お知らせ
平成 30 年 3 月 16 日
Ｊ Ａ バン ク 新 潟 県 信 連
にいがた農業応援プログラム「担い手向け金融支援の拡充」について
～担い手支援資金の見直しおよび農業資金の借入にかかる保証料助成の拡充～

ＪＡグループ新潟では、ＪＡ自己改革で掲げる 3 つの基本目標(農業者の所得増大・農
業生産の拡大・地域の活性化)を具体的に実現していくために、平成 28 年度から平成 30
年度の 3 年間における担い手向け支援パッケージとして、
「にいがた農業応援プログラム」
を展開しているところです。
その施策の一つである、
「担い手向け金融支援」について、担い手の金融負担の更なる
軽減を図り、資金需要に一層応えていくため、平成 30 年度は下記のとおり取組内容を拡
充して実施いたします。ＪＡグループ新潟では、今後も担い手への踏み込んだ支援に積
極的に取り組んでまいります。
記
１．担い手支援資金（愛称：アグリ 1）のリニューアル（拡充）
担い手支援資金については、平成 24 年度の取扱開始からこれまで、お借入後 3 年間
の実質金利を年 1%（保証料込）で提供してきましたが、平成 30 年度から、現行の融資
枠を確保したうえで、借入後 3 年間の実質金利を年 0.5%（保証料込）に引き下げるな
ど商品内容を一新し、愛称を「アグリＶ」に改めました。
○

商品内容
融資対象者
取扱期間
融資枠（平成 30 年度）
資金使途
融資限度額
融資期間
基準利率
保証料
利子補給率
保証料助成率
実質金利（保証料込）

利子補給・保証料助成期間

一般枠
農地取得枠
ＪＡが担い手と認定した組合員等
平成 30 年 4 月 2 日から平成 31 年 3 月 29 日まで(※1)
13 億円
3 億円
設備資金、中・長期運転資金
農地取得資金
2,000 万円
2,000 万円
1 年以上 10 年以内
1 年以上 20 年以内
(うち据置 1 年以内)
(うち据置 2 年以内)
借入後 3 年間 ：年 2.05%
借入 4 年目以降：年 1.68%
年 0.32％または年 0.23%(※2)
県連・県本部 年 0.55%
農林中央金庫 年 1.00%(※3)
県連・県本部 年 0.32%
借入後 3 年間 ：年 0.5％ (※3)
借入 4 年目以降：年 2.0%または年 1.91%
借入日から 3 年間

(※1)受付額が単年度融資枠に達した場合は、その時点で取扱いを中止いたします。
(※2)保証料は、お借入された方が、借入に際して債務保証を委託した新潟県農業信用基金協会に対してお支払いいただく
ものです。保証料率は、借入日から 3 年経過後に到来する元利金返済日までは年 0.32％、その翌日以降は年 0.32％
または年 0.23％となります。
(※3)融資金額が 100 万円以上でかつ資金使途が農業生産に直結する案件で、農林中央金庫が実施するＪＡバンク利子補
給（最大 1.0％）の対象となる場合。

２．農業資金の借入にかかる保証料助成について
平成 26 年から開始した保証料助成について、平成 28 年度より対象資金を以下の 5
資金へ拡大のうえ実施しておりますが、平成 30 年度も引き続き、単年度融資枠 74 億
円として取扱いを継続いたします。
また、農業近代化資金の保証料助成については、これまで借入日から５年間（分割
後取方式）を対象としておりましたが、平成 30 年度からは借入全期間（一括前取方式）
まで拡大いたします。
○

助成内容
助成対象資金
助成対象者

助成対象となる融資枠
（平成 30 年度）

取扱期間

助成対象期間

助成額
その他

農業近代化資金、農機具ローン、アグリマイティー資金、
スーパーＳ資金、サポートＡ
県内ＪＡから助成対象資金の借入を行った方
資 金 名
融資枠
農業近代化資金
10 億円
長期
農機具ローン
資金
54 億円
アグリマイティー資金(証書)
スーパーＳ資金
短期
サポートＡ
10 億円
資金
アグリマイティー資金(手形)
平成 30 年 4 月 2 日から平成 31 年 3 月 29 日まで(※4)
取扱期間中に借り入れた案件を対象に、農業近代化
長期
資金は借入全期間、農機具ローンとアグリマイティ
資金
ー資金(証書)は借入日から 3 年間(3 年後の応当日を
含む)を助成対象期間とします。
短期
取扱期間中の借入残高がある期間を助成対象としま
資金
す。
借入に伴い新潟県農業信用基金協会へ支払う保証料 (※5)
相当額
ＪＡバンク利子補給の対象となる場合は、借入利息におい
ても、別途最大で年１％の助成を受けることができます。

