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当事業の背景と目的 

背景 目的 

積極的な農業投融資の実現に資する施策の検討を行うため

に、市中金融機関の取組実態等の把握が必要。 

 農業者の経営力や事業性に重点を置く投融資実現のため

の施策検討に資する農業投融資の実態把握が必要 

 農業融資に豊富な取組実績のある市中金融機関に対して

調査を実施し、取組実態の把握と比較分析を中心とした

定性分析を行う 

 調査による分析結果に基づき、事業性評価を中心とした

農業投融資に関する工夫等を抽出し、実効性ある施策の

立案に資することを目指す 

 

農業の成長産業化のためには、次代を担う競争力ある担い
手の確保・育成が不可欠であり、そのためには、担い手の成
長発展に必要な資金が市中金融機関から円滑に融通され
ることが必要。 

 日本再興戦略（改訂2015）において、「経営感覚に優れた
担い手の確保・育成のためには、農業経営者が自らの経
営状況を正確に把握し計画的に改善・発展させることに
加え、政策金融を含む金融機関からの資金調達の円滑
化等が図られるようにすることが重要」とされている 

 このことは、農業者の経営力の向上や金融機関の事業性
に重点を置いた審査手法による融資の推進が求められて
いるところによる 

 更に日本再興戦略（2016）において、新たに以下の具体
的施策が設けられている 

- 経営体の成長局面に対応した円滑な資金供給を可能に
するため、日本政策金融公庫等が取り組んでいる事業
性評価融資について、実施状況の点検・評価を行い、必
要な改善を行う 

- 民間金融機関の農業融資活性化のため、農業関係者と
の交流促進、日本政策金融公庫との連携強化によりノ
ウハウの提供等を進める 
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当事業の概要と調査の手法 

調査項目、ヒアリング調査内容、及び分析の構造 

定性調査 
（調査項目） 

取組姿勢 

融資 
協調融資事例の内容 
公庫信用補完事業（CDS）の活用状況 
ACRIS利用状況 
公庫出資スキームとの連携 

信用保証制度の活用方針・活用状況 

選定先のヒアリング 
内容に関する比較分析 
 

▼ 
 
選定先の取組姿勢を深
掘りし、事業性評価を中
心とした農業投融資に
関する工夫、施策等を
抽出 
 
       ▼ 
 
場合によっては、その他
の優良事例も参考にし
ながら、調査結果を総
合的に分析 
 
 

出資形態での与信対応の方針 
取組事例の経緯、出口戦略 

ヒアリング調査内容（抜粋） 

出資 

その他 

事業性評価の 
導入状況 

日本公庫 
との連携 

信用補完 

取組状況等 

経営者保証 
ガイドラインの影響 

定性分析 

金融機関の経営環境 
農業融資の推進体制・方策 （調査内容 ア①～⑦など） 

農業融資特有の与信判断 
・保全方法の問題点、その対処方針や手法（動産担保の活用等） 
・事業内容の意義、返済原資確保（与信時事業計画審査）の考え方 
・経営改善支援の実施状況 

ガイドライン遵守への取組実態 
農業融資における特殊性の認識 

農業投融資の 
推進策 

経営方針、経営計画への反映状況 
実施体制の整備、活動状況 

当事業は、農業の担い手の成長発展に必要な資金が市中金融機関から円滑に融通されるために必要な施
策検討の視座を得ることを目的とし、農業融資に豊富な取組実績のある市中金融機関に対して取組実態の
把握等の深度ある調査を実施。【当事業受託者 有限責任監査法人トーマツ】 
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調査対象金融機関の選定－（１）選定の前提及び抽出条件 

 

 農業経営向け融資残高が多い金融機関については、営業地域の産業構造や地域経済の動向において農業が重要な産業である可能性が

高い 

 下記の特徴がある金融機関は、農業者の経営環境、農業者向け与信審査に関する知見・経験が蓄積されていることが想定される 

• 農業事業者に対してメイン行の役割を担っている可能性が高い、地域の農業経営向け融資残高合計に占めるシェアが高い金融機関 

• 経営方針として、農業融資を積極的に推進している金融機関 

• 組織体制として、農業事業者向け融資を取扱う担当部署があるか、組織化されてなくとも農業事業者向け与信については、一般的な与信業務フローに加え何らかの

特別な対応（専門家の配置など）が確立されている金融機関 

前提 

 

 農業経営向け融資残高が多い 

 地域の農業経営向け融資残高合計に占めるシェアが高い 

 経営方針として農業事業者に対して積極的に与信を行う姿勢が見られる 

 組織及び運用（与信等業務）において、農業事業者に対する与信審査等に対する態勢が整備されている 

抽出条件 

調査対象金融機関の選定に当たっては、下記の前提を考慮し、抽出条件を決定した。 
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調査対象金融機関の選定－（２）選定先の選定方針 

前頁の抽出条件を踏まえ、平成27年度「積極的な農業融資の実現に向けた担保評価・債権回
収実態調査委託事業」の調査結果等を活用し、選定基準及び選定方針を決定した。 

 

 農業経営向け融資残高の多い金融機関 

 全国を7地域（右下表）に分類し、地域ごと農業経営向け融資に対する貸出シェアの高い金融機関 

 前事業調査問８（１）において下記回答があった金融機関 

• 「①制度融資に限らず様々な融資を積極的に推進している」 

 前事業調査問８（３）において下記いずれかの回答があった金融機関 

• 「①専門担当部署がある」、「②専門担当部署はないが、必要なポストに農業経営アドバイザー等の農業経営の専門家を配置している」 

 前事業調査結果データを活用し、H25年度からH26年度にかけて農業経営向け融資先数、残高の増加が多い金融機関 

 農業融資に知見・ノウハウを持つ日本公庫との連携を強化している金融機関 

選定基準 

地域 都道府県 地域 都道府県 地域 都道府県 地域 都道府県 地域 都道府県 地域 都道府県

北海道 北海道 茨城 新潟 京都 岡山 沖縄

宮城 群馬 石川 滋賀 広島 宮崎

岩手 栃木 富山 大阪 山口 熊本

山形 埼玉 福井 奈良 鳥取 佐賀

秋田 神奈川 山梨 兵庫 島根 鹿児島

青森 千葉 静岡 和歌山 愛媛 大分

福島 東京 長野 香川 長崎

愛知 高知 福岡

岐阜 徳島

三重

近畿
中国

四国

九州･沖縄東北

南関東

北関東
北陸

甲信・静岡

東海

1

2

3

4

5 6 7 

 農業経営向け融資に対する、残高、融資シェアを軸に抽出できるよう
工夫する 

 農業経営向け融資残高および農業産出額が多い北海道、九州・沖縄
は２先、その他の地域は概ね１先を目安とする 

 複数の業態の金融機関を抽出できるよう工夫する 

選定方針 
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調査対象金融機関の選定－（３）選定された調査対象金融機関 

前頁の選定基準及び選定方針を参考に、10金融機関を調査対象として選定した。 

地域 金融機関数 主な選定基準 業態 

北海道 ２ 融資残高・件数増加 

・都市銀行１ 
・（第一・第二）地方銀行７ 
・信用金庫２ 

東北 １ 融資件数増加 

北関東 ２ 融資残高・件数増加、日本公庫との連携 

南関東 １ 融資残高・件数増加 

中国・四国 ２ 融資残高・件数増加 

九州・沖縄 ２ 融資残高・件数増加 
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調査項目（質問項目）の決定 

仕様書の内容を踏まえ、金融モニタリングレポートも参考にしながら、下記の質問項目を決定し、
この質問項目に基づいて、具体的な質問内容を決定した。 
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No. 今回調査における質問項目 仕様書の該当項目
全般 障害と行政に対するご要望（農業経営融資、農業経営融資先に対する事業性評価） ア⑦（他分野と比較して）農業融資を増加させるための障害となっていること

