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✔ＪＡバンク富山（富山県下15ＪＡと農林中央金庫富山支店）では、農
業と地域社会に貢献するため、2019年度～2021年度ＪＡバンク富山
中期戦略に基づき、地域密着型金融の推進に取り組んでおります。

✔2020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。

はじめに

ＪＡバンク富山における地域密着型金融の取組状況について（2020年度）
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3ＪＡバンク富山における地域密着型金融の取組状況について（2020年度）

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
1-1 農業融資商品の適切な提供・開発
1-2 農業融資への利子補給の実施
1-3 担い手のニーズに応えるための体制整備
1-4 JA内事業間連携の強化
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1-1 農業融資商品の適切な提供・開発
✔ＪＡバンク富山は、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。

✔2021年3月末時点のＪＡバンク富山の農業関係資金残高は（注1）約100億円、
日本政策金融公庫等の受託貸付金残高は（注2）約32億円取り扱っています。

✔特に農業近代化資金の取扱いにおいてはトップシェアとなっています。

ＪＡバンク富山における地域密着型金融の取組状況について（2020年度）

（注1）農業関係資金とは、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バンク富山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。受託貸付金残高には、ＪＡ転貸分を含みます。

【富山県の農業近代化資金取扱シェア】

(2020年12月末時点)出所：富山県
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（注）各数値において、百万円以下の端数については、四捨五入をしてお
り、合計値と異なる場合がございます。
（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や全農とその子会社等が含まれていま
す。

【営農類型別農業資金残高】 (単位:百万円)

ＪＡバンク富山における地域密着型金融の取組状況について（2020年度）

【資金種類別農業資金残高】 (単位:百万円)

【農業資金の受託貸付金残高】 (単位:百万円)

(注3)  プロパー農業資金とは、ＪＡバンク富山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4)  農業制度資金は、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地方公共団体が利子補給等を行うことでＪＡバンク富山が低利で融資す
るもの、③日本政策金融公庫が融資するものがあり、ここでは①および③の転
貸資金と②を対象としています。
(注5)  その他制度資金には、農業経営改善促進資金(新スーパーＳ資金)や農業
経営負担軽減支援資金などが該当します。

(注6) ＪＡバンク富山では、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。

2021年3月末
7,309

うち穀作 3,053
うち野菜・園芸 103
うち果樹・樹園農業 51
うち工芸作物 -
うち養豚・肉牛・酪
農

158

うち養鶏・鶏卵 163
うち養蚕 -
うちその他農業
（注1）

3,781

2,715
10,024

農業合計
営農類型

農業関連団体等 （注2）
合　計

　

2021年3月末

6,879

3,146

うち農業近代化資金 2,775

うちその他制度資金
（注5）

371

10,024

プロパー農業資金 （注3）

農業制度資金 （注4）

種　類

合　計

種　類 2021年3月末

日本政策金融公庫資金 (注6) 32,000

その他 0

合　計 32,000



1-2 農業融資への利子補給の実施
✔JAバンク富山は、農業振興等に貢献するため、農業融資を対象に最大
1％の利子補給を行い、農業の担い手をサポートしています。

6ＪＡバンク富山における地域密着型金融の取組状況について（2020年度）

JAバンク富山

最大１％利子補給

等

アグリマイティ資金

農機ハウスローン

農業近代化資金



✔2020年度は県内15JAで、1,393件/24百万円の利子補給を行いまし
た。

7ＪＡバンク富山における地域密着型金融の取組状況について（2020年度）

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

金額(百万円) 14 20 25 28 24

件数(件) 489 881 1,102 1,304 1,393
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✔ＪＡバンク富山では、地域の農業者との関係を強化・振興するため
の体制整備に取り組んでいます。

✔県内ＪＡには、44人の「担い手金融リーダー」が設置されており、
担当者とともに農業融資に関するご相談をお受けしたり、訪問・資金
提案活動を実施しています。

✔農林中央金庫富山支店では、ＪＡサポート指導機能、農業法人等へ
の融資相談機能を担う「農業金融センター」を構築し、これらの機能
の拡充、強化を実施しています。

ＪＡバンク富山における地域密着型金融の取組状況について（2020年度）

1-3 担い手のニーズに応えるための体制整備
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【具体的取組事例】

ＪＡバンク富山における地域密着型金融の取組状況について（2020年度）

経緯

概要

成果・効果

農業者向けイベントでのアグリウェブ紹介・各種団体とのリレーション強化

・農業・農業経営に必要な情報が広く掲載されていること、そのコンテンツを原則無料で閲覧できることについて、相当の評価
を得て、農業金融対応に係る他行にはない優位性・メリットを訴求しました。

・イベントではアグリウェブの実際の画面を見てもらい、農業者が手軽に課題解決のため使用できること、営農や農産物販売、
税務、会計など幅広いコラムがあることなどを紹介しました。

・農業者の経営に役立つ情報を発信するwebサイト「アグリウェブ」の農業者向けイベントでの紹介、活用方法の提示等を通
じて各種団体とのリレーションを強化しました。

【アグリウェブ販促物（リーフレット）】 【農業者向けイベントでのアグリウェブ紹介の様子】



10ＪＡバンク富山における地域密着型金融の取組状況について（2020年度）

1-4 JA内事業間連携の強化
✔JAバンク富山では、農業者の多様なニーズにJAをあげて応えていく
ため、これまで以上にJA内事業間連携の強化に取り組んでいます。

【具体的取組事例】

農業資金の審査において、営農部門を合議先として財務分析を行い、連携・情報共有を実施。

融資・営農及びTAC・農機具部門間にて、毎月1回の情報連携を図るミーティングを開催。

信用担当者及び経済担当者がサービス向上・農業融資知識向上を目的に農業融資実務検定の受験。

営農指導員・農機部門職員・融資担当者を対象に農業融資勉強会を実施。

融資担当者と営農指導員、農機部門の職員による同行推進を実施。



11ＪＡバンク富山における地域密着型金融の取組状況について（2020年度）

2.担い手の経営のライフサイクルに応じた支援
2-1 新規就農者の支援
2-2 生産者と消費者をつなげる場の設定
2-3 災害等の被害を受けた方への支援
2-4 経営不振農業者の経営改善支援



【2020年度 新規就農者をサポートする資金の実績】 （単位：件、百万円）

※青年等就農資金とは、2014年度に取扱いとなった公庫資金(就農支援資金は青年等就農資金取扱いにより廃止)。

12ＪＡバンク富山における地域密着型金融の取組状況について（2020年度）

2-1 新規就農者の支援
✔JAバンク富山では、新規就農者の経営をサポートするため、青年等就
農資金の取扱いを行っております。

資金名 実行件数 実行金額 2021年3月末残高
青年等就農資金(※) 15 144 249
就農支援資金 - - 32
合計 15 144 281


農業資金シェアまだ

		2019年度 ネンド

		1．農業近代化資金 ノウギョウ キンダイカ シキン

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



				割合 ワリアイ		金額 キンガク

		ＪＡバンク富山 トヤマ		94%		2,051

		銀行等 ギンコウ トウ		6%		133

		県域合計 ケンイキ ゴウケイ		100.000		2,184



		2020.8.17 富山県ヒアリング トヤマケン







		２．公庫資金（農林水産業） コウコ シキン ノウリン スイサンギョウ

		農業 ノウギョウ				(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

				割合 ワリアイ		金額 キンガク

		日本公庫直貸等 ニホン コウコ チョク カシ ナド		82%		13,346

		JAバンク富山 トヤマ		18%		2,967

		県域合計 ケンイキ ゴウケイ		100.000		16,313

		2019年度業務統計年報（新規実行・貸付残高）より





		H24.８.15　日本政策金融公庫　横田代理より聞取り ニホン セイサク キンユウ コウコ ヨコタ ダイリ キ ト

		H24.3.31現在の県全体の公庫資金（農林水産業）の「農業　計」　の中に，銀行はない。（従来と同様） ゲンザイ ケンゼンタイ コウコ シキン ノウリン スイサン ギョウ ノウギョウ ケイ ナカ ギンコウ ジュウライ ドウヨウ









94%	ＪＡバンク富山 

94%

その他

6%

銀行等 

19%

ＪＡバンク富山	銀行等	0.93922439157303761	6.0775608426962384E-2	日本公庫直貸等
82%

JAバンク富山
18%

日本公庫直貸等	JAバンク富山	0.81812051737877767	0.18187948262122233	

農業資金①



						営農類型				2021年3月末

						農業合計 ゴウケイ				7,309

						　　		うち穀作		3,053

								うち野菜・園芸		103

								うち果樹・樹園農業		51

								うち工芸作物		-

								うち養豚・肉牛・酪農		158

								うち養鶏・鶏卵		163

								うち養蚕		-

								うちその他農業（注1）		3,781

						農業関連団体等 （注2）				2,715

						合　計				10,024







農業資金②



				種　類				2020年3月末

				プロパー農業資金 （注3）				6,879

				農業制度資金 （注4）				3,146

						うち農業近代化資金		2,775

						うちその他制度資金 （注5）		371

				合　計				10,024







農業資金③



				種　類		2020年3月末

				日本政策金融公庫資金 (注6) チュウ		32,000

				その他		0

				合　計		32,000







JAバンク利子助成・利子補給





				年度 ネンド		件数(件)		金額(万円) マンエン

				2007		99		257

				2008		178		526

				2009		190		607

				2010		232		593

				2011		206		585

				2012		274		656

				2013		363		949

				2014		434		1,288

				2015年 ネン		280		640

				2016年 ネン		489		1,350

				2017年 ネン		881		1,997

				2018年 ネン		1,102		2,528

				2019年 ネン		1,304		2,827

				2020年 ネン		1,393		2,413

				合計 ゴウケイ		4,728		11,976



利子補給(助成)実績推移

金額(万円)	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	1349.65	1997.2	2527.7129	2826.7566000000002	2413	件数(件)	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	489	881	1102	1304	1393	



JA内事業間連携の強化

				2020年度 ネンド

				JA名 メイ		具体的取組事項 グタイテキ トリクミ ジコウ

				JAみな穂 ホ		・営農・農機具・融資担当者による毎月のミーティングと情報共有。
・営農指導員会議へ定例参加し、ニーズの把握を依頼及び有益情報の提供。
・農機具職員と同行訪問を行い、農機具のセールスとともに有利な資金対応への説明を実施。

				JAくろべ		・金融渉外・融資担当者と営農指導員の同行訪問を実施し、資金需要を把握する。
・農業融資担当者が営農指導員会議に参加し、制度資金の説明をする。

				JAうおづ		・融資担当と営農指導員が担い手の同行訪問を行い、農家個々の経営意向調査を行うとともに、資金需要を把握し的確に対応。

				JAアルプス		・営農部、経済部と情報共有会議を毎月開催し、営農関係（農業融資情報含む）の情報把握を実施。
・営農職員の日誌より農業融資情報の提供。
・営農指導員向け研修会（農業融資関連）を開催 マイツキ

				JAあおば		・金融・営農・農機具センター合同での会議を開催し、情報の共有化を図る
・融資担当者とTACの同行訪問によるニーズの調査・相談

				JA富山市 トヤマシ		・経済担当者との業務関連携し、制度資金等の活用に取り組んだ
・農業融資検定を受講し専門知識等を習得し顧客サービスの向上に努めた。

				JA山田村 ヤマダムラ		・すべての部署・部門と情報の共有化を行い、顧客の要望に対応している。

				JAいみず野 ノ		・ＴＡＣと融資担当の合同研修会を開催し、農業経営アドバイザーを講師に農業融資・農業簿記等についての知識の拡充を図った。

				JA氷見市 ヒミシ		情報の共有化を図る必要がある場合には、融資課より営農指導員会議に参加。

				JAとなみ野 ノ		・融資担当者と営農指導員、農機部門の職員による同行推進を実施している。
・営農指導員、農機部門の職員、融資担当者を対象に農業融資勉強会を実施している。
・農機部門と専用のシートを使い情報交換をしている。 ジッシ エイノウ シドウイン ノウキ ブモン ショクイン ユウシ タントウシャ タイショウ ノウギョウ ユウシ ベンキョウカイ ジッシ

