
ＪＡバンク和歌山における地域密着型金融の取組状況（平成２９年度） 

 

和歌山県信用農業協同組合連合会 

 

ＪＡバンク和歌山（和歌山県内８ＪＡ、和歌山県信用農業協同組合連合会）では、農業と

地域社会に貢献するため，平成２８～３０年度ＪＡバンク中期戦略に基づき地域密着型金融

の推進に取組んでおります。 

平成２９年度の地域密着型金融の取組状況について取りまとめましたので、ご報告いたし

ます。 

 

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バンク和歌山は、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、次の取り組みを行っています。 

 

（１）農業融資商品の適切な提供・開発 

ＪＡバンク和歌山は、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。 

平成３０年３月末時点のＪＡバンク和歌山の農業関係資金残高（注1）は１０，４５１

百万円、日本政策金融公庫等の受託貸付金（注2）残高は２７６百万円となっています。 

 
（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バンク和歌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を行っ

ています。 

 

【営農類型別農業資金残高】   （単位：百万円） 

 平成 30年 3月末現在 

農業 9,562 

穀作 321 

野菜・園芸 1,158 

果樹・樹園農業 4,668 

工芸作物 0 

養豚・肉牛・酪農 33 

養鶏・鶏卵 232 

養蚕 0 

その他農業（注３） 3,147 

農業関連団体等（注４） 888 

合 計 10,451 

 

 

 

 

（注３）「その他農業」には、複合経

営で業種が明確に位置づけ

られない者および農業サー

ビス業が含まれています。 

（注４）「農業関連団体等」には、Ｊ

Ａや全農(経済連)とその子

会社等が含まれています。 



【資金種類別農業資金残高】   （単位：百万円） 

種   類 平成30年3月末現在 

プロパー資金（注５） 8,013 

農業制度資金（注６） 2,437 

うち農業近代化資金 1,878 

〃 その他制度資金（注７） 559 

合  計 10,451 

 

（注５）「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６）「農業制度資金」は、①地方公共団体もしくは日本政策金融公庫の資金をＪＡバンク和

歌山が転貸で融資するもの、②地方公共団体が利子補給等を行うことでＪＡバンク和歌

山が低利で融資するものを対象としています。 

（注７）「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） 

種   類 平成30年3月末現在 

日本政策金融公庫資金 190 

そ の 他 85 

合 計 276 

（※）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。 

 

【和歌山県の農業近代化資金の取扱いシェア】 

ＪＡバンク和歌山は主要な農業関係の制度資金である、農業近代化資金の取扱いにおい

て県内トップシェアとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）農業の担い手のニーズに応えるための取組み 

ＪＡバンク和歌山では、地域の農業者のニーズに応えるため、様々な取組みを行っ

ています。 

ＪＡでは、本支店の農業融資担当者が営農・経済部門等と連携しながら、農業融資

に関する資金提案や経営相談対応等を実施しています。これを支える体制として、豊

富な農業金融知識をもった農業融資の実務リーダーである「担い手金融リーダー」を、

平成２９年度末時点で８ＪＡ・９名配置しています。 

また、多様化・専門化する農業者の金融ニーズに応えるため、ＪＡ系統独自の農業

融資資格である「ＪＡバンク農業金融プランナー」の資格取得を進め、平成２９年度

末時点では県内に３１９名が資格を取得しています。 

信連では、ＪＡのサポート指導機能、農業法人等への融資相談機能を担う「県域農

業金融センター機能」を構築しており、これらの機能の拡充、強化に努めています。 

 

近代化資金取扱い県内シェア 

（平成 30年 3月末時点） 

１００％ 

ＪＡバンク和歌山 



２．担い手の経営のライフステージに応じた支援 

ＪＡバンク和歌山は、担い手をサポートするため、ライフステージに応じて、次の取

組みを行っています。 

 

（１）新規就農者の支援 

ＪＡバンク和歌山では、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

金などを取り扱っています。 

また、新規就農応援事業として、新規独立就農者への農業費用助成事業ならびに研

修受入先への新規就農研修費用助成事業を実施しています。 

 

【就農支援資金の取扱い実績】             （単位：件、百万円） 

 平成29年度 

実行件数 

平成29年度 

実行金額 

平成30年3月末 

残高 

ＪＡ新規就農 

応援資金 
6 22 21 

就農支援資金 0 0 13 

 

【新規就農応援事業の助成申請実績】           （単位：件、千円） 

 平成29年度 件数 平成29年度 金額 

農業費用助成事業 63 12,600 

研修費用助成事業 3 1,440 

 