イ⑤（他分野と比較して）農業融資における事業性評価の障害になっていること
カ②積極的な農業投融資の実現に向けた推進方策について

1 経営環境について（その１：地域での農業の特色等） ア①農業融資の取組状況
2 経営環境について（その２：営業施策の立案） ア①農業融資の取組状況
3 経営方針について（その１：課題設定と意思表明） ア②農業融資の実施態勢

ア③農業融資を増加させるために取り組んでいること
4 経営方針について（その２：経営陣によるモニタリング） ア②農業融資の実施態勢

ア③農業融資を増加させるために取り組んでいること
5 実行施策（その１：実行態勢） ア②農業融資の実施態勢

ア③農業融資を増加させるために取り組んでいること
6 実行施策（その２：顧客との接触） ア④農業融資先を掘り起こすための農業者との接触状況

ア⑤農業技術、商品内容など経営内容の把握方法
7 実行施策（その３：顧客事業の理解） ア④農業融資先を掘り起こすための農業者との接触状況

ア⑤農業技術、商品内容など経営内容の把握方法
8 実行施策（その４：業績評価、人事評価） ア⑥農業融資を担当する人材の育成のための取組

イ①農業融資における担保・保証人への依存状況
イ②借り手企業の事業内容、成長性の評価方法

9 実行施策（その５：農業に関する知見の蓄積） ア⑥農業融資を担当する人材の育成のための取組
イ①農業融資における担保・保証人への依存状況
イ②借り手企業の事業内容、成長性の評価方法

10 実行施策（その６：本部→営業店への支援） イ③借り手企業の経営改善に対する関与状況
11 実行施策（その７：人材育成） ア⑥農業融資を担当する人材の育成のための取組

イ③借り手企業の経営改善に対する関与状況
12 与信審査（その１：金利等） イ②借り手企業の事業内容、成長性の評価方法
13 与信審査（その２：非財務情報） イ②借り手企業の事業内容、成長性の評価方法
14 与信審査（その３：ABLの活用） イ②借り手企業の事業内容、成長性の評価方法
15 地域密着型金融（その１：コンサルティング機能の目的） イ④コンサルティング機能など非金融支援の実施状況
16 地域密着型金融（その２：コンサルティングサービスの実績） イ④コンサルティング機能など非金融支援の実施状況
17 地域密着型金融（その３：実践の効果の測定） イ④コンサルティング機能など非金融支援の実施状況
18 日本公庫との連携（その１：公庫が用意しているサービス利用状況） ウ①日本公庫との連携状況

ウ②日本公庫（農林水産事業）との日頃からの交流状況
ウ③農業融資のノウハウ向上のための日本公庫との連携状況

19 日本公庫との連携（その２：障害、公庫に対する要望） ウ④日本公庫との協調融資に対する考え方
20 保証制度（考え方、利用状況、制度に対する要望） エ①信用保証保険制度を利用する際の考え方

エ②農業信用保証制度の活用状況、周知状況
エ③（他の信用補完制度と比較して）制度の改善すべき点

21 出資（その１：実績） オ①農業分野への出資の取組状況
22 出資（その２：融資との比較） オ②融資よりも出資を利用する場合の考え方

オ③農業と他分野での出資の実態の相違
23 経営者保証ガイドライン（その１：現状） カ①経営者保証ガイドラインの遵守状況
24 経営者保証ガイドライン（その２：農業における特徴） カ①経営者保証ガイドラインの遵守状況



 調査スケジュール 
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調査スケジュール 

8月 
1W 

平成28年 平成29年 

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 

1~4W 1~4W 1~4W 1~4W 1~2W 3~4W 1~2W 3~4W 1~2W 3~4W 

1. マイルストーン 

2. 各金融機関訪問実施 

A銀行 

B銀行 

C銀行 

D銀行 

E信用金庫 

F信用金庫 

G銀行 

H銀行 

I銀行 

J銀行 

調査スケジュール 

最終報告 

キックオフ 調査項目等の決定 
調査客体候補の選定 

調査客体の決定 

11/22 

調査報告（中間） 

11/29 

調査開始 

12/6 

12/9 

12/9 

12/16 

12/22 

1/17 

1/20 

2/23 
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 調査分析結果 
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１ 農業融資の取組状況 

 農業融資に積極的な市中金融機関では、農業を地域の基幹的産業の一つと位置
付け、地域経済の活性化に繋げるよう独自の取組を推進している。 

 

 地域（県）によって農業融資の取組状況は異なっているものの、畜産分野を中心に
運転資金を主体とした資金供給を実施している市中金融機関が多い。 

① 全産業に占める農業（加工・販売等川下分野を含む）の割合が高い地域（県）で農業融資に積極
性が見られる。 
 

② 設備資金については日本公庫が担う場合が多く、運転資金については市中金融機関に対応を
求められるケースが多い。営農類型別では、運転資金の対応期間が比較的長い畜産分野（特に
肉用牛肥育）において融資残高が積み上がりやすい。 
 

③ 市中金融機関の経営トップの姿勢も農業融資の取組意欲や実施態勢に大きな影響を与えてい
る。 
 

④ 農業融資に積極的に取り組んでいる市中金融機関でも、取組の歴史は比較的浅い傾向にある。 
 

⑤ 地域に特徴的な営農類型を中心に据えて営業を推進している市中金融機関は見られるものの、
営農類型ごとに営業対象を分けて推進している市中金融機関はない 
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２ 農業融資の実施態勢 

 農・食関連の専門部署の職員や専任担当者等に知見を蓄積し、営業部店や審査
部門の業務をサポートしている市中金融機関が多く見られる。 

 

 農業融資に積極的な市中金融機関では、農業分野に関連した計数のモニタリン
グを行い、農業融資に関する能力の向上に努めている。 

① 複数の市中金融機関（4/10）では、農・食関連の専任担当者を設け、営業部店や審査部門の業務を
サポートしている。 
 

② 複数の市中金融機関（3/10）では、農・食関連の専門部署を設置し、営業部店や審査部門の業務を
サポートしている。 
 

③ 複数の市中金融機関（2/10）では、他の産業との兼任ではあるものの、農・食関連の知見を有する担
当者を設け、営業部店や審査部門の業務をサポートしている。 
 

④ 農・食関連の専門部署等においては、積極的に関連分野の知見を習得し、農業融資推進の支援に
とどまらず、農業者や事業者に対して様々な経営課題のソリューションを提供している。 
 

⑤ 農業分野に関連した計数のモニタリングを行い（農業融資残高・件数、ABL先数、新規取組金額、ビ
ジネスマッチング参加者数・成約件数・成約金額等）、農業融資に関する能力の向上に努めている。 
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３ 農業融資を掘り起こすための農業者との接触状況 

 農・食関連の専門部署の職員や専任担当者等が中心となって企画したセミナー等
に来場した農業者に対しアプローチを行っている市中金融機関が多く見られる。 

 
 特定の農業者に対して重点的なヒアリングを行うことなどにより、積極的なニーズ

掘り起こしを行っている市中金融機関も見られる。 

① 農・食関連の専門部署や専任担当者等が中心となって、セミナーや商談会を企画・開催し、
来場した農業者に対して営業部店の担当者等や知見を有する担当者（専任・兼任問わ
ず）がアプローチ（リスト化して個別に訪問する場合もある）を行っている。 
 

② 農業者以外の既存顧客が農業へ新規参入する際に、農・食関連の専門部署の職員や知
見を有する担当者（専任・兼任問わず）が中心となって支援している。 
 

③ 農・食関連の専門部署が予め絞り込んだ特定の農業者に対し、重点的なヒアリングを実
施することなどにより、積極的なニーズ掘り起こしを行っている。 
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４ 農業技術、商品内容など経営内容の把握方法 
 

