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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28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、地域密着型金融の推進に取り組
んでおります。  

  

平成28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。 
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１ 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 
 （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29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38,598百万円（うち農業経営向け貸付金
33,298百万円）、日本政策金融公庫等の受託貸付金
残高（注2）は12,810百万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29年3月末現在 
農業 33,298 
  穀作 11,731 

  野菜・園芸 391 

  果樹・樹園農業 61 
  工芸作物 5 
  養豚・肉牛・酪農 2,020 
     養鶏・鶏卵 92 

  その他農業（注１） 18,997 

農業関連団体等（注２） 5,300 

合 計 38,598 

（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29年3月末現在 

プロパー資金（注１） 26,710 

農業制度資金（注２） 11,887 
  農業近代化資金 4,539 

  その他制度資金（注３） 7,348 
合 計 38,598 

種 類 平成29年3月末現在 
日本政策金融公庫資金 12,793 
そ     の     他 17 

合 計 12,810 

【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
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28年
度末時点で79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、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28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～ 

秋田県農業法人協会 会長による講話 グループ討議の様子 
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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） 



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28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29年3月末残高 

青年等就農資金（注１） 3 10 10 
就農支援資金（注２） ‐ ‐ 35 
ＪＡ新規就農応援資金 10 26 26 

合 計 13 36 71 
（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28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 3 1,260 

営農支援事業 42 8,400 

~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28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  

（注）期初経営改善支援取組先および債務者区分は平成２８年３月末時点でのものです。  
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【平成28年度の農業者の経営改善支援等の取組実績】  （単位：先数） 

43 3

3,238

15

正常先①

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のうち再生計画
を策定した先数
　　　　ａ

期初経営改善
支援取組先

Ａ
Ａのうち期末に債
務者区分が変化
しなかった先数
　　　　　ｃ

145 7 17

121 4 52

25

136 14 42

10 3,143

3.3%

86

3.4%3,690

27.9%301

3,444

6.2%452 28 126

38 126 1.0%

0.0%

124

7 0.0%

4.8% 11.7%

0 0 7

43.0%

ランクアップ率

＝ｂ／Ａ

再生計画策定率

＝ａ／Ａ

0.3%

30.9%

7.0% 34.9%

合計

10.3%

小計(②～⑥の計)

破綻先⑥

実質破綻先⑤

破綻懸念先④

うち要管理先③

うちその他要注意先②
要
注
意
先
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用紙１

																																				別紙１－１ ベッシ





																																				秋田県 アキタ ケン



																																								（担当部署：農業金融推進班） タントウ ブショ ノウギョウ キンユウ スイシン ハン

																																								（担当者：土屋） タントウシャ ツチヤ



		地域密着型金融の取組実績について チイキ ミッチャクガタ キンユウ トリク ジッセキ





























		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

		１　農商工連携にかかる商談会・ビジネスマッチング等開催状況

		【商談会等開催状況】

		商談会名										開催日 カイサイビ				主催者 シュサイシャ				ＪＡバンクの関わり方 カカ カタ				参加団体数				総来場者数				内容（成約状況等） ナイヨウ セイヤク ジョウキョウ トウ



		（例）農産物商談会 レイ ノウサンブツ ショウダンカイ										平成○年○月○日 ヘイセイ ネン ツキ ニチ				全農県本部 ゼンノウ ケン ホンブ				信連が共催 シンレン キョウサイ				○団体				○名

		ＪＡグループ秋田　県産農産物商談会 アキタ ケン サン ノウサンブツ ショウダンカイ										42712				農林中央金庫
秋田支店 ノウチュウ アキタ シテン				金庫支店が主催 キンコ シテン シュサイ				セラー34団体
バイヤー58団体 ダンタイ ダンタイ				110名 メイ				成約率12.9%、成約金額500千円 セイヤク リツ セイヤク キンガク センエン