（２）農商工連携の推進 

ＪＡバンク和歌山は、農林水産業の事業力・収益力強化のため、商談会・ビジネス

マッチングによる販路拡大支援等の農商工連携に取り組んでおり、「農業者と産業界

の架け橋」として多様な機能を発揮しています。 

【商談会等開催状況】 

商談会名 開催日 主催者 参加団体数 

ＪＡ・ＪＦグループ近畿・四国

商談会 
平成29年11月16日 

農林中央金庫

大阪支店等 
470団体 

 

（３）被災者・生産資材高騰等への支援 

ＪＡバンク和歌山では、自然災害等の被災者を支援するため、低利の融資対応を行

うとともに、信連の県域農業金融センターにて相談窓口を開設し、被災者からの融資

等に関する相談を受付けました。 

また、農業者の経営安定を図るため、農家所得減収に対する低利資金の融資対応や

農林中央金庫が実施する利子補給事業の取り扱いを行いました。 

取組事例 ＪＡ名 内   容 

台風 21号被害組合員応援資金 
ＪＡ 

わかやま 

平成 29年 10月 20日から 23日にかけて和歌山市内で

台風 21号と前線の大雨による農地の冠水等が発生し、

農作物の被害による経済的影響を受けた正組合員の方

を対象に農業生産等の立て直しを図るため、全期間

0％で融資を行いました。 

平成２９年１０月２２日の台風２１号によ

り発生した施設被害及び農作物被害

融資 

ＪＡ紀州 

平成２９年１０月２２日の台風２１号により発生した施設被

害及び農作物被害に対して農業復旧の為、低利資金を

融通しました。 

ミカン生産農家に対する農業経営安

定化を図るための資金対応 
ＪＡ紀南 

ミカン生産農家に営農にかかる低利資金を融通し、農

業経営の安定化を図りました。 

ウメ生産農家に対する農業経営安定

化を図るための資金対応 
ＪＡ紀南 

ウメ生産農家に営農にかかる低利資金を融通し、農業

経営の安定化を図りました。 

 



（４）農家に対する経営改善支援 

ＪＡバンク和歌山では、関係機関と協議のうえ農業者の経営再建について取り組ん

でいます。 

【平成29年度の農業者の経営改善支援等の取組み実績】       （単位：先数、％） 
  

経営改善

支援取組

先Ａ 

   

事業計画

策定率 

 

＝ａ／Ａ 

ランク 

アップ率 

 

＝ｂ／Ａ 

Ａのうち期

中に再生計

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 1 
 

1 100.0% 
 

要
注
意
先 

うち 

その他要注意先② 
5 5 0 2 100.0% 0.0% 

うち要管理先③ 2 2 2 0 100.0% 100.0% 

破綻懸念先④ 1 1 0 1 100.0% 0.0% 

実質破綻先⑤ 1 1 1 0 100.0% 100.0% 

破綻先⑥ 0 0 0 0 - - 

 
小計(②～⑥の計) 9 9 3 3 100.0% 33.3% 

合計 10 10 3 4 100.0% 30.0% 

（注）期初経営改善支援取組先および債務者区分は平成 29 年 3月末時点のものです。 

 

３ 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 

ＪＡバンク和歌山では、地域社会へ貢献するため、次の取り組みを行っています。 

 

（１）ＪＡバンク食農教育応援事業の展開 

ＪＡバンク和歌山は、子どもたちに食・環境と農業への関心や理解を深めてもらう

ため、補助教材として「農業とわたしたちのくらし」を配布しています。 

「農業とわたしたちのくらし」は、ＪＡバンク和歌山を通じて、県内の小学校や特

別支援学校等の２４７施設へ、通常版１０，４２０セットを贈呈し、学校の授業等に

おいて活用されています。 

 

（２）地域活性化への取組み 

「ＪＡならでは」のサービスを提供することで、直売所・

Ａコープの売上増加、ならびに直売所へ出荷している農業

者の所得増大に寄与し、ＪＡの社会的機能の発揮を実現す

ることを目的とし、ＪＡ農産物直売所で使用できるクーポ

ン券を特典とした定期性貯金商品の取扱いを行いました。 

 

（３）地域貢献活動の実践 

健康で楽しい生活と明るい地域づくりを目指し、「ドッジボール大会」や「ユース

サッカー大会」への協賛、ＪＡビル周辺の清掃等、地域貢献活動の実践に取り組んで

います。 

 

以 上 