 農業融資に積極的な市中金融機関では、外部機関との連携や人材派遣等を行い、
農業分野に関する知見の習得に努めている。 

 
 農・食関連の専門部署の職員や専任担当者等が、事業者訪問や審査プロセスの

際に必要なアドバイスを行い、営業部店や審査部門の業務をサポートしている市
中金融機関が多く見られる。 
 

① 農・食関連の専門部署の職員や専任担当者、兼任担当者等は、農業分野に知見を持つ外部機関（大学、地方自治
体、日本公庫、農業信用基金協会、事業者）の勉強会に参加し、農業分野に関する知見の習得に努めている。 
 

② 農業分野に関する知見の習得に当たっては、外部機関（地方自治体、日本公庫、事業者）との連携や定期的な人
材派遣（出向）を行っている。 
 

③ 農・食関連の専門部署の職員や専任担当者として、外部機関から専門的知見を持つ人材の受入を積極的に行って
いる。 
 

④ 農・食関連の専門部署の職員や専任担当者、兼任担当者、営業部店の職員等が、事業者の事業内容を把握する
目的で、職員自ら農産物の栽培体験等を行っている。 
 

⑤ 農・食関連の専門部署の職員や専任担当者、兼任担当者等は、営業部店の職員が事業者を訪問する際に帯同し
たり、貸出審査のプロセスにおいて、知見を活かして経営内容に関するアドバイスを行ったりしている。 
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５ 農業融資を担当する人材の育成のための取組 

 農・食関連の専門部署の職員や専任担当者等が、勉強会や情報配信等を行い、
営業部店の担当者に知見・ノウハウを伝えている市中金融機関が多く見られる。 
 

 農・食関連の専門部署の職員等に限らず、営業部店の担当者に対しても幅広く農
業経営アドバイザーの資格取得を奨励している市中金融機関もある。 

① 農・食関連の専門部署の職員や専任担当者、兼任担当者等が、営業部店の担当者に対して勉強会
等を実施し、知見・ノウハウを伝えている。 
 

② 農・食関連の専門部署等が、与信審査の際に、審査等の担当者に対し知見を活かしたアドバイスを
行っている。 
 

③ 農・食関連の専門部署等が、農業融資での成功事例や農業に関する知見・情報等を営業部店に積
極的に配信している。 
 

④ 農・食関連の専門部署等が、営業部店担当者の業務日誌等を閲覧した上で、知見を活かしたアドバ
イスを行っている。 
 

⑤ 農・食関連の専門部署の職員や専任担当者、兼任担当者に限らず、営業部店の担当者に対しても
幅広く農業経営アドバイザーの資格取得を奨励している。 
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６ 他分野と比較して農業融資を増加させるための障害となっていること 
 

 
 小規模農業者については、補助金や公庫資金、系統資金等の資金供給で資金

ニーズが賄われ、融資拡大が困難な場合がある。 
 

 農業者と接触するに当たり、市町村ごとの認定農業者の情報など、タイムリーに
開示された情報が少なく、必要なデータを入手することが難しい。 
 
 

① 大規模農業者を取引先に持つ市中金融機関は少なくないものの、他産業と比較すると多くはない。 
 

② 小規模農業者については、補助金や公庫資金、系統資金等の資金供給で資金ニーズが賄われ、融
資拡大が困難な場合がある。 
 

③ 運転資金については、小規模農業者が多数を占める耕種分野では系統が資金供給している場合が
多く、資金需要が少ない。 
 

④ 設備資金については、制度資金を利用する事業者が多く、日本公庫や農協系統に対抗しづらい場合
がある。 
 

⑤ 農業者と接触するに当たり、市町村ごとの認定農業者の情報（農業者名、住所、規模、生産品目等）
など、タイムリーに開示された情報が少なく、必要なデータを入手することが難しい。 
 

⑥ 制度資金については、都道府県からの利子補給の枠に限度があり、資金需要に対応し切れない。 
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７ 農業融資における担保・保証への依存状況 

 農業に限らず、いずれの産業でも担保や保証に過度に依存した融資は行わない
方針である。 

 

 畜産分野においては、ABL（動産・債権担保融資）が積極的に推進されている。 

① 産業や業種を問わず（農業に限らず）、担保や保証に過度に依存した融資は行わない方針である。 
 

② 事業体と代表者の資産・経理が一体となっている場合には、代表者保証や代表者の自宅の不動産
担保等を求めることもある。 
 

③ 畜産分野においては、ABL（動産・債権担保融資）が積極的に推進されている。 
 

④ ABLについては、多くの場合、動産担保や売掛金担保について譲渡登記が行われている。 
 

⑤ ABLを活用して事業を継続的にモニタリングすることにより、融資実行後の事業者の商流理解や実態
把握が可能となっている。 
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８ 借り手企業の事業内容、成長性の評価方法 

 農・食関連の専門部署や専任担当者等が中心となり、蓄積した知見を活かしなが
ら借り手企業の事業内容や成長性に関する検討を行っている市中金融機関が多
く見られる。 

 

 畜産分野においては、ABLを積極的に活用して、事業資産の実態を把握すること
が事業性評価能力の向上につながっている。 

① 農業に関する案件については、農・食関連の専門部署や専任担当者、兼任担当者等が
中心となり、知見を活かしながら借り手企業の事業内容や成長性に関する検討を行って
いる。 
 

② 必要に応じて、外部機関（大学、地方自治体、日本公庫、農業信用基金協会）等に相談す
るケースもある。 
 

③ 畜産分野においては、ABLを積極的に活用して、モニタリング等で事業資産の実態を把
握することが事業性評価能力の向上につながっている。 
 

④ 与信審査の際に、業種特性に応じた補正を行っているものの、他産業と比較して農業の
方が金利が高いということはない。 
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９ 借り手企業の経営改善に対する関与状況 

 農・食関連の専門部署や専任担当者等と営業部店が一体となって事業者のモニ
タリングを行い、業況に変化が見られた際には、積極的に経営支援を行っている
市中金融機関も見られる。 

 

 畜産分野においては、ABLにより定期的なモニタリングが行われ、適時に事業者と
対応を検討する体制を整備している市中金融機関も見られる。 

① 農・食関連の専門部署や専任担当者等と営業部店が一体となって事業者のモニタリング
を行い、業況に変化が見られた際には、積極的に経営支援を行っている。 
 

② 経営改善計画の策定支援は、農・食関連の専門部署等が中心となって行っているが、外
部機関（主に日本公庫）と連携して支援しているケースもある。 
 

③ 畜産分野において、ABLにより定期的なモニタリングを行い、業況の変化に応じて、適時
に事業者と対応を検討する体制を整備している。 
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１０ コンサルティング機能など非金融支援の実施状況 
 

 農業融資に積極的な市中金融機関では、セミナーや商談会を開催し、情報提供やマッチン
グ支援を行っている。また、必要に応じて農業者の販路開拓支援や商品開発支援等を行っ
ている市中金融機関も見られる。 
 

 農業・食品事業者をサポートする専用の相談窓口を設置し、外部機関と連携しながら、事業
課題解決に向けたソリューション提供に取り組んでいる市中金融機関も見られる。 

 

① セミナーを開催し、事業者への情報提供や情報交換を行っている。また、必要に応じて、
他の市中金融機関や事業会社、自治体等と連携している。 
 

② 商談会を開催し、事業者のビジネスマッチング支援の場を提供している。また、必要に応
じて、個別に農業者の販路開拓支援や商品開発支援を行っている。 
 

③ 農業・食品事業者をサポートする専用の相談窓口を設置し、外部機関と連携しながら、事
業課題解決に向けたソリューション提供に取り組んでいる。 
 

④ 畜産分野においては、ABLにより、定期的に事業者や動産等のモニタリングを行うことで、
業況の変化に対応したアドバイスを行っている。 
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１１ 他分野と比較して農業融資における事業性評価の障害になっていること 