１	


・信連等が関わった商談会やビジネスマッチング等の取組事例があれば、内容をご紹介ください。

補足説明（全般的な事項）＞
・全国の地域密着型金融の取組状況について、ＪＡバンクホームページ(全国版）等を通じて情報発信していくため、県域の取組実績を本様式によりご報告いただくものです。
・全国での情報発信にあたり、全国にてシステム等による集計ができない計数や定性情報について、ご報告をお願いするものです。
・全国での集計の結果、対外的に訴求できるような実績が集まらない項目については、全国で公表しない場合があります。
・本様式にてご報告いただく取組実績は、信連のみの取組実績ではなく、ＪＡと信連をあわせた県域のＪＡバンク全体の実績です。必要に応じてＪＡと連携しながら作成するようお願いします。
・ご報告いただく項目のなかには、手作業による集計を要するものがあります。農林水産省からは、金融庁による他業態地域金融機関の実績の開示レベルと同等の対応を求められているため、ご協力をお願いします。
・行が不足する場合には、それぞれ行挿入してご報告ください。
・他業態地域金融機関の取組実績につきましては、「平成25年度＊　地域密着型金融に関する取組みへの顕彰について」（金融庁HP http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140401-2.html）において選定されている金融機関のホームページ等をご参照ください。
＊平成２６度以降は各財務局ホームページに掲載していますのでご参照ください。

○報告基準日：平成29年３月末
○報告期限：平成29年８月２２日（火）
○報告先：農林中央金庫「営業企画部への報告」ＤＢ
　　　　　　　（支店・営業所経由）



用紙２

		２　新規就農者の支援



		【新規就農者をサポートする資金の取扱い実績】																								（単位：件，百万円） ケン

										平成28年度												平成29年３月末 ヘイセイ ネン ガツマツ

										実行件数 ジッコウ						実行金額 ジッコウ						残　高

		青年等就農資金 セイネン トウ シュウノウ シキン								3						10						10

		就農支援資金 シュウノウ シエン シキン								-						-						35

		ＪＡ新規就農応援資金 シンキ シュウノウ オウエン シキン								10						26						26



		その他 ホカ

		合計 ゴウケイ								13						36						71

























		３　 経営不振農業者の経営改善支援 ノウギョウシャ

		【28年度の農業者の経営改善支援等の取組み実績】　　　　　　　　　　　　　　　 ノウギョウシャ																														（単位：先数） タンイ サキ スウ

										期初経営改善支援取組先　Ａ キ ショ ケイエイ																再生計画策定率

＝ａ／Ａ サイセイ				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 サイセイ				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								3,238				10								3,143				0.3%

		要注意先		うちその他要注意先②						136				14				42				86				10.3%				30.9%

				うち要管理先③						43				3				15				25				7.0%				34.9%

		破綻懸念先④ ハタン ケネン サキ								121				4				52				59				3.3%				43.0%

		実質破綻先⑤								145				7				17				124				4.8%				11.7%

		破綻先⑥								7				0				0				7				0.0%				0.0%

				小計(②～⑥の計)						452				28				126				301				6.2%				27.9%

		合計								3,690				38				126				3,444				1.0%				3.4%





２	


・経営改善支援取組先は、農業者にかかる取組先を集計してください。
・経営改善支援取組先とは、次のような先のなかから、ＪＡ・信連が指定した先をいいます。
  ○負債整理資金（畜特資金、農業経営負担軽減支援資金等）の貸付先
　　　（ただし、「農業負債整理関係資金基本要綱」に定める経営改善計画達成先は除くことができます。）
　○経営改善計画の策定先など、融資機関が経営改善を支援する意図を持って条件緩和に対応した先
　○農業再生委員会、中小企業再生支援協議会、整理回収機構等の再生計画策定先
・期初経営改善支援取組先Ａのうち、期中にランクダウンした先や、完済により査定対象外となった先等がない場合、Ａ＝ｂ＋ｃとなります。
・期中に新たに経営改善支援先となった先は、本表には計上されません。
・「再生計画を策定した先数」とは、「農業再生委員会、中小企業再生支援協議会、整理回収機構等の再生計画策定先」に「ＪＡ・信連独自の再生計画策定先」を加えた数とします。


・「青年等就農資金」は26年度に取扱開始となった公庫資金（Ｃ方式またはＨ方式による取扱い実績を記載）。
・「就農支援資金」は26年度までの旧制度に基づく制度資金。※２９年３月末残高のみ
・「ＪＡ新規就農応援資金」は全国版の統一要綱資金。
・集計方法としては、①ＪＡから各資金の資金種目コードの報告を求め、信連においてＪＡＳＴＥＭ情報系からデータを取得する方法、②ＪＡに報告を依頼する方法などがあります。
・対象期間は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までとしてください。
・記載の資金の他に、新規就農者を貸付対象者とする県単資金またはＪＡ独自資金があれば、余白行に実績をご報告ください。なお、全国集計の都合上、資金名入れ替えや行の挿入等の本様式の修正は極力
しないようにしてください。
 