(※4)受付額が単年度融資枠に達した場合は、その時点で取扱いを中止いたします。
(※5)農業近代化資金は一括前取方式、その他長期資金は分割後取方式による支払いに限ります。

※ 融資条件等の詳細は、各ＪＡで定める融資要項等によりますので、最寄りのＪＡ
もしくはＪＡバンク新潟県信連農業部にお問い合わせください。
※ 資料：「にいがた農業応援プログラム～担い手向け金融支援の拡充～」
以

上

＜本件に関するお問合せ先＞

農業部
担当：上村、松永、久保田 TEL：025‐230‐2151

ＪＡバンク新潟県信連

にいがた農業応援プログラム
～担い手向け金融支援の拡充～
 ＪＡバンク新潟では、ＪＡ自己改革で掲げる３つの基本目標（農業者の所得増大・農業生産の拡大・地域の活性化）を具体的に実現
していくため、平成２８年度から平成３０年度の３年間における担い手への支援パッケージとして「にいがた農業応援プログラム」を
展開しているところです。
 このプログラムは以下の３本を柱とし、担い手向け直接支援にかかる事業規模を約２８０億円（助成額１４.４億円）として実施してお
りますが、本資料はそのうちの「担い手向け金融支援の拡充」に焦点を当て、平成３０度の取組内容を記載したものです。
「にいがた農業応援プログラム」で掲げる３本の柱
１．「にいがた農業応援ファンド」の創設
２．担い手向け金融支援の拡充
３．プログラム推進・支援体制の構築
 今後も、これらの支援策を活用しながら、ＪＡグループ新潟として、ＪＡおよび中央会・連合会の総合力を発揮し、担い手への踏み込
んだ支援に積極的に取り組んでまいります。

平成３０年３月

「にいがた農業応援プログラム」全体像
～事業規模２８０億円・助成額１４.４億円（平成２８～３０年度）～
農業者の所得増大と持続可能な農業経営の実現のため、農業生産の拡大、加工・流通・販売
の促進、農業を通じた地域の活性化等の県内担い手の取組みに対する助成、金融負担軽減な
ど、ＪＡグループ新潟が連携し、総合的な支援を実施するもの

県内担い手の取組み

○農業生産の拡大

○加工・流通・販売の促進

○農業を通じた地域の活性化

プログラム１

プログラム２

「にいがた農業応援ファンド」の創設

担い手向け金融支援の拡充

プログラム３
プログラム推進・支援体制の構築
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にいがた農業応援プログラム ～担い手向け金融支援～
担い手向け金融支援 ～平成３０年度における拡充内容～
担い手の金融負担の更なる軽減を図り、資金需要に一層応えていくため、平成３０年度における金融支援を以
下のとおり更に拡充しました。

【担い手支援資金（愛称：アグリ１）のリニューアル（拡充）】
担い手支援資金については、平成２４年度の取扱開始からこれまで、お借入後３年間の実質金利を年１％（保
証料込）で提供してきましたが、平成３０年度から、現行の融資枠を確保したうえで、借入後３年間の実質金利を
年０．５％（保証料込）に引き下げるなど商品内容を一新し、愛称を「アグリＶ」に改めました。
項 目

見直し後

実質金利
（保証料込）
返済方法

見直し前

借入後３年間
実質金利 年０．５％（保証料込）
借入後３年間
実質金利 年１％（保証料込）
借入４年目以降 実質金利 年２．０％または年１．９１％ 借入４年目以降 実質金利 年２．８７％または年２．７
（保証料込）
８％（保証料込）
元金均等年賦返済とし、返済日は任意の特定月の２０日

元金均等年賦返済とし、返済日は毎年１０月２０日

【農業近代化資金の保証料助成の拡充】
農業近代化資金の保証料助成については、これまで借入日から５年間（分割後取方式）を対象として実施して
いましたが、平成３０年度は借入全期間（一括前取方式）まで拡大します。
項

目

拡充後

拡充前

融資枠（単年度）

１０億円

保証料助成期間

全期間

借入日から５年間

保証料徴収方式

一括前取方式

分割後取方式

取 扱 期 間

平成３０年４月２日～平成３１年３月２９日 ※当期間における新規実行分を対象とします。
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にいがた農業応援プログラム ～担い手向け金融支援～
担い手支援資金（アグリＶ）・商品概要
項

目

※赤字が変更箇所

一般枠

農地取得枠

融資対象者

ＪＡが担い手と認定した組合員等

取 扱 期 間

平成３０年４月２日から平成３１年３月２９日まで

融

資

枠

資 金 使 途
融資限度額
融 資 期 間

１３億円

３億円

設備資金、中・長期運転資金

農地取得資金、借地料等支払

２，０００万円

２，０００万円

１年以上１０年以内(うち据置１年以内)

１年以上２０年以内(うち据置２年以内)