 農業生産に関しては、天候等の不確定要素があり、他産業と比較してリスクの測
定が難しい。 

 

 農業固有の専門用語が難解であるほか、栽培技術等の知見の習得に時間がか
かる。また、会計・税務面でも農業特有の処理があり、分かりづらい。 

① 農業生産に関しては、天候等の不確定要素があり、他産業と比較してリスクの測定が難しい。 
 

② 農業固有の専門用語が難解であるほか、経営の強み・弱みの把握や栽培技術等の知見の習
得に時間がかかる。 
 

③ 棚卸資産の資産計上方法や補助金の圧縮記帳等は、税務に基づいて行われる場合が多いが、
会計面での実態を表しているとは言えず、分かりづらい。 
 

④ 農業特有の税務処理が複雑であり、分かりづらい。 
 

⑤ 事業者が農業生産に専念している場合には、コミュニケーションが取りづらく、十分な情報を引
き出せない。 
 

⑥ 他産業と比較して農業は高齢の経営者が多く、事業の将来性について評価が難しい。 
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１２ 日本公庫との連携状況 

 農業融資に積極的な市中金融機関でも、日本公庫の信用補完スキーム（CDS）や
農業信用スコアリングモデル（ACRIS）の活用は十分に進んでいない。 

 

 農業融資のノウハウ向上のため、日本公庫との勉強会や案件相談等を積極的に
行っている市中金融機関も多く見られる。 

① 日本公庫と業務連携協定を締結している市中金融機関（9/10）は多い。 
 

② 日本公庫の信用補完スキーム（CDS）の活用実績は乏しい。活用されていない理由としては、会計処
理での事務量等の手続面の複雑さや利用コストなどが挙げられている。 
 

③ 日本公庫の農業信用スコアリングモデル（ACRIS）の利用実績は乏しい。利用されていない理由とし
ては、使い勝手の悪さ（地域に特化した情報ではない）や利用コストなどが挙げられている。 
 

④ 農業融資のノウハウ向上のため、日本公庫との連絡会・勉強会や日本公庫への案件相談等を積極
的に行っている。協調融資案件や投資案件で連携することも農業融資のノウハウ向上につながって
いる。 
 

⑤ 農業者が新たに設備投資を行うに当たり、日本公庫が設備資金、市中金融機関が運転資金を調達
する場合には、協調融資を推進しやすい。畜産分野では、ABLを活用し、日本公庫と協調融資を行う
ケースもみられる。 
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１３ 農業信用保証制度の活用状況、制度の改善すべき点 

 農業近代化資金の融資や新規取引先・小口先への融資の際に、信用補完として
信用保証制度を活用している市中金融機関が多く見られる。 

 

 信用保証制度をうまく活用できていない理由として、審査に時間がかかる、保証料
率が高い、金融機関が負担する拠出金があるなどが挙がっている。 

① 信用保証制度を利用せずにプロパー融資の推進を優先している。 
 

② 事業性評価能力の向上のために、プロパー融資の推進を優先している。 
 

③ 農業近代化資金の融資を推進する際に信用保証制度を活用しているほか、新規取引先や小口先へ
の融資時の信用補完として信用保証制度を活用している。 
 

④ 信用保証制度をうまく活用できていない理由として、審査に時間がかかる、保証料率が高い、金融機
関が負担する拠出金があるなどが挙がっている。 
 

⑤ 信用保証制度を利用しづらい理由として、農業協同組合の組合員である必要があることなどが挙
がっているが、正確には利用条件ではないことから、制度について誤解しているケースもみられる。 
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１４ 農業分野への出資の取組状況 

 農業分野では、6次産業化支援ファンドや、農業法人投資円滑化法を利用したファ
ンド、独自ファンド等が設立されているが、投資枠に対し実績は低調となっている。 

 

 出資を受けた事業者の立場から見ると、自己資本の充実や信用力向上につなが
り、融資以上のメリットを得ているケースも多い。 

① 多くの市中金融機関で6次産業化支援ファンド（7/10）が設立されている。6次産業化支援ファンドについては、出資
要件や計画認定などの制約があるため、使い勝手が良くない。 
 

② 平成25年の制度改正を機に農業法人投資円滑化法を利用したファンド（4/10）が複数の市中金融機関で設立され
ているほか、独自に農業ファンド（4/10）を設立した市中金融機関もある。また、海外向けの投資ファンド（1/10）を設
立した市中金融機関もある。 
 

③ 外部機関と連携することにより投資実績を比較的伸ばしている市中金融機関もあるが、総じて投資枠に対し実績は
低調となっている。一部でリファイナンス等による回収実績や、回収できず損失計上した事例も見られる。 
 

④ 銀行法や信用金庫法における出資の制約（いわゆる5％ルール）等もあり、出資対象は成長戦略に掲げられた分野
（農林水産・医療・環境・観光等）等に限られる。 
 

⑤ 無配当の場合も多く、ハイリターンは求めていないため、長期約定返済なしの資金供与が融資との大きな違いに
なっている。 
 

⑥ 出資を受けた事業者の立場から見ると、自己資本の充実や信用力向上につながり、融資以上のメリットを得ている
ケースも多い。 
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１5 経営者保証ガイドラインの遵守状況 

 経営者保証ガイドラインの適用は全業種の事業者に対して共通で行われており、
農業分野でも同様の対応を行っている。 

 

 小規模農業者の場合には、法人と個人が密接不可分である場合も多く、代表者保
証を求める場合もある。 

① 経営者保証を求める場合には、制度の趣旨や必要性を説明し理解を得ている。全業種の
事業者に対して共通で行われており、農業分野でも同様の対応を行っている。 
 

② 農業に限った経営者ガイドラインの遵守状況を示す実績を把握していない。 
 

③ 小規模農業者の場合には、法人と個人で資産・経理が明確に分かれていない、法人から
の収入のみで返済できないなど、法人と個人が密接不可分である場合も多く、代表者保
証を求める場合もある。 
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１6 積極的な農業投融資の実現に向けた推進方策について 

 農業経営の法人化等の促進や経営者の育成支援を通じて、収益性のある農業法人を増加
させ、融資対象となる農業者の裾野を拡げていくことが重要。 

 
 米国会計基準や国際会計基準等を参考にした統一的な会計基準の策定や、農業税務の

明瞭化など、農業者が市中金融機関との意思疎通を容易にするためのツールを整備した
上で分かりやすく周知することが重要。 

① 農業経営の法人化・大規模化の促進や、経営者の育成支援を通じて、収益性のある農業法人を増加させ、融資対象となる
農業者の裾野を拡げていくことが重要。 
 

② スーパーL資金などの制度資金を市中金融機関でも利用できるようにすることや、農業近代化資金等の利子補給枠の柔軟
化、利子助成制度での事務手続きの簡略化が必要。 
 

③ 補助金を中心とした制度から融資を中心とした制度に移行させることが重要。 
 

④ 農業信用保証制度について、正確な理解が進むよう農業信用基金協会が市中金融機関と積極的に対話を行うことが重要。 
 

⑤ 市町村ごとの認定農業者等の情報等（農業者名、住所、規模、生産品目等）が適時・正確に開示されるとともに、事業者に
アクセスし易くなるデータバンクのような仕組みを整備することが重要。 
 

⑥ 米国会計基準や国際会計基準等を参考にした統一的な会計基準の策定や、農業税務の明瞭化など、農業者が市中金融
機関との意思疎通を容易にするためのツールを整備した上で分かりやすく周知することが重要。 
 