				JAいなば		・経営継続補助金や各種補助金については、営農指導課と農業機械課と情報共有し、各農家に農業融資の提案を行った。
・融資担当と営農指導員による同行訪問を行い農業制度資金の説明、提案を行った。

				JA福光 フクミツ		・営農指導員を対象に農業制度資金に関する知識を習得するための勉強会を実施






JA内事業間連携の強化 (貼り付け用)



						具体的取組事項 グタイテキ トリクミ ジコウ

						農業資金の審査において、営農部門を合議先として財務分析を行い、連携・情報共有を実施。 ジッシ

						融資・営農及びTAC・農機具部門間にて、毎月1回の情報連携を図るミーティングを開催。

						信用担当者及び経済担当者がサービス向上・農業融資知識向上を目的に農業融資実務検定の受験。 オヨ ノウギョウ ユウシ チシキ コウジョウ

						営農指導員・農機部門職員・融資担当者を対象に農業融資勉強会を実施。 シドウイン ノウキ ブモン ユウシ ユウシ ベンキョウ

						融資担当者と営農指導員、農機部門の職員による同行推進を実施。







新規就農応援資金等



						資金名 シキン メイ		実行件数 ジッコウ ケンスウ		実行金額 ジッコウ キンガク		2021年3月末残高 ネン ガツ マツ ザンダカ

						青年等就農資金(※) セイネン ナド シュウノウ シキン		15		144		249

						就農支援資金 シュウノウ シエン シキン		-		-		32

						合計 ゴウケイ		15		144		281







生産者と消費者をつなげる場の設置

						2020年度 ネンド

						JA名 メイ		イベント名		開催日（年月日）		内容

						ＪＡうおづ		恵みの感謝祭 メグ カンシャ サイ		reserved-44128x1F		地場産農産物、加工品販売、農機具展販売 ジバ サン ノウサンブツ カコウ ヒン ハンバイ ノウキグ テン ハンバイ

						ＪＡアルプス		たてやま農産物直売所お盆セール		2020年8月12日～13日		生産者と消費者の繋がり強化を目的に店舗・特設テントにて地元の野菜、加工品、切り花を中心に販売 セイサンシャ ショウヒシャ ツナ キョウカ モクテキ テンポ トクセツ ジモト ヤサイ カコウヒン キ バナ チュウシン ハンバイ

						ＪＡ富山市 トヤマシ		直売所イベント		季節 キセツ		お彼岸、新米イベント等（コロナの対策の為宣伝は自粛）


						ＪＡとなみ野 ノ		農業祭り マツ		reserved-44149x1F		農業者による直接販売、地域住民との共有 ノウギョウ モノ チョクセツ ハンバイ チイキ ジュウミン キョウユウ

						JAいなば		おおさかバルコープ共同購入担当者産地視察 キョウドウ コウニュウ タントウ モノ サンチ シサツ		2020年8月17日～18日 ニチ ニチ		稲刈見学、CE説明、検査見学 イネカ ケンガク セツメイ ケンサ ケンガク









被災者等への支援

				2020年度 ネン ド

				取組事例 トリクミ ジレイ		JA名 メイ		内容 ナイヨウ		件数 ケンスウ		貸付実行金額 カシツケ ジッコウ キン ガク

				アグリマイティー
資金（緊急対応）		JAバンク
富山 トヤマ		JAバンク富山では、県中央会、全農とやま、共済連とやまと連携し、新型コロナ感染拡大による、売上の減少等の被害を受けた組合員に対し、利子補給よる実質無利子化した資金にて対応しました。		28		124

				農業振興資金
（雪害対策） ノウギョウ シンコウ シキン セツガイ タイサク		JAバンク
富山 トヤマ		JAバンク富山では、大雪で農畜産物の被害を受けた組合員に対し、行政、JAバンクの利子補給を受けた実質無利子の資金を対応しました。		0		0





経営不審者の経営改善

								2019年度 ネンド



										期初経営改善
支援取組先(注2) チュウ								再生計画策定率
＝ａ／Ａ		 ランク アップ率
＝ｂ／Ａ





										Ａ		Ａのうち再生計画を策定した先数		Ａのうち期末に債務者区分がランクアップした先数(注3) チュウ		Ａのうち期末に債務者区分が変化しなかった先数(注4) チュウ

												ａ		ｂ		ｃ

						正常先①				0		0				0		-

						要注意先		うちその他要注意先② タ ヨウチュウイ サキ		2		1		0		2		50.0%		0.0%

								うち要管理先③ ヨウ カンリ サキ		0		0		0		0		-		-

						破綻懸念先④				2		0		0		2		0.0%		0%

						実質破綻先⑤				2		2		0		2		100.0%		0%

						破綻先⑥				0		0		0		0		-		-

								小計(②～⑥の計) ショウケイ		6		3		0		6		50.0%		0.0%

						　  合　計				6		3		0		6		50.0%		0.0%







負債整理資金による経営支援



				資金名		2021年3月末残高

				経済貸越借換資金		17

				大家畜・養豚特別支援資金（注１） ダイカチク ヨウトン トクベツ シエン シキン チュウ		33

				農業経営負担軽減支援資金（注２） ノウギョウ ケイエイ フタン ケイゲン シエン シキン チュウ		3

				その他（注３） ホカ チュウ		13

				合　計		66











動産担保融資



				種類 シュルイ		2021年3月末

						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

				畜産物 チクサンブツ		2		18

				機械設備 キカイ セツビ		0		0

				合　計		2		18











講演会・セミナー等の開催

						2020年度 ネン ド

						主催者名 シュサイシャ メイ		イベント名(講演会名) コウエン カイ メイ		開催日
（年月日）		内容

						ＪＡバンク富山 トヤマ		2020年度企業稲作・農業法人経営者経営研修会併設セミナー ネンド キギョウ イナサク ノウギョウ ホウジン ケイエイシャ ケイエイ ケンシュウ カイ ヘイセツ		Wednesday, December 02, 2020		題目：成功するための事業承継の心得
～事業承継の本質と全体像～







地域住民に対する農業の理解促進

						2020年度 ネンド

						JA名 メイ		イベント名		内容

						ＪＡくろべ		環境美化活動		各施設周辺の清掃活動を年２回開催。

								職員の農家派遣		連続職場離脱を利用し農家の作業補助。

						ＪＡうおづ		ジャガイモの栽培 サイバイ		市内の保育園において園児と一緒にジャガイモの定植から収穫まで実施。 ホイクエン エンジ イッショ テイショク シュウカク ジッシ

						ＪＡアルプス		JA女性学校でワンポイント野菜講座		JA女性学校において毎回ワンポイント野菜栽培講座を開催。（７月～２月で６回開催）

								学校給食への新米贈呈		アルプス管内で収穫された新米を市町村へ寄贈し、学校給食で子供たちに地元の新米を食べてもらう。

						ＪＡ氷見市 ヒミシ		氷見市への寄付		保育園児の食育および食文化の振興に役立ててもらうことを目的に、ペットボトル「氷見はとむぎ茶」の売上金より500万円を寄贈。 キン マンエン キゾウ

						ＪＡいなば		スポーツ振興の為の寄付、物品寄付 シンコウ タメ キフ ブッピン キフ		JAいなばで販売している「富山はとむぎ茶」（ペットボトル）販売代金一部を小矢部市にはスポーツ振興の為に寄付、高岡市には物品（テーブル）の寄付。 ハンバイ トヤマ チャ ハンバイ ダイキン イチブ オヤベ シ シンコウ タメ キフ タカオカ シ ブッピン キフ







新規就農者の支援

				2020年度 ネンド

				JA名 メイ		サポート名 メイ		内容 ナイヨウ

				JAみな穂 ホ		制度資金 セイド シキン		投資需要へ対応した融資の実施（新規就農支援資金等）

				JAアルプス		営農資金の融資や助成		新規就農者、県の担い手支援課と三者で
青年等就農資金の資金計画を策定 シンキ シュウノウ シャ ケン ニナ テ シエン カ ミ シャ セイネン トウ シュウノウ シキン シキン ケイカク サクテイ

				JA富山市 トヤマシ		営農資金の助成		購入費用の助成 コウニュウ ヒヨウ ジョセイ







13ＪＡバンク富山における地域密着型金融の取組状況について（2020年度）

【県下JA新規就農者サポート事例】

✔県下JAでは、新規就農者の経営をサポートするため、各種資金・費用
の助成、資金計画サポート等を行っております。

JA名 サポート名 内容

JAみな穂 制度資金の活用 投資需要へ対応した融資の実施（新規就農支援資金等）

JAアルプス 営農資金の融資
JA、新規就農者、県担い手支援課と三者で青年等就農資金の資金計画を策定
をサポート

JA富山市 営農資金の助成 農業機械等購入費用の助成


農業資金シェア

		2020年度 ネンド

		1．農業近代化資金 ノウギョウ キンダイカ シキン

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



				割合 ワリアイ		金額 キンガク

		ＪＡバンク富山 トヤマ		89%		2,524

		銀行等 ギンコウ トウ		11%		310

		県域合計 ケンイキ ゴウケイ		100.000		2,834



		2021.8.26 富山県ヒアリング トヤマケン







		２．公庫資金（農林水産業） コウコ シキン ノウリン スイサンギョウ

		農業 ノウギョウ				(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

				割合 ワリアイ		金額 キンガク

		日本公庫直貸等 ニホン コウコ チョク カシ ナド		82%		14,191

		JAバンク富山 トヤマ		18%		3,200

		県域合計 ケンイキ ゴウケイ		100.000		17,391

		2020年度令和２年度都道府県別新規貸付額および貸付残高より





		H24.８.15　日本政策金融公庫　横田代理より聞取り ニホン セイサク キンユウ コウコ ヨコタ ダイリ キ ト

		H24.3.31現在の県全体の公庫資金（農林水産業）の「農業　計」　の中に，銀行はない。（従来と同様） ゲンザイ ケンゼンタイ コウコ シキン ノウリン スイサン ギョウ ノウギョウ ケイ ナカ ギンコウ ジュウライ ドウヨウ









89%	ＪＡバンク富山 

89%

その他

11%

銀行等 

19%

ＪＡバンク富山	銀行等	0.89061397318278057	0.10938602681721948	日本公庫直貸等
82%

JAバンク富山
18%

日本公庫直貸等	JAバンク富山	0.81599677994364905	0.18400322005635097	

農業資金①



						営農類型				2021年3月末

						農業合計 ゴウケイ				7,309

						　　		うち穀作		3,053

								うち野菜・園芸		103

								うち果樹・樹園農業		51

								うち工芸作物		-

								うち養豚・肉牛・酪農		158

								うち養鶏・鶏卵		163

								うち養蚕		-

								うちその他農業
（注1）		3,781

						農業関連団体等 （注2）				2,715

						合　計				10,024







農業資金②



				種　類				2021年3月末

				プロパー農業資金 （注3）				6,879

				農業制度資金 （注4）				3,146

						うち農業近代化資金		2,775

						うちその他制度資金 
（注5）		371

				合　計				10,024







農業資金③



				種　類		2021年3月末

				日本政策金融公庫資金 (注6) チュウ		32,000

				その他		0

				合　計		32,000







JAバンク利子助成・利子補給





				年度 ネンド		件数(件)		金額(百万円) ヒャク マンエン

				2007		99		3

				2008		178		5

				2009		190		6

				2010		232		6

				2011		206		6

				2012		274		7

				2013		363		9

				2014		434		13

				2015年 ネン		280		6

				2016年 ネン		489		14

				2017年 ネン		881		20

				2018年 ネン		1,102		25

				2019年 ネン		1,304		28

				2020年 ネン		1,393		24

				合計 ゴウケイ		4,728		120



利子補給(助成)実績推移

金額(百万円)	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	13.5	19.97	25.28	28.27	24.13	件数(件)	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	489	881	1102	1304	1393	