用紙３

		４　講演会・セミナー等の開催・参画 トウ サンカク

		【講演会・セミナー等開催・参画実績】 トウ サンカク

		講演会・セミナー名										開催日 カイサイビ				主催者 シュサイシャ				ＪＡバンクの関わり方 カカ カタ				対象参加者 タイショウ サンカシャ				参加者数 シャ				内容 ナイヨウ



		秋田県農業法人協会若手会「全体会」										42595				県農業会議 ケン ノウギョウ カイギ				共催 キョウサイ				県農業法人協会会員
若手会会員 ケン ノウギョウ ホウジン キョウカイ カイイン ワカテ カイ カイイン				19				6次産業化 ジ サンギョウカ

		人材育成・労務管理セミナー										42608				農林中央金庫
秋田支店 ノウチュウ アキタ シテン				主催 シュサイ				県農業法人協会会員
若手会会員
金庫取引先 ケン ノウギョウ ホウジン キョウカイ カイイン ワカテ カイ カイイン キンコ トリヒキ サキ				11				人材育成、労務管理 ジンザイ イクセイ ロウム カンリ

		商談力強化セミナー（ＦＣＰシート）										42614				農林中央金庫
秋田支店 ノウチュウ アキタ シテン				主催 シュサイ				県農業法人協会会員
若手会会員
金庫取引先 ケン ノウギョウ ホウジン キョウカイ カイイン ワカテ カイ カイイン キンコ トリヒキ サキ				12				ＦＣＰシートの作成 サクセイ

		商談力強化セミナー（商談会向け実践）										42695				農林中央金庫
秋田支店 ノウチュウ アキタ シテン				主催 シュサイ				商談会参加予定者
ＪＡ ショウダンカイ サンカ ヨテイシャ				49				商談会でのセールス方法の習得 ショウダン カイ ホウホウ シュウトク

		事業承継セミナー										42786				農林中央金庫
秋田支店 ノウチュウ アキタ シテン				主催 シュサイ				県農業法人協会会員
若手会会員
金庫取引先 ケン ノウギョウ ホウジン キョウカイ カイイン ワカテ カイ カイイン キンコ トリヒキ サキ				14				事業承継計画の作成 ジギョウ ショウケイ ケイカク サクセイ

		担い手経営セミナー										42801				農林中央金庫
秋田支店 ノウチュウ アキタ シテン				主催 シュサイ				担い手経営体 ニナ テ ケイエイタイ				43				事業承継計画の作成 ジギョウ ショウケイ ケイカク サクセイ

		輸出セミナー										42776				県農業会議 ケン ノウギョウ カイギ				共催 キョウサイ				県農業法人協会会員
若手会会員
金庫取引先 ケン ノウギョウ ホウジン キョウカイ カイイン ワカテ カイ カイイン キンコ トリヒキ サキ				21				輸出の現状
輸出の活用事例 ユシュツ ゲンジョウ ユシュツ カツヨウ ジレイ

		トップセミナー										42807				県農業会議 ケン ノウギョウ カイギ				共催 キョウサイ				県農業法人協会会員
若手会会員 ケン ノウギョウ ホウジン キョウカイ カイイン ワカテ カイ カイイン				65				海外での米の生産・規模拡大にかかる事例紹介 カイガイ コメ セイサン キボ カクダイ ジレイ ショウカイ











		５　負債整理資金の提供による償還負担の軽減支援



		【平成28年度 負債整理資金の貸出実績】																								（単位：件，百万円） タンイ ケン ヒャクマンエン

		資金名								平成28年度
実行件数 ジッコウ ケンスウ						平成28年度
実行金額 ジッコウ キンガク						平成29年３月末
残高 ヘイセイ ネン ガツマツ ザンダカ

		農業負担軽減支援資金								0						0						1,328

		畜産特別資金 チクサン トクベツ シキン								1						48						817





		その他 ホカ								104						188						4,404

		合計 ゴウケイ								105						236						6,549







		６　動産担保を活用した農業融資の活用 カツヨウ ノウギョウ



		【平成28年度末 動産担保の農業融資実績】 マツ ドウサン タンポ ノウギョウ ユウシ																																		（単位：件，百万円） タンイ ケン ヒャクマンエン