⑦ 農業者の経営能力や市中金融機関との対話能力を引き上げることを通じて、市中金融機関から円滑に資金を調達しやすい
環境を整備することも必要。 
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 調査分析結果補足参考 
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 1  業態（都銀、地銀、信金）ごとに見た農業投融資の特徴について 

 地銀、信金には都銀等とは異なる役割が期待されるものの、各金融機関の取組
姿勢や地域性によって大きく異なっている。 

 
 総体的には、信金では、より地域に密着した取組がみられ、地銀・都銀では、より

広範な取組が行われている。 

① 都銀、系統金融機関、日本公庫はそれぞれに特化したノウハウや市場でのポジショニン
グを有しているのに対し、地域に根ざしたプレイヤーである地銀、信金にはその間を埋め
る役割が大きく期待されるものの、各金融機関の取組姿勢や地域性によって大きく異なっ
ている。 
 

② 信金においては、CSRの一環として農業を含めた地域振興に注力する取組も見られる。 
 

③ 地銀においては、農・食関連の専門部署を設置し、地方創生の取組の一つとして農業分
野の投融資を推進している事例が多く見られる。 
 

④ 都銀においては、海外向けも含む投資ファンドを積極活用することにより、世界規模で広
範な支援を推進している事例も見られる。 
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 ２ 農業者向け専用ローン商品の開発など特徴的な農業融資について 

 一部の市中金融機関では、小規模農業者向けの無担保小口融資商品や農業信
用基金協会保証付きの融資商品を開発している。 
 

 特定の農業協同組合の組合員向けに小口のABL商品を開発している市中金融機
関も見られる。 

① 主に小規模農業者向けに固有の無担保小口融資商品を開発している。ただし、審査の簡
略化を売りにする商品であるため、申込条件にある財務条件等が厳しいことや、金利が
高いなどの制約により、申込みは限定的となっている。 
 

② 農業信用基金協会の保証付きの融資商品を開発している。ただし、農業信用基金協会の
付保が前提となることから、取組は限定的となっている。 
 

③ 一定の申込条件を設けた上で、特定の農業協同組合の組合員向けに小口のABL商品を
開発している。 
 

④ 公庫資金とのセット融資となる商品を開発している。 
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 3  ABLの取組状況について 

 畜産分野においては、ABL（動産・債権担保融資）が積極的に推進されている。資
産担保の多様化という側面もあるが、事業資産を評価・モニタリング等することで、
事業の実態把握につながっている。 
 

 事業者が経営破綻等に至った場合に備え、畜産関係団体等と連携したバックアッ
プ体制を構築している市中金融機関も見られる。 

① 畜産分野においては、ABL（動産・債権担保融資）が積極的に推進されている。資産担保の多様化と
いう側面もあるが、事業資産を評価・モニタリング等することで、事業の実態把握につながっている。 
 

② ABLについては、多くの場合、動産担保や売掛金担保について譲渡登記が行われている。 
 

③ ABLを活用して事業を継続的にモニタリングすることにより、融資実行後の事業者の商流理解や実
態把握が可能となっている。 
 

④ 事業者が経営破綻等に至った場合に備え、飼養中断等により担保価値が毀損しないよう保全するた
めの管理代行者や、担保資産の継承先・売却先の確保等を迅速に行うための畜産関係団体等と連
携したバックアップ体制を構築している。 
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 4  販路拡大・経営改善など特徴的な経営支援について 

 農業融資に積極的な市中金融機関では、セミナーや商談会を開催し、情報提供やマッチング支
援を行っている。また、必要に応じて、農業者の販路開拓支援や商品開発支援等を行っている市
中金融機関も見られる。 

 
 畜産分野においては、ABLにより定期的なモニタリングが行われ、適時に事業者と対応を検討す

る体制を整備している市中金融機関も見られる。 

① セミナーを開催し、事業者への情報提供や情報交換会を実施している。必要に応じて、他の市中金融機関や事業
会社、自治体等と連携して実施している。 
 

② 商談会を開催し、事業者のビジネスマッチング支援の場を提供している。また、必要に応じて、個別に農業者の販
路開拓支援や商品開発支援を行っている。他の市中金融機関や事業会社、地方自治体等と連携した取組を行って
いる。 
 

③ 農・食関連の専門部署や専任担当者等と営業部店が一体となって事業者のモニタリングを行い、業況に変化が見
られた際には、積極的に経営支援を行っている。 
 

④ 経営改善計画の策定支援は、農・食関連の専門部署等が中心となって行っているが、外部機関（主に日本公庫）と
連携して支援しているケースもある。 
 

⑤ 畜産分野において、ABLにより定期的なモニタリングを行い、業況の変化に応じて、適時に事業者と対応を検討す
る体制を整備している。 
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 5  農業分野における市中金融機関の事業性評価融資の実施状況 
  

 
 市中金融機関の農業・林業向け融資残高は、近年、増加傾向で推移しているものの、地域農業や取

引先企業の課題・ニーズの的確な把握等を踏まえた事業性評価を実施している市中金融機関は一部
に限られている状況。 
 

 農業融資に積極的な市中金融機関の中には、農業を地域の基幹的産業の一つと位置付け、事業性
評価に基づく担保・保証に必要以上に依存しない融資等の取組を実施しているところも存在。 
 
 

 市中金融機関の農業・林業向け貸出残高の推移 

5,092  5,186  5,221  5,373  5,578  

1,922  1,846  1,953  2,110  2,212  (7,014) (7,032) (7,174) (7,483) 
(7,790) 

31,289  
30,894  

31,646  
32,089  32,201  

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

31,000

32,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

設備資金 

運転資金 

貸出件数 

（億円） 
（件） 

資料：日本銀行「貸出先別貸出金」に基づき作成。 

 事業性を重視した融資実績の有無 

284 

250 

①事業性や収益性があれば 
  無担保かつ無個人保証で 
  も融資実行する場合がある 

②事業性や収益性があっても無担保 
  かつ無個人保証で融資実行するこ 
  とは実務的に困難である 

（23.9％） 

無担保かつ無個人保証 
による融資実績 事業性評価に対する考え方 

単位：件 
単位：件 

選択肢 
選択肢 

141 

121 329 

①全額無担保かつ無個人 
  保証の実績がある 
②担保・個人保証の一部 
  減免の実績がある 
③ない 

（20.5％） 
（55.7％） 

（53.2％） 

（46.8％） 

資料：平成27年度「積極的な農業融資の実現に向けた担保評価・債権回収実態 
      調査委託事業」 36 



 6－①  事業性評価の取組状況（農業分野の事業性評価に対する取組方針） 

金 融 機 関 ①農業分野の事業性評価に対する取組方針 

A銀行 
 県が農業を基幹産業としていることを踏まえ、農業専任部署を設置。事業性
評価のひとつの分野に農業を位置付け。 

B銀行 
 県の基幹産業が農業であると判断し、一次産業から川下の食関連産業まで
垂直的に推進する推進室を設置。 

C銀行 
 JAが強いため、相談に来た農業者に対応しているのが現状。あくまで、地方
創生の取組の一つとして捉えている。 

D銀行 
 JAが強いため、相談に来た農業者に対応しているのが現状。あくまで、地方
創生の取組の一つとして捉えている。 

E信用金庫 
 県の農業生産高は全国的に下位で融資ニーズも少ないが、地域の核となる
企業的農業経営体の育成を主体に、地域の課題解決として農業支援を実施。 

F信用金庫 
 地域経済を振興する部署を設置し、取引先如何を問わず地域の事業者を支
援。 

G銀行 
 農業を基幹産業としていることを踏まえ、食をテーマに食関連のビジネスを推
進する部署を設置し、食品および農業分野の地域産業を支援。 

H銀行 
 主に県南地区において農業が盛んであることを踏まえ、地域経済活性化に向
けた役割を果たすべく地方創生を担当する部署を設置。 

I銀行 
 主に県北地区において農業が盛んであることを踏まえ、地域経済活性化に向
けた役割を果たすべく地方創生を担当する部署を設置。 

J銀行  ー 
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 6－②  事業性評価の取組状況（経営方針の実行態勢） 