JA内事業間連携の強化

				2020年度 ネンド

				JA名 メイ		具体的取組事項 グタイテキ トリクミ ジコウ

				JAみな穂 ホ		・営農・農機具・融資担当者による毎月のミーティングと情報共有。
・営農指導員会議へ定例参加し、ニーズの把握を依頼及び有益情報の提供。
・農機具職員と同行訪問を行い、農機具のセールスとともに有利な資金対応への説明を実施。

				JAくろべ		・金融渉外・融資担当者と営農指導員の同行訪問を実施し、資金需要を把握する。
・農業融資担当者が営農指導員会議に参加し、制度資金の説明をする。

				JAうおづ		・融資担当と営農指導員が担い手の同行訪問を行い、農家個々の経営意向調査を行うとともに、資金需要を把握し的確に対応。

				JAアルプス		・営農部、経済部と情報共有会議を毎月開催し、営農関係（農業融資情報含む）の情報把握を実施。
・営農職員の日誌より農業融資情報の提供。
・営農指導員向け研修会（農業融資関連）を開催 マイツキ

				JAあおば		・金融・営農・農機具センター合同での会議を開催し、情報の共有化を図る
・融資担当者とTACの同行訪問によるニーズの調査・相談

				JA富山市 トヤマシ		・経済担当者との業務関連携し、制度資金等の活用に取り組んだ
・農業融資検定を受講し専門知識等を習得し顧客サービスの向上に努めた。

				JA山田村 ヤマダムラ		・すべての部署・部門と情報の共有化を行い、顧客の要望に対応している。

				JAいみず野 ノ		・ＴＡＣと融資担当の合同研修会を開催し、農業経営アドバイザーを講師に農業融資・農業簿記等についての知識の拡充を図った。

				JA氷見市 ヒミシ		情報の共有化を図る必要がある場合には、融資課より営農指導員会議に参加。

				JAとなみ野 ノ		・融資担当者と営農指導員、農機部門の職員による同行推進を実施している。
・営農指導員、農機部門の職員、融資担当者を対象に農業融資勉強会を実施している。
・農機部門と専用のシートを使い情報交換をしている。 ジッシ エイノウ シドウイン ノウキ ブモン ショクイン ユウシ タントウシャ タイショウ ノウギョウ ユウシ ベンキョウカイ ジッシ

				JAいなば		・経営継続補助金や各種補助金については、営農指導課と農業機械課と情報共有し、各農家に農業融資の提案を行った。
・融資担当と営農指導員による同行訪問を行い農業制度資金の説明、提案を行った。

				JA福光 フクミツ		・営農指導員を対象に農業制度資金に関する知識を習得するための勉強会を実施






JA内事業間連携の強化 (貼り付け用)



						農業資金の審査において、営農部門を合議先として財務分析を行い、連携・情報共有を実施。 ジッシ

						融資・営農及びTAC・農機具部門間にて、毎月1回の情報連携を図るミーティングを開催。

						信用担当者及び経済担当者がサービス向上・農業融資知識向上を目的に農業融資実務検定の受験。 オヨ ノウギョウ ユウシ チシキ コウジョウ

						営農指導員・農機部門職員・融資担当者を対象に農業融資勉強会を実施。 シドウイン ノウキ ブモン ユウシ ユウシ ベンキョウ

						融資担当者と営農指導員、農機部門の職員による同行推進を実施。









新規就農応援資金等



						資金名 シキン メイ		実行件数 ジッコウ ケンスウ		実行金額 ジッコウ キンガク		2021年3月末残高 ネン ガツ マツ ザンダカ

						青年等就農資金(※) セイネン ナド シュウノウ シキン		15		144		249

						就農支援資金 シュウノウ シエン シキン		-		-		32

						合計 ゴウケイ		15		144		281







新規就農者の支援

				2020年度 ネンド

				JA名 メイ		サポート名 メイ		内容 ナイヨウ

				JAみな穂 ホ		制度資金の活用 セイド シキン カツヨウ		投資需要へ対応した融資の実施（新規就農支援資金等）

				JAアルプス		営農資金の融資		JA、新規就農者、県担い手支援課と三者で青年等就農資金の資金計画を策定をサポート シンキ シュウノウ シャ ケン ニナ テ シエン カ ミ シャ セイネン トウ シュウノウ シキン シキン ケイカク サクテイ

				JA富山市 トヤマシ		営農資金の助成		農業機械等購入費用の助成 ノウギョウ キカイ トウ コウニュウ ヒヨウ ジョセイ





生産者と消費者をつなげる場の設置

						2020年度 ネンド

						JA名 メイ		イベント名		開催日（年月日）		内容

						ＪＡうおづ		恵みの感謝祭 メグ カンシャ サイ		reserved-44128x1F		地場産農産物、加工品販売、農機具展販売 ジバ サン ノウサンブツ カコウ ヒン ハンバイ ノウキグ テン ハンバイ

						ＪＡアルプス		たてやま農産物直売所お盆セール		2020年8月12日～13日		生産者と消費者の繋がり強化を目的に店舗・特設テントにて地元の野菜、加工品、切り花を中心に販売 セイサンシャ ショウヒシャ ツナ キョウカ モクテキ テンポ トクセツ ジモト ヤサイ カコウヒン キ バナ チュウシン ハンバイ

						ＪＡ富山市 トヤマシ		直売所イベント		季節 キセツ		お彼岸、新米イベント等（コロナの対策の為宣伝は自粛）


						ＪＡとなみ野 ノ		農業祭り マツ		reserved-44149x1F		農業者による直接販売、地域住民との共有 ノウギョウ モノ チョクセツ ハンバイ チイキ ジュウミン キョウユウ

						JAいなば		おおさかバルコープ共同購入担当者産地視察 キョウドウ コウニュウ タントウ モノ サンチ シサツ		2020年8月17日～18日 ニチ ニチ		稲刈見学、CE説明、検査見学 イネカ ケンガク セツメイ ケンサ ケンガク









被災者等への支援

				2020年度 ネン ド

				取組事例 トリクミ ジレイ		JA名 メイ		内容 ナイヨウ		件数 ケンスウ		貸付実行金額 カシツケ ジッコウ キン ガク

				アグリマイティー
資金（緊急対応）		JAバンク
富山 トヤマ		JAバンク富山では、県中央会、全農とやま、共済連とやまと連携し、新型コロナ感染拡大による、売上の減少等の被害を受けた組合員に対し、利子補給よる実質無利子化した資金にて対応しました。		23		100

				農業振興資金
（雪害対策） ノウギョウ シンコウ シキン セツガイ タイサク		JAバンク
富山 トヤマ		JAバンク富山では、大雪で農畜産物の被害を受けた組合員に対し、行政、JAバンクの利子補給を受けた実質無利子の資金を対応しました。		-		-





経営不審者の経営改善

								2020年度 ネンド



										期初経営改善
支援取組先(注2) チュウ								再生計画策定率
＝ａ／Ａ		 ランク アップ率
＝ｂ／Ａ





										Ａ		Ａのうち再生計画を策定した先数		Ａのうち期末に債務者区分がランクアップした先数(注3) チュウ		Ａのうち期末に債務者区分が変化しなかった先数(注4) チュウ

												ａ		ｂ		ｃ

						正常先①				0		0				0		-

						要注意先		うちその他要注意先② タ ヨウチュウイ サキ		2		1		0		2		50.0%		0.0%

								うち要管理先③ ヨウ カンリ サキ		0		0		0		0		-		-

						破綻懸念先④				2		0		0		2		0.0%		0%

						実質破綻先⑤				2		2		0		2		100.0%		0%

						破綻先⑥				0		0		0		0		-		-

								小計(②～⑥の計) ショウケイ		6		3		0		6		50.0%		0.0%

						　  合　計				6		3		0		6		50.0%		0.0%







負債整理資金による経営支援



				資金名		2021年3月末残高

				経済貸越借換資金		17

				大家畜・養豚特別支援資金（注１） ダイカチク ヨウトン トクベツ シエン シキン チュウ		33

				農業経営負担軽減支援資金（注２） ノウギョウ ケイエイ フタン ケイゲン シエン シキン チュウ		3

				その他（注３） ホカ チュウ		13

				合　計		66











動産担保融資



				種類 シュルイ		2021年3月末

						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

				畜産物 チクサンブツ		2		18

				機械設備 キカイ セツビ		0		0

				合　計		2		18











地域住民に対する農業の理解促進

						2020年度 ネンド

						JA名 メイ		イベント名		内容

						ＪＡくろべ		環境美化活動		各施設周辺の清掃活動を年２回開催。

								職員の農家派遣		連続職場離脱を利用し農家の作業補助。

						ＪＡうおづ		ジャガイモの栽培 サイバイ		市内の保育園において園児と一緒にジャガイモの定植から収穫まで実施。 ホイクエン エンジ イッショ テイショク シュウカク ジッシ

						ＪＡアルプス		JA女性学校でワンポイント野菜講座		JA女性学校において毎回ワンポイント野菜栽培講座を開催。
（７月～２月で６回開催）

								学校給食への新米贈呈		アルプス管内で収穫された新米を市町村へ寄贈し、
学校給食で子供たちに地元の新米を食べてもらう。

						ＪＡ氷見市 ヒミシ		氷見市への寄付		保育園児の食育および食文化の振興に役立ててもらうことを目的に、
ペットボトル「氷見はとむぎ茶」の売上金より500万円を寄贈。 キン マンエン キゾウ

						ＪＡいなば		スポーツ振興の為の寄付、物品寄付 シンコウ タメ キフ ブッピン キフ		JAいなばで販売している「富山はとむぎ茶」（ペットボトル）販売代金一部を
小矢部市にはスポーツ振興の為に寄付、高岡市には物品（テーブル）の寄付。 ハンバイ トヤマ チャ ハンバイ ダイキン イチブ オヤベ シ シンコウ タメ キフ タカオカ シ ブッピン キフ









【イベント等開催状況】

14ＪＡバンク富山における地域密着型金融の取組状況について（2020年度）

2-2 生産者と消費者をつなげる場の設定
✔JAバンク富山では、生産者と消費者をつなげる交流イベントを開催
し、好評を博しました。

JA名 イベント名 開催日（年月日） 内容

JAうおづ 恵みの感謝祭 2020年10月24日 地場産農産物、加工品販売、農機具展販売

JAアルプス たてやま農産物直売所お盆セール 2020年8月12日～13日
生産者と消費者の繋がり強化を目的に店舗・特設テントにて地元の野菜、加工
品、切り花を中心に販売

JA富山市 直売所イベント 季節 お彼岸、新米イベント等（コロナの対策の為宣伝は自粛）

JAとなみ野 農業祭り 2020年11月14日 農業者による直接販売、地域住民との共有

JAいなば おおさかバルコープ共同購入担当者産地視察 2020年8月17日～18日 稲刈見学、CE説明、検査見学


農業資金シェアまだ

		2019年度 ネンド

		1．農業近代化資金 ノウギョウ キンダイカ シキン

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



				割合 ワリアイ		金額 キンガク

		ＪＡバンク富山 トヤマ		94%		2,051

		銀行等 ギンコウ トウ		6%		133

		県域合計 ケンイキ ゴウケイ		100.000		2,184



		2020.8.17 富山県ヒアリング トヤマケン







		２．公庫資金（農林水産業） コウコ シキン ノウリン スイサンギョウ

		農業 ノウギョウ				(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

				割合 ワリアイ		金額 キンガク

		日本公庫直貸等 ニホン コウコ チョク カシ ナド		82%		13,346

		JAバンク富山 トヤマ		18%		2,967

		県域合計 ケンイキ ゴウケイ		100.000		16,313

		2019年度業務統計年報（新規実行・貸付残高）より





		H24.８.15　日本政策金融公庫　横田代理より聞取り ニホン セイサク キンユウ コウコ ヨコタ ダイリ キ ト

		H24.3.31現在の県全体の公庫資金（農林水産業）の「農業　計」　の中に，銀行はない。（従来と同様） ゲンザイ ケンゼンタイ コウコ シキン ノウリン スイサン ギョウ ノウギョウ ケイ ナカ ギンコウ ジュウライ ドウヨウ