		種類 シュルイ						件数 ケンスウ						残高						内容 ナイヨウ

		農産物 ノウサンブツ

		畜産物 チクサン ブツ						4						178						養豚、ホルスタイン、預託、肉用肥育牛 ヨウトン ヨタク ニクヨウ ヒイク ギュウ

		機械設備 キカイ セツビ

		その他 ホカ

		合計 ゴウケイ						4						178





３	


・県域において、農業者や外部取引先等を招いて開催した講演会・セミナー等を本表に記載願います。
・ＪＡ役職員等の系統内部向けの研修会や信用事業に関わりのない講演会等は含みません。
・信連等が参画（共催・出講・パネリスト参加等）した講演会・セミナーについても記載願います。
・参加者数は、参加者数・参加団体数のいずれを記載頂いても構いません。

 ・商品統一における農業資金の第四階層「ＪＡ農業負債整理資金」に区分される資金について、ＪＡＳＴＥＭ情報系等により県域にて集計してください。
・畜産特別資金の種類が多い場合、一行にまとめてご報告ください。（畜産経営維持緊急支援資金、大家畜・養豚特別支援資金、大家畜・養豚経営改善支援資金等、過去のものも含めた複数の畜特資金が並存しているため。）
・残高が小さい負債整理資金は、「その他」にまとめていただいて構いません。
・なお、全国集計の都合上、資金名入れ替えや行の挿入等の本様式の修正は極力しないようにしてください。


・ＪＡ・信連の実績について集計して、報告してください。（信連におかれては、ＪＡに対して報告を依頼願います。）
・動産担保については、譲渡担保契約を締結している全案件を対象とし、種類別に集計してください。（動産担保としては、在庫（農畜産物を含む。）や機械設備等が考えられますが、動産の種類を問わず、集計対象とします。）
・根担保の場合、契約極度額を上限として、貸出残高を集計してください。
　（例）　極度額100百万円に対して貸付金70百万円であれば、残高70百万円として集計。
・動産の評価額や担保価額にかかわらず、集計対象とします。（動産を添担保としている場合も集計対象とします。）
・同じ貸付金に対し、複数の担保・保証が割り付いている場合でも、動産譲渡担保によって保全されている貸付金の全てを集計対象としてください。
　（例）　貸付金100百万円に対して、不動産抵当権150百万円、動産譲渡担保（根）極度30百万円の場合
　　　→　不動産抵当権に十分な担保価額がある場合でも、動産譲渡担保の残高は30百万円と集計する。
・内容欄についてはできるだけ具体的に表記してください。




用紙４

		７　被災者・生産資材高騰等への支援資金 セイサン シザイ コウトウ トウ シキン

																																						（単位：件、百万円） タンイ ケン ヒャクマンエン

		区分 クブン		取組事例 ト ク ジレイ								ＪＡ名 メイ				内　容 ウチ カタチ																件数 ケンスウ				貸付実行金額 カシツケ ジッコウ キンガク

		①災害資金（東日本大震災向けを除く） サイガイ シキン ヒガシ ニホン ダイシンサイ ム ノゾ		（例）ＪＡ○○台風○号緊急支援資金の対応 レイ タイフウ ゴウ キンキュウ シエン シキン タイオウ								ＪＡ○○				ＪＡ○○では、台風で農畜産物の被害を受けた組合員に対し、行政の利子補給を受けた低利の資金を対応しました。 タイフウ ノウチク サンブツ ヒガイ ウ クミアイイン タイ ギョウセイ リシ ホキュウ ウ テイリ シキン タイオウ																○○				○○

		③価格低迷・資材高騰への対策資金 カカク テイメイ シザイ コウトウ タイサク シキン		（例）生産資材高騰対策資金の対応 レイ セイサン シザイ コウトウ タイサク シキン タイオウ								ＪＡバンク
○○				○○県下ＪＡでは昨今の農業生産資材の価格高騰への対策として、ＪＡグループおよび○○県からの利子助成による低利資金を創設しました。 ケンカ サッコン ノウギョウ セイサン シザイ カカク コウトウ タイサク ケン リシ ジョセイ テイリ シキン ソウセツ																○○				○○

		④家畜飼料特別支援資金 カチク シリョウ トクベツ シエン シキン		家畜飼料特別支援資金 カチク シリョウ トクベツ シエン シキン																												○○				○○