金 融 機 関 ②経営方針の実行態勢 

A銀行 
 専任部署は専任と兼任を合わせて5名の体制。あらゆる農業分野の窓口とし
て機能。 

B銀行  推進室は6名の専任体制。垂直的な推進のための窓口として機能。 

C銀行  農業専任部署はなく、地方創生を担当する部署にて兼任2名の体制。 

D銀行 
 農業専任部署及び農業専任者はいない。融資の場合、必要に応じて融資を
企画する部署がサポート関与。 

E信用金庫 
 新事業をサポートする部署にて、農業専任1名、兼任1名の体制。専任者は、
あらゆる農業分野の窓口として機能。 

F信用金庫 
 地域経済振興の担当部署と戦略策定支援・事業承継支援をメインとするコン
サルティング部署が連携して支援。 

G銀行 
 推進部署は5名（農業専任3名、食専任1名、統括1名）の体制。 
 加えて、農業経営アドバイザー資格保有者60名程度在籍。 

H銀行  地方創生担当部署にて、農業関連4名の専任体制で営業店を後方支援。 

I銀行 
 地方創生担当部署では、食品加工業および農業をアグリビジネスと捉え、２
名専任体制で営業店を後方支援。 

J銀行 
 農業専任部署はないが、農業関連ビジネスに知見を持つ担当者を必要部署
に配置。 38 



 6－③  事業性評価の取組状況（地域密着型金融の実践の目的） 

金 融 機 関 ③地域密着型金融の実践の目的 

A銀行 
 農業者ヒアリングにより販路拡大のニーズが多かったことを踏まえ、農業分
野の取組を強化。 

B銀行 
 県の基幹産業である農業を支援しないと、その先の二次、三次産業が衰退す
ると判断し、川上から川下産業まで垂直的な取組を実施。 

C銀行 
 農業に限らず「医療・介護」「環境・エネルギー」も含めた成長分野への支援を
実施。 

D銀行  地方創生の取組の一つとして、農業分野への取組も実施。 

E信用金庫 
 地域の基幹産業の1つとして農業及び食産業を位置づけ、生産力・供給力の
向上を図ることを目指す。 

F信用金庫   一次産業が地域産業基盤のため食品・農業分野の取引先の要望に応じる。 

G銀行 
 他行と共同で「食」について、年1回商談会を運営。取引先の販路を拡大し、
新規取引先の獲得を狙う。 

H銀行 
 商談会、小売店とのタイアップ、事業承継、生産指導者を紹介し取引先を支
援。 

I銀行 
 融資先小売業者（スーパー）への販路紹介等、地方創生関連イベントに関与
し、取引先を支援。 

J銀行 
 全国的に食に関するビジネスマッチングや生産業者を加工業者に紹介する
取組を実施。 
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 6－④  事業性評価の取組状況（農業の育成等についての関与状況） 

金 融 機 関 ④農業の育成等についての関与状況 

A銀行 
 農業者への積極的な農業融資のほか、情報交換の場としての研究会の立上
げや商談会、講演会の定期的な開催、首都圏への販路開拓支援等を実施。  

B銀行 
 独自システムにより牛の個体管理が可能となり、農業者へ定期的なアドバイ
スを実施。その他、ビジネスマッチング等の商流構築支援を実施。 

C銀行  地域金融機関が主導する商談会等を通じたビジネスマッチング支援を実施。 

D銀行  ビジネスマッチングへの取組はあるが協賛で主催は少ない。 

E信用金庫 
 県から農業関連の事業を受託、産学連携、農業者や販売業者に対するセミ
ナー、ビジネスフェアを実施。 

F信用金庫  JAに配慮しつつ、地域特性を捉えた農業の育成に関与。 

G銀行  JAに配慮しつつ、地域特性を捉えた農業の育成に関与。 

H銀行  農業に限らず全般的に顧客の成長を支援。 

I銀行  信用機能を持たない畜産系協同組合と連携し、組合員にABL商品を提供。 

J銀行  ー 
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 6－⑤  事業性評価の取組状況（顧客からの深度ある情報取得に向けた取組） 

金 融 機 関 ⑤顧客からの深度ある情報取得に向けた取組 

A銀行 
 農業生産の技術面については県内の有識者から、設備面についてはメー
カーから情報収集するなどの取組を実施。  

B銀行 
 独自システムにより牛の個体管理が可能となると同時に、資金需要も予測可
能。このため、行員による資金需要分析を実施。 

C銀行  ー 

D銀行  ー 

E信用金庫 
 農業者への理解を深めるため、職員による農作業体験、セミナーやビジネス
フェアに来場する農業者からニーズ徴収等を実施。 

F信用金庫  官学等と連携した勉強会等に参加。 

G銀行  農業専任を地域担当制とすることを検討。 

H銀行  ノウハウの部分で、外部先（仲卸先）に相談するなど外部を活用。 

I銀行  JAとの関係、生産技術の情報を重点的に入手。 

J銀行  ー 
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 6－⑥  事業性評価の取組状況（顧客の事業性を評価するための営業店支援施策） 

金 融 機 関 ⑥顧客の事業性を評価するための営業店支援施策 

A銀行 
 専任部署から営業店への情報提供や勉強会等を実施。必要に応じて専任が
営業に帯同。 

B銀行 
 専任部署の行員を農業者へ長期的に派遣し、そこで得た知見を研修、アグリ
ニュースの配信等により営業店へ還元。必要に応じて専任が営業に帯同。 

C銀行  必要に応じて農業兼任担当者が営業店に帯同。 

D銀行  必要に応じて融資を企画する部署がサポート関与。 

E信用金庫 
 専任部署から営業店へ勉強会、アグリニュース配信等を実施。必要に応じて
専任が営業に帯同。 

F信用金庫 
 必要に応じて、地域経済振興の担当部署やコンサルティング部署の担当者
が営業に帯同。 

G銀行  必要に応じて専任が営業に帯同。 

H銀行  必要に応じて専任が営業に帯同。 

I銀行  必要に応じて専任が営業に帯同。 

J銀行  ー 
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 6－⑦  事業性評価の取組状況（顧客との接触度合いを高めるための施策） 

金 融 機 関 ⑦顧客との接触度合いを高めるための施策 

A銀行 
 農業者との間でオープン参加の大規模なフォーラムを含む研究会を年数回
開催。 

B銀行 
 牛の個体管理に基づく定期的なアドバイスに加え、専任部署も営業店の交渉
結果を閲覧することにより、営業店へアドバイスを実施。 

C銀行  ー 

D銀行 
 主として一次産業者向けに営業部店長裁量で決裁可能な小口融資を取扱っ
ている。 

E信用金庫  必要に応じて流通業者を帯同させ、農業者に訪問。 

F信用金庫  中途採用の連携コーディネーターも在籍し、幅広い課題解決に対応。 

G銀行  農業専任を地域担当制とし、一定の地域での営業強化を検討。 

H銀行  場合により専任が新規先を開拓。 

I銀行 
 県の同友会や研修会、公庫セミナー交流会に参加。司法書士等からの事業
者の法人化に際しての紹介に積極対応。専任担当者による新規営業。 

J銀行  ー 
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 6－⑧  事業性評価の取組状況（与信審査等への非財務面の評価の加味状況） 