94%	ＪＡバンク富山 

94%

その他

6%

銀行等 

19%

ＪＡバンク富山	銀行等	0.93922439157303761	6.0775608426962384E-2	日本公庫直貸等
82%

JAバンク富山
18%

日本公庫直貸等	JAバンク富山	0.81812051737877767	0.18187948262122233	

農業資金①



						営農類型				2021年3月末

						農業合計 ゴウケイ				7,309

						　　		うち穀作		3,053

								うち野菜・園芸		103

								うち果樹・樹園農業		51

								うち工芸作物		-

								うち養豚・肉牛・酪農		158

								うち養鶏・鶏卵		163

								うち養蚕		-

								うちその他農業（注1）		3,781

						農業関連団体等 （注2）				2,715

						合　計				10,024







農業資金②



				種　類				2020年3月末

				プロパー農業資金 （注3）				6,879

				農業制度資金 （注4）				3,146

						うち農業近代化資金		2,775

						うちその他制度資金 （注5）		371

				合　計				10,024







農業資金③



				種　類		2020年3月末

				日本政策金融公庫資金 (注6) チュウ		32,000

				その他		0

				合　計		32,000







JAバンク利子助成・利子補給





				年度 ネンド		件数(件)		金額(万円) マンエン

				2007		99		257

				2008		178		526

				2009		190		607

				2010		232		593

				2011		206		585

				2012		274		656

				2013		363		949

				2014		434		1,288

				2015年 ネン		280		640

				2016年 ネン		489		1,350

				2017年 ネン		881		1,997

				2018年 ネン		1,102		2,528

				2019年 ネン		1,304		2,827

				2020年 ネン		1,393		2,413

				合計 ゴウケイ		4,728		11,976



利子補給(助成)実績推移

金額(万円)	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	1349.65	1997.2	2527.7129	2826.7566000000002	2413	件数(件)	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	489	881	1102	1304	1393	



JA内事業間連携の強化

				2020年度 ネンド

				JA名 メイ		具体的取組事項 グタイテキ トリクミ ジコウ

				JAみな穂 ホ		・営農・農機具・融資担当者による毎月のミーティングと情報共有。
・営農指導員会議へ定例参加し、ニーズの把握を依頼及び有益情報の提供。
・農機具職員と同行訪問を行い、農機具のセールスとともに有利な資金対応への説明を実施。

				JAくろべ		・金融渉外・融資担当者と営農指導員の同行訪問を実施し、資金需要を把握する。
・農業融資担当者が営農指導員会議に参加し、制度資金の説明をする。

				JAうおづ		・融資担当と営農指導員が担い手の同行訪問を行い、農家個々の経営意向調査を行うとともに、資金需要を把握し的確に対応。

				JAアルプス		・営農部、経済部と情報共有会議を毎月開催し、営農関係（農業融資情報含む）の情報把握を実施。
・営農職員の日誌より農業融資情報の提供。
・営農指導員向け研修会（農業融資関連）を開催 マイツキ

				JAあおば		・金融・営農・農機具センター合同での会議を開催し、情報の共有化を図る
・融資担当者とTACの同行訪問によるニーズの調査・相談

				JA富山市 トヤマシ		・経済担当者との業務関連携し、制度資金等の活用に取り組んだ
・農業融資検定を受講し専門知識等を習得し顧客サービスの向上に努めた。

				JA山田村 ヤマダムラ		・すべての部署・部門と情報の共有化を行い、顧客の要望に対応している。

				JAいみず野 ノ		・ＴＡＣと融資担当の合同研修会を開催し、農業経営アドバイザーを講師に農業融資・農業簿記等についての知識の拡充を図った。

				JA氷見市 ヒミシ		情報の共有化を図る必要がある場合には、融資課より営農指導員会議に参加。

				JAとなみ野 ノ		・融資担当者と営農指導員、農機部門の職員による同行推進を実施している。
・営農指導員、農機部門の職員、融資担当者を対象に農業融資勉強会を実施している。
・農機部門と専用のシートを使い情報交換をしている。 ジッシ エイノウ シドウイン ノウキ ブモン ショクイン ユウシ タントウシャ タイショウ ノウギョウ ユウシ ベンキョウカイ ジッシ

				JAいなば		・経営継続補助金や各種補助金については、営農指導課と農業機械課と情報共有し、各農家に農業融資の提案を行った。
・融資担当と営農指導員による同行訪問を行い農業制度資金の説明、提案を行った。

				JA福光 フクミツ		・営農指導員を対象に農業制度資金に関する知識を習得するための勉強会を実施






JA内事業間連携の強化 (貼り付け用)



						具体的取組事項 グタイテキ トリクミ ジコウ

						農業資金の審査において、営農部門を合議先として財務分析を行い、連携・情報共有を実施。 ジッシ

						融資・営農及びTAC・農機具部門間にて、毎月1回の情報連携を図るミーティングを開催。

						信用担当者及び経済担当者がサービス向上・農業融資知識向上を目的に農業融資実務検定の受験。 オヨ ノウギョウ ユウシ チシキ コウジョウ

						営農指導員・農機部門職員・融資担当者を対象に農業融資勉強会を実施。 シドウイン ノウキ ブモン ユウシ ユウシ ベンキョウ

						融資担当者と営農指導員、農機部門の職員による同行推進を実施。







新規就農応援資金等



						資金名 シキン メイ		実行件数 ジッコウ ケンスウ		実行金額 ジッコウ キンガク		2021年3月末残高 ネン ガツ マツ ザンダカ

						青年等就農資金(※) セイネン ナド シュウノウ シキン		15		144		249

						就農支援資金 シュウノウ シエン シキン		-		-		32

						合計 ゴウケイ		15		144		281







生産者と消費者をつなげる場の設置



						JA名 メイ		イベント名		開催日（年月日）		内容

						JAうおづ		恵みの感謝祭 メグ カンシャ サイ		reserved-44128x1F		地場産農産物、加工品販売、農機具展販売 ジバ サン ノウサンブツ カコウ ヒン ハンバイ ノウキグ テン ハンバイ

						JAアルプス		たてやま農産物直売所お盆セール		2020年8月12日～13日		生産者と消費者の繋がり強化を目的に店舗・特設テントにて地元の野菜、加工品、切り花を中心に販売 セイサンシャ ショウヒシャ ツナ キョウカ モクテキ テンポ トクセツ ジモト ヤサイ カコウヒン キ バナ チュウシン ハンバイ

						JA富山市 トヤマシ		直売所イベント		季節 キセツ		お彼岸、新米イベント等（コロナの対策の為宣伝は自粛）

						JAとなみ野 ノ		農業祭り マツ		reserved-44149x1F		農業者による直接販売、地域住民との共有 ノウギョウ モノ チョクセツ ハンバイ チイキ ジュウミン キョウユウ

						JAいなば		おおさかバルコープ共同購入担当者産地視察 キョウドウ コウニュウ タントウ モノ サンチ シサツ		2020年8月17日～18日 ニチ ニチ		稲刈見学、CE説明、検査見学 イネカ ケンガク セツメイ ケンサ ケンガク









被災者等への支援

				2020年度 ネン ド

				取組事例 トリクミ ジレイ		JA名 メイ		内容 ナイヨウ		件数 ケンスウ		貸付実行金額 カシツケ ジッコウ キン ガク

				アグリマイティー
資金（緊急対応）		JAバンク
富山 トヤマ		JAバンク富山では、県中央会、全農とやま、共済連とやまと連携し、新型コロナ感染拡大による、売上の減少等の被害を受けた組合員に対し、利子補給よる実質無利子化した資金にて対応しました。		28		124

				農業振興資金
（雪害対策） ノウギョウ シンコウ シキン セツガイ タイサク		JAバンク
富山 トヤマ		JAバンク富山では、大雪で農畜産物の被害を受けた組合員に対し、行政、JAバンクの利子補給を受けた実質無利子の資金を対応しました。		0		0





経営不審者の経営改善

								2019年度 ネンド



										期初経営改善
支援取組先(注2) チュウ								再生計画策定率
＝ａ／Ａ		 ランク アップ率
＝ｂ／Ａ





										Ａ		Ａのうち再生計画を策定した先数		Ａのうち期末に債務者区分がランクアップした先数(注3) チュウ		Ａのうち期末に債務者区分が変化しなかった先数(注4) チュウ

												ａ		ｂ		ｃ

						正常先①				0		0				0		-

						要注意先		うちその他要注意先② タ ヨウチュウイ サキ		2		1		0		2		50.0%		0.0%

								うち要管理先③ ヨウ カンリ サキ		0		0		0		0		-		-

						破綻懸念先④				2		0		0		2		0.0%		0%

						実質破綻先⑤				2		2		0		2		100.0%		0%

						破綻先⑥				0		0		0		0		-		-

								小計(②～⑥の計) ショウケイ		6		3		0		6		50.0%		0.0%

						　  合　計				6		3		0		6		50.0%		0.0%







負債整理資金による経営支援



				資金名		2021年3月末残高

				経済貸越借換資金		17

				大家畜・養豚特別支援資金（注１） ダイカチク ヨウトン トクベツ シエン シキン チュウ		33

				農業経営負担軽減支援資金（注２） ノウギョウ ケイエイ フタン ケイゲン シエン シキン チュウ		3

				その他（注３） ホカ チュウ		13

				合　計		66











動産担保融資



				種類 シュルイ		2021年3月末

						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

				畜産物 チクサンブツ		2		18

				機械設備 キカイ セツビ		0		0

				合　計		2		18











講演会・セミナー等の開催

						2020年度 ネン ド

						主催者名 シュサイシャ メイ		イベント名(講演会名) コウエン カイ メイ		開催日
（年月日）		内容

						ＪＡバンク富山 トヤマ		2020年度企業稲作・農業法人経営者経営研修会併設セミナー ネンド キギョウ イナサク ノウギョウ ホウジン ケイエイシャ ケイエイ ケンシュウ カイ ヘイセツ		Wednesday, December 02, 2020		題目：成功するための事業承継の心得
～事業承継の本質と全体像～







地域住民に対する農業の理解促進

						2020年度 ネンド

						JA名 メイ		イベント名		内容

						ＪＡくろべ		環境美化活動		各施設周辺の清掃活動を年２回開催。

								職員の農家派遣		連続職場離脱を利用し農家の作業補助。

						ＪＡうおづ		ジャガイモの栽培 サイバイ		市内の保育園において園児と一緒にジャガイモの定植から収穫まで実施。 ホイクエン エンジ イッショ テイショク シュウカク ジッシ

						ＪＡアルプス		JA女性学校でワンポイント野菜講座		JA女性学校において毎回ワンポイント野菜栽培講座を開催。（７月～２月で６回開催）

								学校給食への新米贈呈		アルプス管内で収穫された新米を市町村へ寄贈し、学校給食で子供たちに地元の新米を食べてもらう。

						ＪＡ氷見市 ヒミシ		氷見市への寄付		保育園児の食育および食文化の振興に役立ててもらうことを目的に、ペットボトル「氷見はとむぎ茶」の売上金より500万円を寄贈。 キン マンエン キゾウ