返 済 方 法

元金均等年賦返済
返済日：任意の特定月の２０日

基 準 金 利

借 入 後 ３ 年 間 ： 年２．０５％
借 入 ４ 年目 以 降 ： 年１．６８％

保 証 料 率

年０.３２％または年０．２３％

補給 ・ 助成率

年１.８７％ ※融資金額が１００万円以上で、ＪＡバンク利子補給の対象となる場合

実 質 金 利
（保証料込）

借入後３年間 ：年０.５％
借入４年目以降：年２．０％または年１．９１％
※融資金額が１００万円以上で、ＪＡバンク利子補給の対象となる場合

利子補給・保証料助成期間

借入日から３年間

※お借入条件等や審査の結果によりご希望に添えない場合がございます。詳細につきましては、お近くのＪＡ窓口までお問い合わせください。
※お借入金利・保証料は金利情勢により変更となります。また、利子補給・保証料助成期間終了後は、通常の金利・保証料をご負担いただきます。
※受付額が年間融資枠に達した場合は、その時点で取扱いを中止いたします。
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にいがた農業応援プログラム ～担い手向け金融支援～
担い手支援資金（アグリＶ） チラシイメージ
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にいがた農業応援プログラム ～担い手向け金融支援～
担い手向け金融支援・全体概要
事業内容

ＪＡから対象の農業資金をお借入した農業者の方々に、農林中央金庫およびＪＡグループ新潟が金利負担・保証料負担の軽減措置を
行うものです。平成３０年度の拡充により、助成額は３年間総額で当初の９．４億円から９．７億円に増額となります。

実施期間

事業規模

平成２８～３０年度（３年間）
ＪＡﾊﾞﾝｸ利子補給
（農林中央金庫）

利子補給

保証料助成

アグリＶ

農業近代化資金、アグリＶ、アグリマイティー資金、農機具ローン、サポートＡ、スーパー
Ｓ資金

農業近代化資金、アグリＶ、アグリマイティー資金、農機
具ローン、サポートＡ、スーパーＳ資金
ＪＡ飼料用米等対策資金

資金使途

農業生産に直結する資金（農業用施設・農機具取得・農
地取得等）

全てのお借入が対象となります。

対象金額

お借入金額１００万円以上（ＪＡ飼料用米等対策資金を除く）

全てのお借入が対象となります。

補給・助成率

最大年１％

年０.５５％

保証料相当額全額（最大年０.７％）

補給・助成期
間

農業近代化資金

借入当初
３年間

農業近代化資金

農業近代化資金以外の資金

留意点

９．７億円（３年間）

ＪＡｸﾞﾙｰﾌﾟ新潟

対象資金

借入当初５年間

助成額

２７０億円（助成対象資金９０億円×３年間）

借入全期間

農業近代化資金以外の資金

長期資金（借入期間１年超）

借入当初３年間

長期資金（借入期間１年超）

借入当初３年間

短期資金

借入当初１年間

短期資金

借入当初１年間

（借入期間１年以内）

（平成３０年度まで継続可）

（借入期間１年以内）

（平成３０年度まで継続可）

・商品にはそれぞれ下限利率があり、貸付条件等により補給率
が異なります。
・利子補給期間中に延滞が生じた場合、延滞した元金は利子
補給対象外となります。

・利子補給期
間中に延滞
が生じた場合、
延滞した元金
は利子補給
対象外となり
ます。

○農業近代化資金
・一括前取方式による支払いに限ります。
・お借入時にお客様からは保証料を徴収せず、ＪＡグループ新潟が保証料助成金相当額を直接基
金協会にお支払します。
○農業近代化資金以外の資金
・長期資金は分割後取方式による支払いに限ります。
・保証料助成期間中の毎年１２月末時点で延滞している場合は、保証料助成対象外となります。
・お客様にて通常の保証料を一旦ご負担いただいた後、毎年まとめてお客様口座に入金されます
（アグリＶを除く）。また端末処理等によりご負担金額と同額とならない場合がございます。

※お借入条件等や審査の結果によりご希望に添えない場合がございます。詳細につきましては、お近くのＪＡ窓口までお問い合わせください。
※お借入金利・保証料は金利情勢により変更となります。また、利子補給・保証料助成期間終了後は、通常の金利・保証料をご負担いただきます。
※受付額が年間融資取扱枠に達した場合は、その時点で取扱いを中止いたします。
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にいがた農業応援プログラム ～担い手向け金融支援～
補給・助成率
助成対象資金