		合計 ゴウケイ																														0				0



				①災害資金（東日本大震災向けを除く） サイガイ シキン ヒガシ ニホン ダイシンサイ ム ノゾ

				②東日本大震災向け資金 ヒガシ ニホン ダイシンサイ ム シキン

				③価格低迷・資材高騰・不作等対策資金 カカク テイメイ シザイ コウトウ フサク トウ タイサク シキン

				④家畜飼料特別支援資金 カチク シリョウ トクベツ シエン シキン

				⑤その他







４	


・災害等による被災者への支援策について、信連・ＪＡにおいてそれぞれ集計し、報告してください。
・支援策とは、例えば天候不良等の災害にかかる復旧資金や運転資金等の緊急支援資金に対応することなどをいいます。（商品統一における農業資金の「ＪＡ農業緊急対策資金」に区分される資金が該当します。）
・災害支援等のほか、生産資材の価格高騰や農産物価格の下落にかかる支援策も対象とします。
・制度資金である家畜飼料特別支援資金についても集計の対象です。
・区分については、以下より選択して回答してください。


①災害資金（東日本大震災向けを除く） 
②東日本大震災向け資金 
③価格低迷・資材高騰・不作等対策資金 
④家畜飼料特別支援資金 
⑤その他 



参考



＜参考＞

　　　　　　　　　　　　　経営改善支援取組先の集計方法について

　３の経営改善支援取組先の集計については，データの集計に必要となる資産査定にかかるシステムの運用が県域単位で行われているため，全国一律の集計方法をお示しすることはできませんが，参考までに一部の県域から情報提供いただいた集計方法についてご紹介いたします。
　これらの他にも，より効率的な集計方法等があれば，金庫拠点等を通じて情報をご提供いただきますよう，お願いいたします。
 
【Ａ県】
① 経営改善支援取組先を一定の負債整理資金の借入者と定義。
② 信連からＪＡへ，ＪＡごとの負債整理資金の件数，残高を還元。
③ 信用事業担当部署が自己査定とりまとめ部署から，自己査定カンマ編集ファイルを受領。
④ 信用部署がファイルの資金名，資金種目コード欄などで該当先を抽出。
⑤ １名で複数資金の借入者を名寄せする。
⑥ ファイルにて年度末の債務者区分を確認。
⑦ 対象者抽出後，前年度末の自己査定結果から期初の債務者区分を確認。
⑧ ②の還元資料の契約数と大幅にずれていないか整合性を確認。

【Ｂ県】 
① ＪＡの経営再建対策などの対象先を経営改善支援取組先と定義。（年に一度，ＪＡと農業者が営農計画の検討を行っているため，有視界のなかで集計可能。）
② 該当者について，自己査定資料によって期初と期末の債務者区分を確認。

【Ｃ県】
① 県域独自情報系システムの検索機能により，ＣＩＦ業種コードの大分類が「農業」であり，かつ貸出金残高がある農業者を抽出して絞込むように，信連からＪＡへ依頼。
② そのなかから，農業資金を借りている農業者を対象として，自己査定資料によって期初と期末の債務者区分を確認。
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２　新規就農者の支援


【新規就農者をサポートする資金の取扱い実績】


3


実行件数


就農支援資金


-





平成28年度


青年等就農資金


ＪＡ新規就農応援資金


10










 秋田県農業法人協会の会員を中心とした、農業経営に関する各種セミ
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 



３ 経営の将来性を見極める融資手法をはじめ、 
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
提供に努めております。  

15 



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。 

資 金 名 新規実行件数 新規実行金額 平成29年3月末残高 

農業経営負担軽減支援資金（注１） 0 0 1,328 

畜産特別資金（注２） 1 48 817 

その他 104 188 4,404 

合 計 105 236 6,549 

【平成28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 



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 4 178 

（単位：件、百万円） 【平成28年度動産担保融資実績】 

17 



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。 

18 



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。  

19 



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 

47 109 

自然災害・異常気象 
農家支援資金 

2 1 

合計 49 110 

（単位：件、百万円） 

20 

【平成28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202
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。 
 
 21 



４－３ ＪＡバンク食農教育応援事業による活動内容 
県下15ＪＡ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

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。

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。

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）

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、苗の定
植から収穫体験までの活動個六の展示（種苗交換会等へ出
展）しました。

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。



４－３ ＪＡバンク食農教育応援事業による活動内容 
                            （続き） 
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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に生産圃場、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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