						ＪＡいなば		スポーツ振興の為の寄付、物品寄付 シンコウ タメ キフ ブッピン キフ		JAいなばで販売している「富山はとむぎ茶」（ペットボトル）販売代金一部を小矢部市にはスポーツ振興の為に寄付、高岡市には物品（テーブル）の寄付。 ハンバイ トヤマ チャ ハンバイ ダイキン イチブ オヤベ シ シンコウ タメ キフ タカオカ シ ブッピン キフ







新規就農者の支援

				2020年度 ネンド

				JA名 メイ		サポート名 メイ		内容 ナイヨウ

				JAみな穂 ホ		制度資金 セイド シキン		投資需要へ対応した融資の実施（新規就農支援資金等）

				JAアルプス		営農資金の融資や助成		新規就農者、県の担い手支援課と三者で
青年等就農資金の資金計画を策定 シンキ シュウノウ シャ ケン ニナ テ シエン カ ミ シャ セイネン トウ シュウノウ シキン シキン ケイカク サクテイ

				JA富山市 トヤマシ		営農資金の助成		購入費用の助成 コウニュウ ヒヨウ ジョセイ







【2020年度 取組事例】 （単位：件、百万円）

15ＪＡバンク富山における地域密着型金融の取組状況について（2020年度）

2-3 災害等の被害を受けた方への支援
✔JAバンク富山では、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた農業
者や大雪により被害を受けた方々を支援するため、災害対策窓口を設置
したほか、災害対策資金の創設や利子補給・保証料助成等により償還条
件の緩和を行いました。

取組事例 JA名 内容 件数 貸付実行金額

アグリマイティー
資金（緊急対応）

JAバンク
富山

JAバンク富山では、県中央会、全農とやま、共済連とやま
と連携し、新型コロナ感染拡大による、売上の減少等の被
害を受けた組合員に対し、利子補給よる実質無利子化した
資金にて対応しました。

23 100

農業振興資金
（雪害対策）

JAバンク
富山

JAバンク富山では、大雪で農畜産物の被害を受けた組合員
に対し、行政、JAバンクの利子補給を受けた実質無利子の
資金を対応しました。

- -



【2020年度 農業者の経営改善支援等の取組み実績(注1)】 （単位：先数、％）

（注１）農業所得が主となる農業者を対象として、ＪＡの事業年度で集計しています。
（注２）経営改善支援取組先とは、ＪＡが条件緩和や再生計画の策定など経営改善支援に取り組んでいる先をいいます。
（注３）期末に債務者区分がランクアップした先とは、期末の債務者区分が期初よりランクアップした先をいいます。
（注４）期末に債務者区分が変化しなかった先とは、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先をいいます。

16ＪＡバンク富山における地域密着型金融の取組状況について（2020年度）

2-4 経営不振農業者の経営改善支援
✔JAバンク富山では、負債整理資金の対応等にあたり再生計画の策定支
援や経営指導など、農業者の経営改善支援に取り組んでいます。

Ａ

Ａのうち再生計画を
策定した先数

Ａのうち期末に債務
者区分がランクアッ
プした先数(注3)

Ａのうち期末に債務
者区分が変化しな
かった先数(注4)

ａ ｂ ｃ

0 0 0 -

うちその他要注意先② 2 1 0 2 50.0% 0.0%

うち要管理先③ 0 0 0 0 - -

2 0 0 2 0.0% 0%

2 2 0 2 100.0% 0%

0 0 0 0 - -

小計(②～⑥の計) 6 3 0 6 50.0% 0.0%

6 3 0 6 50.0% 0.0%

要
注
意
先

破綻先⑥

　  合　計

 ランク アップ
率

＝ｂ／Ａ

再生計画策定率
＝ａ／Ａ

期初経営改善
支援取組先(注2)

正常先①

破綻懸念先④

実質破綻先⑤


農業資金シェアまだ

		2019年度 ネンド

		1．農業近代化資金 ノウギョウ キンダイカ シキン

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



				割合 ワリアイ		金額 キンガク

		ＪＡバンク富山 トヤマ		94%		2,051

		銀行等 ギンコウ トウ		6%		133

		県域合計 ケンイキ ゴウケイ		100.000		2,184



		2020.8.17 富山県ヒアリング トヤマケン







		２．公庫資金（農林水産業） コウコ シキン ノウリン スイサンギョウ

		農業 ノウギョウ				(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

				割合 ワリアイ		金額 キンガク

		日本公庫直貸等 ニホン コウコ チョク カシ ナド		82%		13,346

		JAバンク富山 トヤマ		18%		2,967

		県域合計 ケンイキ ゴウケイ		100.000		16,313

		2019年度業務統計年報（新規実行・貸付残高）より





		H24.８.15　日本政策金融公庫　横田代理より聞取り ニホン セイサク キンユウ コウコ ヨコタ ダイリ キ ト

		H24.3.31現在の県全体の公庫資金（農林水産業）の「農業　計」　の中に，銀行はない。（従来と同様） ゲンザイ ケンゼンタイ コウコ シキン ノウリン スイサン ギョウ ノウギョウ ケイ ナカ ギンコウ ジュウライ ドウヨウ









94%	ＪＡバンク富山 

94%

その他

6%

銀行等 

19%

ＪＡバンク富山	銀行等	0.93922439157303761	6.0775608426962384E-2	日本公庫直貸等
82%

JAバンク富山
18%

日本公庫直貸等	JAバンク富山	0.81812051737877767	0.18187948262122233	

農業資金①



						営農類型				2021年3月末

						農業合計 ゴウケイ				7,309

						　　		うち穀作		3,053

								うち野菜・園芸		103

								うち果樹・樹園農業		51

								うち工芸作物		-

								うち養豚・肉牛・酪農		158

								うち養鶏・鶏卵		163

								うち養蚕		-

								うちその他農業（注1）		3,781

						農業関連団体等 （注2）				2,715

						合　計				10,024







農業資金②



				種　類				2020年3月末

				プロパー農業資金 （注3）				6,879

				農業制度資金 （注4）				3,146

						うち農業近代化資金		2,775

						うちその他制度資金 （注5）		371

				合　計				10,024







農業資金③



				種　類		2020年3月末

				日本政策金融公庫資金 (注6) チュウ		32,000

				その他		0

				合　計		32,000







JAバンク利子助成・利子補給





				年度 ネンド		件数(件)		金額(万円) マンエン

				2007		99		257

				2008		178		526

				2009		190		607

				2010		232		593

				2011		206		585

				2012		274		656

				2013		363		949

				2014		434		1,288

				2015年 ネン		280		640

				2016年 ネン		489		1,350

				2017年 ネン		881		1,997

				2018年 ネン		1,102		2,528

				2019年 ネン		1,304		2,827

				2020年 ネン		1,393		2,413

				合計 ゴウケイ		4,728		11,976



利子補給(助成)実績推移

金額(万円)	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	1349.65	1997.2	2527.7129	2826.7566000000002	2413	件数(件)	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	489	881	1102	1304	1393	



JA内事業間連携の強化

				2020年度 ネンド

				JA名 メイ		具体的取組事項 グタイテキ トリクミ ジコウ

				JAみな穂 ホ		・営農・農機具・融資担当者による毎月のミーティングと情報共有。
・営農指導員会議へ定例参加し、ニーズの把握を依頼及び有益情報の提供。
・農機具職員と同行訪問を行い、農機具のセールスとともに有利な資金対応への説明を実施。

				JAくろべ		・金融渉外・融資担当者と営農指導員の同行訪問を実施し、資金需要を把握する。
・農業融資担当者が営農指導員会議に参加し、制度資金の説明をする。

				JAうおづ		・融資担当と営農指導員が担い手の同行訪問を行い、農家個々の経営意向調査を行うとともに、資金需要を把握し的確に対応。

				JAアルプス		・営農部、経済部と情報共有会議を毎月開催し、営農関係（農業融資情報含む）の情報把握を実施。
・営農職員の日誌より農業融資情報の提供。
・営農指導員向け研修会（農業融資関連）を開催 マイツキ

				JAあおば		・金融・営農・農機具センター合同での会議を開催し、情報の共有化を図る
・融資担当者とTACの同行訪問によるニーズの調査・相談

				JA富山市 トヤマシ		・経済担当者との業務関連携し、制度資金等の活用に取り組んだ
・農業融資検定を受講し専門知識等を習得し顧客サービスの向上に努めた。

				JA山田村 ヤマダムラ		・すべての部署・部門と情報の共有化を行い、顧客の要望に対応している。

				JAいみず野 ノ		・ＴＡＣと融資担当の合同研修会を開催し、農業経営アドバイザーを講師に農業融資・農業簿記等についての知識の拡充を図った。

				JA氷見市 ヒミシ		情報の共有化を図る必要がある場合には、融資課より営農指導員会議に参加。

				JAとなみ野 ノ		・融資担当者と営農指導員、農機部門の職員による同行推進を実施している。
・営農指導員、農機部門の職員、融資担当者を対象に農業融資勉強会を実施している。
・農機部門と専用のシートを使い情報交換をしている。 ジッシ エイノウ シドウイン ノウキ ブモン ショクイン ユウシ タントウシャ タイショウ ノウギョウ ユウシ ベンキョウカイ ジッシ

				JAいなば		・経営継続補助金や各種補助金については、営農指導課と農業機械課と情報共有し、各農家に農業融資の提案を行った。
・融資担当と営農指導員による同行訪問を行い農業制度資金の説明、提案を行った。

				JA福光 フクミツ		・営農指導員を対象に農業制度資金に関する知識を習得するための勉強会を実施






JA内事業間連携の強化 (貼り付け用)



						具体的取組事項 グタイテキ トリクミ ジコウ

						農業資金の審査において、営農部門を合議先として財務分析を行い、連携・情報共有を実施。 ジッシ

						融資・営農及びTAC・農機具部門間にて、毎月1回の情報連携を図るミーティングを開催。

						信用担当者及び経済担当者がサービス向上・農業融資知識向上を目的に農業融資実務検定の受験。 オヨ ノウギョウ ユウシ チシキ コウジョウ

						営農指導員・農機部門職員・融資担当者を対象に農業融資勉強会を実施。 シドウイン ノウキ ブモン ユウシ ユウシ ベンキョウ

						融資担当者と営農指導員、農機部門の職員による同行推進を実施。







新規就農応援資金等



						資金名 シキン メイ		実行件数 ジッコウ ケンスウ		実行金額 ジッコウ キンガク		2021年3月末残高 ネン ガツ マツ ザンダカ

						青年等就農資金(※) セイネン ナド シュウノウ シキン		15		144		249

						就農支援資金 シュウノウ シエン シキン		-		-		32

						合計 ゴウケイ		15		144		281







生産者と消費者をつなげる場の設置

						2020年度 ネンド

						JA名 メイ		イベント名		開催日（年月日）		内容

						ＪＡうおづ		恵みの感謝祭 メグ カンシャ サイ		reserved-44128x1F		地場産農産物、加工品販売、農機具展販売 ジバ サン ノウサンブツ カコウ ヒン ハンバイ ノウキグ テン ハンバイ

						ＪＡアルプス		たてやま農産物直売所お盆セール		2020年8月12日～13日		生産者と消費者の繋がり強化を目的に店舗・特設テントにて地元の野菜、加工品、切り花を中心に販売 セイサンシャ ショウヒシャ ツナ キョウカ モクテキ テンポ トクセツ ジモト ヤサイ カコウヒン キ バナ チュウシン ハンバイ

						ＪＡ富山市 トヤマシ		直売所イベント		季節 キセツ		お彼岸、新米イベント等（コロナの対策の為宣伝は自粛）


						ＪＡとなみ野 ノ		農業祭り マツ		reserved-44149x1F		農業者による直接販売、地域住民との共有 ノウギョウ モノ チョクセツ ハンバイ チイキ ジュウミン キョウユウ

						JAいなば		おおさかバルコープ共同購入担当者産地視察 キョウドウ コウニュウ タントウ モノ サンチ シサツ		2020年8月17日～18日 ニチ ニチ		稲刈見学、CE説明、検査見学 イネカ ケンガク セツメイ ケンサ ケンガク