担い手支援資金
（アグリＶ）

長
期
資
金

農業近代化資金

ＪＡバンク利子補給
（農林中央金庫）

利子補給
年１％

利子補給
最大年１％

ＪＡグループ新潟
利子補給・保証料助成

利子補給
年0.55％

補給・助成期間

年間融資枠

その他

借入当初

１６億円

・ＪＡが担い手と認めた農業者が対
象となります。
・ＪＡバンク利子補給のご利用には、
お借入金額や資金使途等の一定
の条件がございます。
・条件が合致する場合、借入当初３
年間は金利・保証料込の実質金利
が年0.5％となります。

３年間

保証料助成
年0.32％

一般枠13億円
農地取得枠3億円

保証料助成 利子補給：
借入当初
最大年0.47％ ５年間

１０億円

・ＪＡバンク利子補給のご利用には、
お借入金額等の一定の条件がござ
います。
・条件が合致する場合、行政から
の利子補給等も含め、借入当初５
年間は金利が実質０円となります。
さらに保証料についても借入全期
間０円となります。

５４億円

・ＪＡバンク利子補給のご利用には、
お借入金額や資金使途等の一定
の条件がございます。
・金利については、お近くのＪＡ窓
口までお問い合わせください。

保証料助成：

全期間

短
期
資
金

農機具ローン
アグリマイティー資金

利子補給
最大年１％

保証料助成 借入当初
最大年0.47％ ３年間

スーパーＳ資金
サポートＡ
アグリマイティー資金

利子補給
最大年１％

保証料助成
最大年0.7％

借入当初

１年間（平成

１０億円

30年度まで継続
可）

※お借入条件等や審査の結果によりご希望に添えない場合がございます。詳細につきましては、お近くのＪＡ窓口までお問い合わせください。
※お借入金利・保証料は金利情勢により変更となります。また、利子補給・保証料助成期間終了後は、通常の金利・保証料をご負担いただきます。
※受付額が年間融資取扱枠に達した場合は、その時点で取扱いを中止いたします。
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にいがた農業応援プログラム ～担い手向け金融支援～
農業近代化資金のお借入負担軽減に向けたステップ
① 農業近代化資金のお借入（行政の利子補給）
借入希望時期（着工・購入時期）まで、３か月程度の期間はありますか？
経営改善資金計画（５年間）の作成を通じ、農業経営の向上に努めていただけますか？
「農地取得」のためのお借入ではありませんか？（農地取得のための資金は使途対象外です。）

② JAグループ新潟による保証料助成

Yes

新潟県農業信用基金協会へ支払う保証料は、一括前取方式でしょうか？
③ JAバンク利子補給
Yes

借入額が１００万円以上でしょうか？

①行政からの
利子補給承認

以上の３つを組み合わせると・・

Yes

②借入全期
間、保証料助
成

③借入当初5年間、
最大で年１％の利
子補給

➢借入当初５年間における、金
利・保証料の負担無し（＝０円）
➢かつ、保証料は６年目以降も
負担無し（全期間０円）

農業近代化資金の保証料については、お借入時にお客様からは徴収せず、ＪＡグループ新潟が保証料助成金相当額を直接基金協会にお支払いします。
※お借入条件等や審査の結果によりご希望に添えない場合がございます。詳細につきましては、お近くのＪＡ窓口までお問い合わせください。
※お借入金利・保証料は金利情勢により変更となります。また、利子補給期間終了後は、通常の金利をご負担いただきます。
※受付額が年間融資取扱枠に達した場合は、その時点で取扱いを中止いたします。

7

にいがた農業応援プログラム ～担い手向け金融支援～
その他の農業資金・商品概要
資金名

資金の特徴

融資金額

アグリマイティー資金

農地取得、農機具の購入、そして
運転資金まで！あらゆる資金ニー
ズに対応できるオールマイティーな
資金です。

事業に必要な資金の
１００％

２５年以内
（うち据置期間３年以
内）

農機具ローン

農機具の取得・修理にご利用いた
だけます！審査期間を短縮し、迅
速かつ簡便な利用を可能とした個
人専用のローンです。

１，８００万円以内

１年以上１０年以内
（うち据置期間２年以
内）

サポートＡ

種苗代・肥料代などの農業経営に
必要な短期の運転資金にご利用い
ただけます。ご契約期間内であれ
ば、いつでもお借入やご返済が可
能です。

個人
１，０００万円以内
法人・団体
３，０００万円以内

１年以内
（条件を満たせば契
約更新が可能です）

スーパーＳ資金

認定農業者の経営の安定に必要
な短期の運転資金にご利用いただ
けます。

個人
５００万円以内

１年以内
（条件を満たせば契
約更新が可能です）

(畜産、施設園芸の場合２，０００万円以内)

法人
２，０００万円以内
(畜産、施設園芸の場合８，０００万円以内)

※金利やご返済方法、その他融資条件等、詳しくはお近くのＪＡ窓口までお問い合わせください。
※審査の結果により、ご希望に添えない場合がございます。
※その他、上記以外にも各種農業資金を取り扱っております。
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融資期間