金 融 機 関 ⑧与信審査等への非財務面の評価の加味状況 

A銀行  定性面において、経営者の意欲や技術力等を勘案。 

B銀行  定性面において、50項目程度（情報開示の透明性、後継者の有無等）を勘案。 

C銀行  定性面において、ビジネスモデル等を勘案。 

D銀行  農業に限らず、定性的な評価は行っている。 

E信用金庫  定性面において、将来性、販売先、経営者姿勢等を勘案。 

F信用金庫  定性情報を加味する工夫がなされている。 

G銀行  簡易スコアリングにおいて定性面で加点は行っていない。 

H銀行  定性面において、経営者の意欲や技術力等を勘案。 

I銀行  定性面において、経営者の意欲や技術力等を勘案。 

J銀行  農業関連案件の件数が少ないため、個別案件ごとに対応している。 
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 6－⑨  事業性評価の取組状況（事業性評価ができる人材の確保・育成） 

金 融 機 関 ⑨事業性評価ができる人材の確保・育成 

A銀行 
 農業分野に精通した者を県庁から出向で受け入れるなどの取組を実施。農
業分野に詳しい税理士を招いて勉強会を実施。  

B銀行 
 農業者への長期的な派遣、県内農政部OB2名の受入を実施。加えて、行内
向け、勉強会を実施。 

C銀行 
 農業分野に限定した人材育成や農業に精通した人材の受入等は実施してい
ない。 

D銀行 
 農業分野に限定した人材育成や農業に精通した人材の受入等は実施してい
ない。 

E信用金庫 
 外部出向、受入は実施していないものの、県や大学と連携し、農業の知見を
深めている。 加えて、専任は「農業経営アドバイザー」資格を取得させている。 

F信用金庫  業種別研修を開催。 

G銀行  地方公共団体へ出向者派遣を行い、また出向者も受入れ。 

H銀行 
 日本公庫へ出向者を派遣、必要に応じて行内向け研修会の企画を行ってい
る。 

I銀行 
 日本公庫へ出向者を派遣、必要に応じて行内向け研修会の企画を行ってい
る。 

J銀行 
 外部人材の受入や事業会社等への出向はないと認識している。独自の人脈
を利用し、先端の情報入手を推進している。 
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 6－⑩  事業性評価の取組状況（事業性評価ノウハウの蓄積） 

金 融 機 関 ⑩事業性評価ノウハウの蓄積 

A銀行 
 積極的な融資や営業店への勉強会を実施しているものの、ノウハウ蓄積段
階との認識。 

B銀行 
 システム構築の主体的関与や農業者への長期的な派遣等行員自ら体感す
ることによりノウハウを蓄積している。 

C銀行  主として兼任担当者を中心としてノウハウ蓄積を行っている。 

D銀行  主として担当者を中心としてノウハウの蓄積を行っている。 

E信用金庫  主として専任担当者を中心としてノウハウの蓄積を行っている。 

F信用金庫 
 主として地域経済振興の担当部署やコンサルティング部署の担当者を中心と
してノウハウの蓄積を行っている。 

G銀行 
 推進する部署は営業店の状況・内容をシステム上閲覧可能。積極的に営業
店にアドバイスを実施。 

H銀行  主として専任担当者を中心としてノウハウの蓄積を行っている。 

I銀行 
 稟議書にアグリビジネス所見を添付する個別対応。主として専任担当者を中
心としてノウハウの蓄積を行っている。 

J銀行  主として知見のある担当者を中心としてノウハウの蓄積を行っている。 
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 7－①  事業性評価の取組状況（A銀行） 

項 目 主な取組状況 

①農業分野の事業性評価に対する取組方針 
 県が農業を基幹産業としていることを踏まえ、農業専任部署を設置。事業性
評価のひとつの分野に農業を位置付け。 

②経営方針の実行態勢 
 専任部署は専任と兼任を合わせて5名の体制。あらゆる農業分野の窓口とし
て機能。 

③地域密着型金融の実践の目的 
 農業者ヒアリングにより販路拡大のニーズが多かったことを踏まえ、農業分
野の取組を強化。 

④農業の育成等についての関与状況 
 農業者への積極的な農業融資のほか、情報交換の場としての研究会の立上
げや商談会、講演会の定期的な開催、首都圏への販路開拓支援等を実施。  

⑤顧客からの深度ある情報取得に向けた取組 
 農業生産の技術面については県内の有識者から、設備面についてはメー
カーから情報収集するなどの取組を実施。  

⑥顧客の事業性を評価するための営業店支援施策 
 専任部署から営業店への情報提供や勉強会等を実施。必要に応じて専任が
営業に帯同。 

⑦顧客との接触度合いを高めるための施策 
 農業者との間でオープン参加の大規模なフォーラムを含む研究会を年数回
開催。 

⑧与信審査等への非財務面の評価の加味状況  定性面において、経営者の意欲や技術力等を勘案。 

⑨事業性評価ができる人材の確保・育成 
 農業分野に精通した者を県庁から出向で受け入れるなどの取組を実施。農
業分野に詳しい税理士を招いて勉強会を実施。 

⑩事業性評価ノウハウの蓄積 
 積極的な融資や営業店への勉強会を実施しているものの、ノウハウ蓄積段
階との認識。 
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 7－②  事業性評価の取組状況（B銀行） 

項 目 主な取組状況 

①農業分野の事業性評価に対する取組方針 
 県の基幹産業が農業であると判断し、一次産業から川下の食関連産業まで垂
直的に推進する推進室を設置。  

②経営方針の実行態勢  推進室は6名の専任体制。垂直的な推進のための窓口として機能。  

③地域密着型金融の実践の目的 
 県の基幹産業である農業を支援しないと、その先の二次、三次産業が衰退す
ると判断し、川上から川下産業まで垂直的な取組を実施。 

④農業の育成等についての関与状況 
 独自システムにより牛の個体管理が可能となり、農業者へ定期的なアドバイス
を実施。その他、ビジネスマッチング等の商流構築支援を実施。  

⑤顧客からの深度ある情報取得に向けた取組 
 独自システムにより牛の個体管理が可能となると同時に、資金需要も予測可
能。このため、行員による資金需要分析を実施。 

⑥顧客の事業性を評価するための営業店支援施策 
 専任部署の行員を農業者へ長期的に派遣し、そこで得た知見を研修、アグリ
ニュースの配信等により営業店へ還元。必要に応じて専任が営業に帯同。 

⑦顧客との接触度合いを高めるための施策 
 牛の個体管理に基づく定期的なアドバイスに加え、専任部署も営業店の交渉
結果を閲覧することにより、営業店へアドバイスを実施。  

⑧与信審査等への非財務面の評価の加味状況  定性面において、50項目程度（情報開示の透明性、後継者の有無等）を勘案。 

⑨事業性評価ができる人材の確保・育成 
 農業者への長期的な派遣、県内農政部OB2名の受入を実施。加えて、行内向
け、勉強会を実施。  

⑩事業性評価ノウハウの蓄積 
 システム構築の主体的関与や農業者への長期的な派遣等行員自ら体感する
ことによりノウハウを蓄積している。 
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 7－③  事業性評価の取組状況（C銀行） 

項 目 主な取組状況 

①農業分野の事業性評価に対する取組方針 
 JAが強いため、相談に来た農業者に対応しているのが現状。あくまで、地方
創生の取組の一つとして捉えている。  

②経営方針の実行態勢  農業専任部署はなく、地方創生を担当する部署にて兼任2名の体制。 

③地域密着型金融の実践の目的 
 農業に限らず「医療・介護」「環境・エネルギー」も含めた成長分野への支援を
実施。 

④農業の育成等についての関与状況  地域金融機関が主導する商談会等を通じたビジネスマッチング支援を実施。 

⑤顧客からの深度ある情報取得に向けた取組  ー 

⑥顧客の事業性を評価するための営業店支援施策  必要に応じて農業兼任担当者が営業店に帯同。  

⑦顧客との接触度合いを高めるための施策  ー 

⑧与信審査等への非財務面の評価の加味状況  定性面において、ビジネスモデル等を勘案。 

⑨事業性評価ができる人材の確保・育成 
 農業分野に限定した人材育成や農業に精通した人材の受入等は実施してい
ない。 

⑩事業性評価ノウハウの蓄積  主として兼任担当者を中心としてノウハウ蓄積を行っている。 
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 7－④  事業性評価の取組状況（D銀行） 