被災者等への支援

				2020年度 ネン ド

				取組事例 トリクミ ジレイ		JA名 メイ		内容 ナイヨウ		件数 ケンスウ		貸付実行金額 カシツケ ジッコウ キン ガク

				アグリマイティー
資金（緊急対応）		JAバンク
富山 トヤマ		JAバンク富山では、県中央会、全農とやま、共済連とやまと連携し、新型コロナ感染拡大による、売上の減少等の被害を受けた組合員に対し、利子補給よる実質無利子化した資金にて対応しました。		28		124

				農業振興資金
（雪害対策） ノウギョウ シンコウ シキン セツガイ タイサク		JAバンク
富山 トヤマ		JAバンク富山では、大雪で農畜産物の被害を受けた組合員に対し、行政、JAバンクの利子補給を受けた実質無利子の資金を対応しました。		0		0





経営不審者の経営改善

								2020年度 ネンド



										期初経営改善
支援取組先(注2) チュウ								再生計画策定率
＝ａ／Ａ		 ランク アップ率
＝ｂ／Ａ





										Ａ		Ａのうち再生計画を策定した先数		Ａのうち期末に債務者区分がランクアップした先数(注3) チュウ		Ａのうち期末に債務者区分が変化しなかった先数(注4) チュウ

												ａ		ｂ		ｃ

						正常先①				0		0				0		-

						要注意先		うちその他要注意先② タ ヨウチュウイ サキ		2		1		0		2		50.0%		0.0%

								うち要管理先③ ヨウ カンリ サキ		0		0		0		0		-		-

						破綻懸念先④				2		0		0		2		0.0%		0%

						実質破綻先⑤				2		2		0		2		100.0%		0%

						破綻先⑥				0		0		0		0		-		-

								小計(②～⑥の計) ショウケイ		6		3		0		6		50.0%		0.0%

						　  合　計				6		3		0		6		50.0%		0.0%







負債整理資金による経営支援



				資金名		2021年3月末残高

				経済貸越借換資金		17

				大家畜・養豚特別支援資金（注１） ダイカチク ヨウトン トクベツ シエン シキン チュウ		33

				農業経営負担軽減支援資金（注２） ノウギョウ ケイエイ フタン ケイゲン シエン シキン チュウ		3

				その他（注３） ホカ チュウ		13

				合　計		66











動産担保融資



				種類 シュルイ		2021年3月末

						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

				畜産物 チクサンブツ		2		18

				機械設備 キカイ セツビ		0		0

				合　計		2		18











講演会・セミナー等の開催

						2020年度 ネン ド

						主催者名 シュサイシャ メイ		イベント名(講演会名) コウエン カイ メイ		開催日
（年月日）		内容

						ＪＡバンク富山 トヤマ		2020年度企業稲作・農業法人経営者経営研修会併設セミナー ネンド キギョウ イナサク ノウギョウ ホウジン ケイエイシャ ケイエイ ケンシュウ カイ ヘイセツ		Wednesday, December 02, 2020		題目：成功するための事業承継の心得
～事業承継の本質と全体像～







地域住民に対する農業の理解促進

						2020年度 ネンド

						JA名 メイ		イベント名		内容

						ＪＡくろべ		環境美化活動		各施設周辺の清掃活動を年２回開催。

								職員の農家派遣		連続職場離脱を利用し農家の作業補助。

						ＪＡうおづ		ジャガイモの栽培 サイバイ		市内の保育園において園児と一緒にジャガイモの定植から収穫まで実施。 ホイクエン エンジ イッショ テイショク シュウカク ジッシ

						ＪＡアルプス		JA女性学校でワンポイント野菜講座		JA女性学校において毎回ワンポイント野菜栽培講座を開催。（７月～２月で６回開催）

								学校給食への新米贈呈		アルプス管内で収穫された新米を市町村へ寄贈し、学校給食で子供たちに地元の新米を食べてもらう。

						ＪＡ氷見市 ヒミシ		氷見市への寄付		保育園児の食育および食文化の振興に役立ててもらうことを目的に、ペットボトル「氷見はとむぎ茶」の売上金より500万円を寄贈。 キン マンエン キゾウ

						ＪＡいなば		スポーツ振興の為の寄付、物品寄付 シンコウ タメ キフ ブッピン キフ		JAいなばで販売している「富山はとむぎ茶」（ペットボトル）販売代金一部を小矢部市にはスポーツ振興の為に寄付、高岡市には物品（テーブル）の寄付。 ハンバイ トヤマ チャ ハンバイ ダイキン イチブ オヤベ シ シンコウ タメ キフ タカオカ シ ブッピン キフ







新規就農者の支援

				2020年度 ネンド

				JA名 メイ		サポート名 メイ		内容 ナイヨウ

				JAみな穂 ホ		制度資金 セイド シキン		投資需要へ対応した融資の実施（新規就農支援資金等）

				JAアルプス		営農資金の融資や助成		新規就農者、県の担い手支援課と三者で
青年等就農資金の資金計画を策定 シンキ シュウノウ シャ ケン ニナ テ シエン カ ミ シャ セイネン トウ シュウノウ シキン シキン ケイカク サクテイ

				JA富山市 トヤマシ		営農資金の助成		購入費用の助成 コウニュウ ヒヨウ ジョセイ







17ＪＡバンク富山における地域密着型金融の取組状況について（2020年度）

3.経営の将来性を見極める融資手法をはじめ、担い手に適した
資金供給手法の提供
3-1 負債整理資金による経営支援
3-2 動産担保融資の活用



【2020年度 負債整理資金貸出実績】 (単位：百万円）

（注１）大家畜・養豚特別支援資金は、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。
（注２）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３）その他は、県独自の制度資金や、制度資金以外のプロパー資金（要綱資金、独自資金）による借換え資金な
どが該当します。

18ＪＡバンク富山における地域密着型金融の取組状況について（2020年度）

3-1 負債整理資金による経営支援
✔JAバンク富山では、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 2021年3月末残高
経済貸越借換資金 17
大家畜・養豚特別支援資金（注１） 33
農業経営負担軽減支援資金（注２） 3
その他（注３） 13

合　計 66


農業資金シェアまだ

		2019年度 ネンド

		1．農業近代化資金 ノウギョウ キンダイカ シキン

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



				割合 ワリアイ		金額 キンガク

		ＪＡバンク富山 トヤマ		94%		2,051

		銀行等 ギンコウ トウ		6%		133

		県域合計 ケンイキ ゴウケイ		100.000		2,184



		2020.8.17 富山県ヒアリング トヤマケン







		２．公庫資金（農林水産業） コウコ シキン ノウリン スイサンギョウ

		農業 ノウギョウ				(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

				割合 ワリアイ		金額 キンガク

		日本公庫直貸等 ニホン コウコ チョク カシ ナド		82%		13,346

		JAバンク富山 トヤマ		18%		2,967

		県域合計 ケンイキ ゴウケイ		100.000		16,313

		2019年度業務統計年報（新規実行・貸付残高）より





		H24.８.15　日本政策金融公庫　横田代理より聞取り ニホン セイサク キンユウ コウコ ヨコタ ダイリ キ ト

		H24.3.31現在の県全体の公庫資金（農林水産業）の「農業　計」　の中に，銀行はない。（従来と同様） ゲンザイ ケンゼンタイ コウコ シキン ノウリン スイサン ギョウ ノウギョウ ケイ ナカ ギンコウ ジュウライ ドウヨウ









94%	ＪＡバンク富山 

94%

その他

6%

銀行等 

19%

ＪＡバンク富山	銀行等	0.93922439157303761	6.0775608426962384E-2	日本公庫直貸等
82%

JAバンク富山
18%

日本公庫直貸等	JAバンク富山	0.81812051737877767	0.18187948262122233	

農業資金①



						営農類型				2021年3月末

						農業合計 ゴウケイ				7,309

						　　		うち穀作		3,053

								うち野菜・園芸		103

								うち果樹・樹園農業		51

								うち工芸作物		-

								うち養豚・肉牛・酪農		158

								うち養鶏・鶏卵		163

								うち養蚕		-

								うちその他農業（注1）		3,781

						農業関連団体等 （注2）				2,715

						合　計				10,024







農業資金②



				種　類				2020年3月末

				プロパー農業資金 （注3）				6,879

				農業制度資金 （注4）				3,146

						うち農業近代化資金		2,775

						うちその他制度資金 （注5）		371

				合　計				10,024







農業資金③



				種　類		2020年3月末

				日本政策金融公庫資金 (注6) チュウ		32,000

				その他		0

				合　計		32,000







JAバンク利子助成・利子補給





				年度 ネンド		件数(件)		金額(万円) マンエン

				2007		99		257

				2008		178		526

				2009		190		607

				2010		232		593

				2011		206		585

				2012		274		656

				2013		363		949

				2014		434		1,288

				2015年 ネン		280		640

				2016年 ネン		489		1,350

				2017年 ネン		881		1,997

				2018年 ネン		1,102		2,528

				2019年 ネン		1,304		2,827

				2020年 ネン		1,393		2,413

				合計 ゴウケイ		4,728		11,976



利子補給(助成)実績推移

金額(万円)	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	1349.65	1997.2	2527.7129	2826.7566000000002	2413	件数(件)	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	489	881	1102	1304	1393	



JA内事業間連携の強化

				2020年度 ネンド

				JA名 メイ		具体的取組事項 グタイテキ トリクミ ジコウ

				JAみな穂 ホ		・営農・農機具・融資担当者による毎月のミーティングと情報共有。
・営農指導員会議へ定例参加し、ニーズの把握を依頼及び有益情報の提供。
・農機具職員と同行訪問を行い、農機具のセールスとともに有利な資金対応への説明を実施。

				JAくろべ		・金融渉外・融資担当者と営農指導員の同行訪問を実施し、資金需要を把握する。
・農業融資担当者が営農指導員会議に参加し、制度資金の説明をする。

				JAうおづ		・融資担当と営農指導員が担い手の同行訪問を行い、農家個々の経営意向調査を行うとともに、資金需要を把握し的確に対応。

				JAアルプス		・営農部、経済部と情報共有会議を毎月開催し、営農関係（農業融資情報含む）の情報把握を実施。
・営農職員の日誌より農業融資情報の提供。
・営農指導員向け研修会（農業融資関連）を開催 マイツキ

				JAあおば		・金融・営農・農機具センター合同での会議を開催し、情報の共有化を図る
・融資担当者とTACの同行訪問によるニーズの調査・相談

				JA富山市 トヤマシ		・経済担当者との業務関連携し、制度資金等の活用に取り組んだ
・農業融資検定を受講し専門知識等を習得し顧客サービスの向上に努めた。

				JA山田村 ヤマダムラ		・すべての部署・部門と情報の共有化を行い、顧客の要望に対応している。

				JAいみず野 ノ		・ＴＡＣと融資担当の合同研修会を開催し、農業経営アドバイザーを講師に農業融資・農業簿記等についての知識の拡充を図った。

				JA氷見市 ヒミシ		情報の共有化を図る必要がある場合には、融資課より営農指導員会議に参加。

				JAとなみ野 ノ		・融資担当者と営農指導員、農機部門の職員による同行推進を実施している。
・営農指導員、農機部門の職員、融資担当者を対象に農業融資勉強会を実施している。
・農機部門と専用のシートを使い情報交換をしている。 ジッシ エイノウ シドウイン ノウキ ブモン ショクイン ユウシ タントウシャ タイショウ ノウギョウ ユウシ ベンキョウカイ ジッシ

				JAいなば		・経営継続補助金や各種補助金については、営農指導課と農業機械課と情報共有し、各農家に農業融資の提案を行った。
・融資担当と営農指導員による同行訪問を行い農業制度資金の説明、提案を行った。

