋田県農業法人協会 
平成29年度第一回例会 

秋田県農業法人協会 
農林中央金庫 秋田支店 

29.7.3 秋田県農業法人協会会員 
賛助会員 等 

ＧＡＰの現状 
ＧＡＰの導入事例、必要性 

秋田県農業法人協会若手会
平成29年度全体研修会 

秋田県農業法人協会若手会 
農林中央金庫 秋田支店 

29.8.21 秋田県農業法人協会若手会
会員 

「人材確保・人材育成」をテーマとした、 
外国人技能実習生受入や農福連携の活
用事例紹介 

 
次世代リーダー育成 
セミナー 

農林中央金庫 秋田支店 
アグリビジネス投資育成㈱ 
秋田県農業法人協会(共催) 
日本政策金融公庫(共催) 

30.1.23 金庫取引先 
秋田県農業法人協会会員 
 

組織の中核を担っていく中堅職員向け、社
長の右腕としてのスキルアップ（現場リー
ダーの育成）および経営感覚の醸成（次
期リーダーの育成） 

担い手経営セミナー 県域営農センター 30.2.6～8 農業法人、集落営農 
大規模農業者 

「労務管理と人材育成」、「規模拡大と労
働力確保」、「マーケティング」 

秋田県農業法人協会 
若手会「パートナー研修会」 

秋田県農業法人協会若手会 
農林中央金庫 秋田支店 

30.2.9 秋田県農業法人協会若手会 
会員 

「人材確保・人材育成」をテーマとした、次
世代農業経営者による事例紹介 

秋田県農業法人協会 
農業経営者トップセミナー 

秋田県農業法人協会 
農林中央金庫 秋田支店 

30.3.14 秋田県農業法人協会会員 「現在の農業経営が直面する課題」 
経営者の成功事例 



３ 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おります。  
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３－１ 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
り扱っております。 

【平成29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。 16 

資金名 実行件数 実行金額 平成30年3月末残高 

農業負担軽減支援資金（注1） 3 45 1,169 

畜産特別資金（注2） 0 0 615 

その他 189 475 4,231 

合計 192 520 6,015 



３－２ 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下表のとおりです。 

種  類 件数 残高 

    畜産物 1 38 

（単位：件、百万円） 【平成29年度 動産担保融資実績】 
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３－３ 農業融資への利子助成・利子補給の実施 
 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。 
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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おります。  
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４－１ 自然災害等による被災農業者への支援  

 ＪＡバンクあきたでは、自然災害等による被災農業
者に対し、円滑な経営維持・再建のため、必要とな
る資金を対応しました。  
 

資金名 実行件数 実行金額 

農・漁業経営資金 
フォローアップ資金 

158 361 

自然災害・異常気象 
農家支援資金 

56 64 

合計 214 425 

（単位：件、百万円） 
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【平成29年度 災害等対応融資実績】 



４－２ 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200
校の小学5年生へ、約1万冊を無償配
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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４－３ ＪＡバンク食農教育応援事業による活動内容 
県下ＪＡにおいても、食農教育の実践に取り組んで
おります。その一部を紹介します。 

【ＪＡの主な活動内容】 

22 

  ＪＡ名 活動名 活動内容 助成金額 

1 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し、基本的な土づくりと栽培方法の指導を行いま
した。 642,793  

2 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（りんご・ブルーベリー収穫、ミ
ニトマト・ジャガイモ栽培等）を行いました。また、収穫した果物でデザート
作りにもチャレンジしました。 462,800  

3 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。 

355,073  

4 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年生の児童や親子を対象にした田んぼの生き
もの、植物を採取し調査を実施しました。（ポケット図鑑等使用） 

25,130  

5 ＪＡあきた白神 
食農教育イベント・農作業体験
学習 

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。また、苗や野菜の定植から収穫
体験、試食までの活動を通して、「食と農」への関心を深めました。 

346,572  

6 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）や、地場産農産物を使用した郷土料理実習などを実施しました。 

293,380  
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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秋田みなみ 児童図画作品コンクール 
管内の小学生を対象に、「食」と「農」をテーマにした図画作品コンクールを開
催しました。 

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ったり、
環境保全活動・学校農園活動を実施し、作物を育てることで「食と農」の関わ
りや大切さを学習しました。 

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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