				JA福光 フクミツ		・営農指導員を対象に農業制度資金に関する知識を習得するための勉強会を実施






JA内事業間連携の強化 (貼り付け用)



						具体的取組事項 グタイテキ トリクミ ジコウ

						農業資金の審査において、営農部門を合議先として財務分析を行い、連携・情報共有を実施。 ジッシ

						融資・営農及びTAC・農機具部門間にて、毎月1回の情報連携を図るミーティングを開催。

						信用担当者及び経済担当者がサービス向上・農業融資知識向上を目的に農業融資実務検定の受験。 オヨ ノウギョウ ユウシ チシキ コウジョウ

						営農指導員・農機部門職員・融資担当者を対象に農業融資勉強会を実施。 シドウイン ノウキ ブモン ユウシ ユウシ ベンキョウ

						融資担当者と営農指導員、農機部門の職員による同行推進を実施。







新規就農応援資金等



						資金名 シキン メイ		実行件数 ジッコウ ケンスウ		実行金額 ジッコウ キンガク		2021年3月末残高 ネン ガツ マツ ザンダカ

						青年等就農資金(※) セイネン ナド シュウノウ シキン		15		144		249

						就農支援資金 シュウノウ シエン シキン		-		-		32

						合計 ゴウケイ		15		144		281







生産者と消費者をつなげる場の設置

						2020年度 ネンド

						JA名 メイ		イベント名		開催日（年月日）		内容

						ＪＡうおづ		恵みの感謝祭 メグ カンシャ サイ		reserved-44128x1F		地場産農産物、加工品販売、農機具展販売 ジバ サン ノウサンブツ カコウ ヒン ハンバイ ノウキグ テン ハンバイ

						ＪＡアルプス		たてやま農産物直売所お盆セール		2020年8月12日～13日		生産者と消費者の繋がり強化を目的に店舗・特設テントにて地元の野菜、加工品、切り花を中心に販売 セイサンシャ ショウヒシャ ツナ キョウカ モクテキ テンポ トクセツ ジモト ヤサイ カコウヒン キ バナ チュウシン ハンバイ

						ＪＡ富山市 トヤマシ		直売所イベント		季節 キセツ		お彼岸、新米イベント等（コロナの対策の為宣伝は自粛）


						ＪＡとなみ野 ノ		農業祭り マツ		reserved-44149x1F		農業者による直接販売、地域住民との共有 ノウギョウ モノ チョクセツ ハンバイ チイキ ジュウミン キョウユウ

						JAいなば		おおさかバルコープ共同購入担当者産地視察 キョウドウ コウニュウ タントウ モノ サンチ シサツ		2020年8月17日～18日 ニチ ニチ		稲刈見学、CE説明、検査見学 イネカ ケンガク セツメイ ケンサ ケンガク









被災者等への支援

				2020年度 ネン ド

				取組事例 トリクミ ジレイ		JA名 メイ		内容 ナイヨウ		件数 ケンスウ		貸付実行金額 カシツケ ジッコウ キン ガク

				アグリマイティー
資金（緊急対応）		JAバンク
富山 トヤマ		JAバンク富山では、県中央会、全農とやま、共済連とやまと連携し、新型コロナ感染拡大による、売上の減少等の被害を受けた組合員に対し、利子補給よる実質無利子化した資金にて対応しました。		28		124

				農業振興資金
（雪害対策） ノウギョウ シンコウ シキン セツガイ タイサク		JAバンク
富山 トヤマ		JAバンク富山では、大雪で農畜産物の被害を受けた組合員に対し、行政、JAバンクの利子補給を受けた実質無利子の資金を対応しました。		0		0





経営不審者の経営改善

								2020年度 ネンド



										期初経営改善
支援取組先(注2) チュウ								再生計画策定率
＝ａ／Ａ		 ランク アップ率
＝ｂ／Ａ





										Ａ		Ａのうち再生計画を策定した先数		Ａのうち期末に債務者区分がランクアップした先数(注3) チュウ		Ａのうち期末に債務者区分が変化しなかった先数(注4) チュウ

												ａ		ｂ		ｃ

						正常先①				0		0				0		-

						要注意先		うちその他要注意先② タ ヨウチュウイ サキ		2		1		0		2		50.0%		0.0%

								うち要管理先③ ヨウ カンリ サキ		0		0		0		0		-		-

						破綻懸念先④				2		0		0		2		0.0%		0%

						実質破綻先⑤				2		2		0		2		100.0%		0%

						破綻先⑥				0		0		0		0		-		-

								小計(②～⑥の計) ショウケイ		6		3		0		6		50.0%		0.0%

						　  合　計				6		3		0		6		50.0%		0.0%







負債整理資金による経営支援



				資金名		2021年3月末残高

				経済貸越借換資金		17

				大家畜・養豚特別支援資金（注１） ダイカチク ヨウトン トクベツ シエン シキン チュウ		33

				農業経営負担軽減支援資金（注２） ノウギョウ ケイエイ フタン ケイゲン シエン シキン チュウ		3

				その他（注３） ホカ チュウ		13

				合　計		66











動産担保融資



				種類 シュルイ		2021年3月末

						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

				畜産物 チクサンブツ		2		18

				機械設備 キカイ セツビ		0		0

				合　計		2		18











講演会・セミナー等の開催

						2020年度 ネン ド

						主催者名 シュサイシャ メイ		イベント名(講演会名) コウエン カイ メイ		開催日
（年月日）		内容

						ＪＡバンク富山 トヤマ		2020年度企業稲作・農業法人経営者経営研修会併設セミナー ネンド キギョウ イナサク ノウギョウ ホウジン ケイエイシャ ケイエイ ケンシュウ カイ ヘイセツ		Wednesday, December 02, 2020		題目：成功するための事業承継の心得
～事業承継の本質と全体像～







地域住民に対する農業の理解促進

						2020年度 ネンド

						JA名 メイ		イベント名		内容

						ＪＡくろべ		環境美化活動		各施設周辺の清掃活動を年２回開催。

								職員の農家派遣		連続職場離脱を利用し農家の作業補助。

						ＪＡうおづ		ジャガイモの栽培 サイバイ		市内の保育園において園児と一緒にジャガイモの定植から収穫まで実施。 ホイクエン エンジ イッショ テイショク シュウカク ジッシ

						ＪＡアルプス		JA女性学校でワンポイント野菜講座		JA女性学校において毎回ワンポイント野菜栽培講座を開催。（７月～２月で６回開催）

								学校給食への新米贈呈		アルプス管内で収穫された新米を市町村へ寄贈し、学校給食で子供たちに地元の新米を食べてもらう。

						ＪＡ氷見市 ヒミシ		氷見市への寄付		保育園児の食育および食文化の振興に役立ててもらうことを目的に、ペットボトル「氷見はとむぎ茶」の売上金より500万円を寄贈。 キン マンエン キゾウ

						ＪＡいなば		スポーツ振興の為の寄付、物品寄付 シンコウ タメ キフ ブッピン キフ		JAいなばで販売している「富山はとむぎ茶」（ペットボトル）販売代金一部を小矢部市にはスポーツ振興の為に寄付、高岡市には物品（テーブル）の寄付。 ハンバイ トヤマ チャ ハンバイ ダイキン イチブ オヤベ シ シンコウ タメ キフ タカオカ シ ブッピン キフ







新規就農者の支援

				2020年度 ネンド

				JA名 メイ		サポート名 メイ		内容 ナイヨウ

				JAみな穂 ホ		制度資金 セイド シキン		投資需要へ対応した融資の実施（新規就農支援資金等）

				JAアルプス		営農資金の融資や助成		新規就農者、県の担い手支援課と三者で
青年等就農資金の資金計画を策定 シンキ シュウノウ シャ ケン ニナ テ シエン カ ミ シャ セイネン トウ シュウノウ シキン シキン ケイカク サクテイ

				JA富山市 トヤマシ		営農資金の助成		購入費用の助成 コウニュウ ヒヨウ ジョセイ







【2020年度 動産担保融資活用実績】 (単位：百万円）

19ＪＡバンク富山における地域密着型金融の取組状況について（2020年度）

3-2 動産担保融資の活用
✔JAバンクでは、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。
✔富山県における融資の実績は次表のとおりです。

件数 残高
畜産物 2 18
機械設備 0 0

合　計 2 18

2021年3月末
種類


農業資金シェアまだ

		2019年度 ネンド

		1．農業近代化資金 ノウギョウ キンダイカ シキン

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



				割合 ワリアイ		金額 キンガク

		ＪＡバンク富山 トヤマ		94%		2,051

		銀行等 ギンコウ トウ		6%		133

		県域合計 ケンイキ ゴウケイ		100.000		2,184



		2020.8.17 富山県ヒアリング トヤマケン







		２．公庫資金（農林水産業） コウコ シキン ノウリン スイサンギョウ

		農業 ノウギョウ				(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

				割合 ワリアイ		金額 キンガク

		日本公庫直貸等 ニホン コウコ チョク カシ ナド		82%		13,346

		JAバンク富山 トヤマ		18%		2,967

		県域合計 ケンイキ ゴウケイ		100.000		16,313

		2019年度業務統計年報（新規実行・貸付残高）より





		H24.８.15　日本政策金融公庫　横田代理より聞取り ニホン セイサク キンユウ コウコ ヨコタ ダイリ キ ト

		H24.3.31現在の県全体の公庫資金（農林水産業）の「農業　計」　の中に，銀行はない。（従来と同様） ゲンザイ ケンゼンタイ コウコ シキン ノウリン スイサン ギョウ ノウギョウ ケイ ナカ ギンコウ ジュウライ ドウヨウ









94%	ＪＡバンク富山 

94%

その他

6%

銀行等 

19%

ＪＡバンク富山	銀行等	0.93922439157303761	6.0775608426962384E-2	日本公庫直貸等
82%

JAバンク富山
18%

日本公庫直貸等	JAバンク富山	0.81812051737877767	0.18187948262122233	

農業資金①



						営農類型				2021年3月末

						農業合計 ゴウケイ				7,309

						　　		うち穀作		3,053

								うち野菜・園芸		103

								うち果樹・樹園農業		51

								うち工芸作物		-

								うち養豚・肉牛・酪農		158

								うち養鶏・鶏卵		163

								うち養蚕		-

								うちその他農業（注1）		3,781

						農業関連団体等 （注2）				2,715

						合　計				10,024







農業資金②



				種　類				2020年3月末

				プロパー農業資金 （注3）				6,879

				農業制度資金 （注4）				3,146

						うち農業近代化資金		2,775

						うちその他制度資金 （注5）		371

				合　計				10,024







農業資金③



				種　類		2020年3月末

				日本政策金融公庫資金 (注6) チュウ		32,000

				その他		0

				合　計		32,000







JAバンク利子助成・利子補給





				年度 ネンド		件数(件)		金額(万円) マンエン

				2007		99		257

				2008		178		526

				2009		190		607

				2010		232		593

				2011		206		585

				2012		274		656

				2013		363		949

				2014		434		1,288

				2015年 ネン		280		640

				2016年 ネン		489		1,350

				2017年 ネン		881		1,997

				2018年 ネン		1,102		2,528

				2019年 ネン		1,304		2,827

				2020年 ネン		1,393		2,413

				合計 ゴウケイ		4,728		11,976



利子補給(助成)実績推移

金額(万円)	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	1349.65	1997.2	2527.7129	2826.7566000000002	2413	件数(件)	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	489	881	1102	1304	1393	



JA内事業間連携の強化

				2020年度 ネンド

				JA名 メイ		具体的取組事項 グタイテキ トリクミ ジコウ

				JAみな穂 ホ		・営農・農機具・融資担当者による毎月のミーティングと情報共有。
・営農指導員会議へ定例参加し、ニーズの把握を依頼及び有益情報の提供。
・農機具職員と同行訪問を行い、農機具のセールスとともに有利な資金対応への説明を実施。

				JAくろべ		・金融渉外・融資担当者と営農指導員の同行訪問を実施し、資金需要を把握する。
・農業融資担当者が営農指導員会議に参加し、制度資金の説明をする。

				JAうおづ		・融資担当と営農指導員が担い手の同行訪問を行い、農家個々の経営意向調査を行うとともに、資金需要を把握し的確に対応。

				JAアルプス		・営農部、経済部と情報共有会議を毎月開催し、営農関係（農業融資情報含む）の情報把握を実施。
・営農職員の日誌より農業融資情報の提供。
・営農指導員向け研修会（農業融資関連）を開催 マイツキ

				JAあおば		・金融・営農・農機具センター合同での会議を開催し、情報の共有化を図る
・融資担当者とTACの同行訪問によるニーズの調査・相談

				JA富山市 トヤマシ		・経済担当者との業務関連携し、制度資金等の活用に取り組んだ
・農業融資検定を受講し専門知識等を習得し顧客サービスの向上に努めた。

				JA山田村 ヤマダムラ		・すべての部署・部門と情報の共有化を行い、顧客の要望に対応している。

				JAいみず野 ノ		・ＴＡＣと融資担当の合同研修会を開催し、農業経営アドバイザーを講師に農業融資・農業簿記等についての知識の拡充を図った。

				JA氷見市 ヒミシ		情報の共有化を図る必要がある場合には、融資課より営農指導員会議に参加。

				JAとなみ野 ノ		・融資担当者と営農指導員、農機部門の職員による同行推進を実施している。
・営農指導員、農機部門の職員、融資担当者を対象に農業融資勉強会を実施している。
・農機部門と専用のシートを使い情報交換をしている。 ジッシ エイノウ シドウイン ノウキ ブモン ショクイン ユウシ タントウシャ タイショウ ノウギョウ ユウシ ベンキョウカイ ジッシ

				JAいなば		・経営継続補助金や各種補助金については、営農指導課と農業機械課と情報共有し、各農家に農業融資の提案を行った。
・融資担当と営農指導員による同行訪問を行い農業制度資金の説明、提案を行った。

				JA福光 フクミツ		・営農指導員を対象に農業制度資金に関する知識を習得するための勉強会を実施






JA内事業間連携の強化 (貼り付け用)



						具体的取組事項 グタイテキ トリクミ ジコウ

						農業資金の審査において、営農部門を合議先として財務分析を行い、連携・情報共有を実施。 ジッシ

						融資・営農及びTAC・農機具部門間にて、毎月1回の情報連携を図るミーティングを開催。

						信用担当者及び経済担当者がサービス向上・農業融資知識向上を目的に農業融資実務検定の受験。 オヨ ノウギョウ ユウシ チシキ コウジョウ

						営農指導員・農機部門職員・融資担当者を対象に農業融資勉強会を実施。 シドウイン ノウキ ブモン ユウシ ユウシ ベンキョウ

						融資担当者と営農指導員、農機部門の職員による同行推進を実施。







新規就農応援資金等



						資金名 シキン メイ		実行件数 ジッコウ ケンスウ		実行金額 ジッコウ キンガク		2021年3月末残高 ネン ガツ マツ ザンダカ

						青年等就農資金(※) セイネン ナド シュウノウ シキン		15		144		249

						就農支援資金 シュウノウ シエン シキン		-		-		32

						合計 ゴウケイ		15		144		281







生産者と消費者をつなげる場の設置

						2020年度 ネンド

						JA名 メイ		イベント名		開催日（年月日）		内容

						ＪＡうおづ		恵みの感謝祭 メグ カンシャ サイ		reserved-44128x1F		地場産農産物、加工品販売、農機具展販売 ジバ サン ノウサンブツ カコウ ヒン ハンバイ ノウキグ テン ハンバイ

						ＪＡアルプス		たてやま農産物直売所お盆セール		2020年8月12日～13日		生産者と消費者の繋がり強化を目的に店舗・特設テントにて地元の野菜、加工品、切り花を中心に販売 セイサンシャ ショウヒシャ ツナ キョウカ モクテキ テンポ トクセツ ジモト ヤサイ カコウヒン キ バナ チュウシン ハンバイ

						ＪＡ富山市 トヤマシ		直売所イベント		季節 キセツ		お彼岸、新米イベント等（コロナの対策の為宣伝は自粛）


						ＪＡとなみ野 ノ		農業祭り マツ		reserved-44149x1F		農業者による直接販売、地域住民との共有 ノウギョウ モノ チョクセツ ハンバイ チイキ ジュウミン キョウユウ

						JAいなば		おおさかバルコープ共同購入担当者産地視察 キョウドウ コウニュウ タントウ モノ サンチ シサツ		2020年8月17日～18日 ニチ ニチ		稲刈見学、CE説明、検査見学 イネカ ケンガク セツメイ ケンサ ケンガク









被災者等への支援

				2020年度 ネン ド

				取組事例 トリクミ ジレイ		JA名 メイ		内容 ナイヨウ		件数 ケンスウ		貸付実行金額 カシツケ ジッコウ キン ガク

				アグリマイティー
資金（緊急対応）		JAバンク
富山 トヤマ		JAバンク富山では、県中央会、全農とやま、共済連とやまと連携し、新型コロナ感染拡大による、売上の減少等の被害を受けた組合員に対し、利子補給よる実質無利子化した資金にて対応しました。		28		124

				農業振興資金
（雪害対策） ノウギョウ シンコウ シキン セツガイ タイサク		JAバンク
富山 トヤマ		JAバンク富山では、大雪で農畜産物の被害を受けた組合員に対し、行政、JAバンクの利子補給を受けた実質無利子の資金を対応しました。		0		0





経営不審者の経営改善

								2020年度 ネンド



										期初経営改善
支援取組先(注2) チュウ								再生計画策定率
＝ａ／Ａ		 ランク アップ率
＝ｂ／Ａ





										Ａ		Ａのうち再生計画を策定した先数		Ａのうち期末に債務者区分がランクアップした先数(注3) チュウ		Ａのうち期末に債務者区分が変化しなかった先数(注4) チュウ

												ａ		ｂ		ｃ

						正常先①				0		0				0		-

						要注意先		うちその他要注意先② タ ヨウチュウイ サキ		2		1		0		2		50.0%		0.0%

								うち要管理先③ ヨウ カンリ サキ		0		0		0		0		-		-

						破綻懸念先④				2		0		0		2		0.0%		0%

						実質破綻先⑤				2		2		0		2		100.0%		0%

						破綻先⑥				0		0		0		0		-		-

								小計(②～⑥の計) ショウケイ		6		3		0		6		50.0%		0.0%

						　  合　計				6		3		0		6		50.0%		0.0%







負債整理資金による経営支援



				資金名		2021年3月末残高

				経済貸越借換資金		17

				大家畜・養豚特別支援資金（注１） ダイカチク ヨウトン トクベツ シエン シキン チュウ		33

				農業経営負担軽減支援資金（注２） ノウギョウ ケイエイ フタン ケイゲン シエン シキン チュウ		3

				その他（注３） ホカ チュウ		13

				合　計		66











動産担保融資



				種類 シュルイ		2021年3月末

						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

				畜産物 チクサンブツ		2		18

				機械設備 キカイ セツビ		0		0

				合　計		2		18











講演会・セミナー等の開催

						2020年度 ネン ド

						主催者名 シュサイシャ メイ		イベント名(講演会名) コウエン カイ メイ		開催日
（年月日）		内容

						ＪＡバンク富山 トヤマ		2020年度企業稲作・農業法人経営者経営研修会併設セミナー ネンド キギョウ イナサク ノウギョウ ホウジン ケイエイシャ ケイエイ ケンシュウ カイ ヘイセツ		Wednesday, December 02, 2020		題目：成功するための事業承継の心得
～事業承継の本質と全体像～







地域住民に対する農業の理解促進

						2020年度 ネンド

						JA名 メイ		イベント名		内容

						ＪＡくろべ		環境美化活動		各施設周辺の清掃活動を年２回開催。

								職員の農家派遣		連続職場離脱を利用し農家の作業補助。

						ＪＡうおづ		ジャガイモの栽培 サイバイ		市内の保育園において園児と一緒にジャガイモの定植から収穫まで実施。 ホイクエン エンジ イッショ テイショク シュウカク ジッシ

						ＪＡアルプス		JA女性学校でワンポイント野菜講座		JA女性学校において毎回ワンポイント野菜栽培講座を開催。（７月～２月で６回開催）

								学校給食への新米贈呈		アルプス管内で収穫された新米を市町村へ寄贈し、学校給食で子供たちに地元の新米を食べてもらう。

						ＪＡ氷見市 ヒミシ		氷見市への寄付		保育園児の食育および食文化の振興に役立ててもらうことを目的に、ペットボトル「氷見はとむぎ茶」の売上金より500万円を寄贈。 キン マンエン キゾウ

						ＪＡいなば		スポーツ振興の為の寄付、物品寄付 シンコウ タメ キフ ブッピン キフ		JAいなばで販売している「富山はとむぎ茶」（ペットボトル）販売代金一部を小矢部市にはスポーツ振興の為に寄付、高岡市には物品（テーブル）の寄付。 ハンバイ トヤマ チャ ハンバイ ダイキン イチブ オヤベ シ シンコウ タメ キフ タカオカ シ ブッピン キフ







新規就農者の支援

				2020年度 ネンド

				JA名 メイ		サポート名 メイ		内容 ナイヨウ

				JAみな穂 ホ		制度資金 セイド シキン		投資需要へ対応した融資の実施（新規就農支援資金等）

				JAアルプス		営農資金の融資や助成		新規就農者、県の担い手支援課と三者で
青年等就農資金の資金計画を策定 シンキ シュウノウ シャ ケン ニナ テ シエン カ ミ シャ セイネン トウ シュウノウ シキン シキン ケイカク サクテイ

				JA富山市 トヤマシ		営農資金の助成		購入費用の助成 コウニュウ ヒヨウ ジョセイ
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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
地域育成への貢献
4-1 食・農への理解促進
4-2 農山漁村等地域育成への貢献
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4-1 食・農への理解促進
✔JAバンク富山は、地域も小学生の農業に対する理解を促進するため、
JAバンク食農教育応援事業を展開し、農業に関する教材「農業とわたし
たちのくらし」の配布や農業体験学習の受入れ等に取組んでいます。
✔教材「農業とわたしたちのくらし」は、JAバンクを通じて、2020年度
には県下の国公立小学校180校へ約10,700セット配布され、学校の授
業等において活用されています。

【児童用】 【教師用】 【教材本贈呈式の様子】
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4-2 農山漁村等地域育成への貢献
✔県下JAでは、講演会・セミナー等の開催、地域貢献活動などの幅広い
実践活動に取組んでいます。

JA名 イベント名 内容

環境美化活動 各施設周辺の清掃活動を年２回開催。

職員の農家派遣 連続職場離脱を利用し農家の作業補助。

ＪＡうおづ ジャガイモの栽培 市内の保育園において園児と一緒にジャガイモの定植から収穫まで実施。

JA女性学校でワンポイント野菜講座
JA女性学校において毎回ワンポイント野菜栽培講座を開催。
（７月～２月で６回開催）

学校給食への新米贈呈
アルプス管内で収穫された新米を市町村へ寄贈し、
学校給食で子供たちに地元の新米を食べてもらう。

ＪＡ氷見市 氷見市への寄付
保育園児の食育および食文化の振興に役立ててもらうことを目的に、
ペットボトル「氷見はとむぎ茶」の売上金より500万円を寄贈。

ＪＡいなば スポーツ振興の為の寄付、物品寄付
JAいなばで販売している「富山はとむぎ茶」（ペットボトル）販売代金一部を
小矢部市にはスポーツ振興の為に寄付、高岡市には物品（テーブル）の寄付。

ＪＡくろべ

ＪＡアルプス

【地域貢献活動内容】
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