項 目 主な取組状況 

①農業分野の事業性評価に対する取組方針 
 JAが強いため、相談に来た農業者に対応しているのが現状。あくまで、地方
創生の取組の一つとして捉えている。 

②経営方針の実行態勢 
 農業専任部署及び農業専任者はいない。融資の場合、必要に応じて融資を
企画する部署がサポート関与。  

③地域密着型金融の実践の目的  地方創生の取組の一つとして、農業分野への取組も実施。 

④農業の育成等についての関与状況  ビジネスマッチングへの取組はあるが協賛で主催は少ない。 

⑤顧客からの深度ある情報取得に向けた取組  ー 

⑥顧客の事業性を評価するための営業店支援施策  必要に応じて融資を企画する部署がサポート関与。 

⑦顧客との接触度合いを高めるための施策 
 主として一次産業者向けに営業部店長裁量で決裁可能な小口融資を取扱っ
ている。 

⑧与信審査等への非財務面の評価の加味状況  農業に限らず、定性的な評価は行っている。 

⑨事業性評価ができる人材の確保・育成 
 農業分野に限定した人材育成や農業に精通した人材の受入等は実施してい
ない。 

⑩事業性評価ノウハウの蓄積  主として担当者を中心としてノウハウの蓄積を行っている。 
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 7－⑤  事業性評価の取組状況（E信用金庫） 

項 目 主な取組状況 

①農業分野の事業性評価に対する取組方針 
 県の農業生産高は全国的に下位で融資ニーズも少ないが、地域の核となる
企業的農業経営体の育成を主体に、地域の課題解決として農業支援を実施。 

②経営方針の実行態勢 
 新事業をサポートする部署にて、農業専任1名、兼任1名の体制。専任者は、
あらゆる農業分野の窓口として機能。 

③地域密着型金融の実践の目的 
 地域の基幹産業の1つとして農業及び食産業を位置づけ、生産力・供給力の
向上を図ることを目指す。 

④農業の育成等についての関与状況 
 県から農業関連の事業を受託、産学連携、農業者や販売業者に対するセミ
ナー、ビジネスフェアを実施。 

⑤顧客からの深度ある情報取得に向けた取組 
 農業者への理解を深めるため、職員による農作業体験、セミナーやビジネス
フェアに来場する農業者からニーズ徴収等を実施。  

⑥顧客の事業性を評価するための営業店支援施策 
 専任部署から営業店へ勉強会、アグリニュース配信等を実施。必要に応じて
専任が営業に帯同。 

⑦顧客との接触度合いを高めるための施策  必要に応じて流通業者を帯同させ、農業者に訪問。 

⑧与信審査等への非財務面の評価の加味状況  定性面において、将来性、販売先、経営者姿勢等を勘案。 

⑨事業性評価ができる人材の確保・育成 
 外部出向、受入は実施していないものの、県や大学と連携し、農業の知見を
深めている。 加えて、専任は「農業経営アドバイザー」資格を取得させている。 

⑩事業性評価ノウハウの蓄積  主として専任担当者を中心としてノウハウの蓄積を行っている。 
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 7－⑥  事業性評価の取組状況（F信用金庫） 

項 目 主な取組状況 

①農業分野の事業性評価に対する取組方針 
 地域経済を振興する部署を設置し、取引先如何を問わず地域の事業者を支
援。 

②経営方針の実行態勢 
 地域経済振興の担当部署と戦略策定支援・事業承継支援をメインとするコン
サルティング部署が連携して支援。 

③地域密着型金融の実践の目的  一次産業が地域産業基盤のため、食品・農業分野の取引先の要望に応じる。 

④農業の育成等についての関与状況  JAに配慮しつつ、地域特性を捉えた農業の育成に関与。 

⑤顧客からの深度ある情報取得に向けた取組  官学等と連携した勉強会等に参加。 

⑥顧客の事業性を評価するための営業店支援施策 
 必要に応じて、地域経済振興の担当部署やコンサルティング部署の担当者
が営業に帯同。 

⑦顧客との接触度合いを高めるための施策  中途採用の連携コーディネーターも在籍し、幅広い課題解決に対応。 

⑧与信審査等への非財務面の評価の加味状況  定性情報を加味する工夫がなされている。 

⑨事業性評価ができる人材の確保・育成  業種別研修を開催。 

⑩事業性評価ノウハウの蓄積 
 主として地域経済振興の担当部署やコンサルティング部署の担当者を中心と
してノウハウの蓄積を行っている。 
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 7－⑦  事業性評価の取組状況（G銀行） 

項 目 主な取組状況 

①農業分野の事業性評価に対する取組方針 
 農業を基幹産業としていることを踏まえ、食をテーマに食関連のビジネスを推
進する部署を設置し、食品および農業分野の地域産業を支援。 

②経営方針の実行態勢 
 推進部署は5名（農業専任3名、食専任1名、統括1名）の体制。 
 加えて、農業経営アドバイザー資格保有者60名程度在籍。 

③地域密着型金融の実践の目的 
 他行と共同で「食」について、年1回商談会を運営。取引先の販路を拡大し、
新規取引先の獲得を狙う。 

④農業の育成等についての関与状況  JAに配慮しつつ、地域特性を捉えた農業の育成に関与。 

⑤顧客からの深度ある情報取得に向けた取組  農業専任を地域担当制とすることを検討。 

⑥顧客の事業性を評価するための営業店支援施策  必要に応じて専任が営業に帯同。 

⑦顧客との接触度合いを高めるための施策  農業専任を地域担当制とし、一定の地域での営業強化を検討。 

⑧与信審査等への非財務面の評価の加味状況  簡易スコアリングにおいて定性面で加点は行っていない。 

⑨事業性評価ができる人材の確保・育成  地方公共団体へ出向者派遣を行い、また出向者も受入れ。 

⑩事業性評価ノウハウの蓄積 
 推進する部署は営業店の状況・内容をシステム上閲覧可能。積極的に営業
店にアドバイスを実施。 
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 7－⑧  事業性評価の取組状況（H銀行） 

項 目 主な取組状況 

①農業分野の事業性評価に対する取組方針 
 主に県南地区において農業が盛んであることを踏まえ、地域経済活性化に向
けた役割を果たすべく地方創生を担当する部署を設置。 

②経営方針の実行態勢  地方創生担当部署にて、農業関連4名の専任体制で営業店を後方支援。 

③地域密着型金融の実践の目的 
 商談会、小売店とのタイアップ、事業承継、生産指導者を紹介し取引先を支
援。 

④農業の育成等についての関与状況  農業に限らず全般的に顧客の成長を支援。 

⑤顧客からの深度ある情報取得に向けた取組  ノウハウの部分で、外部先（仲卸先）に相談するなど外部を活用。 

⑥顧客の事業性を評価するための営業店支援施策  必要に応じて専任が営業に帯同。 

⑦顧客との接触度合いを高めるための施策  場合により専任が新規先を開拓。 

⑧与信審査等への非財務面の評価の加味状況  定性面において、経営者の意欲や技術力等を勘案。 

⑨事業性評価ができる人材の確保・育成 
 日本公庫へ出向者を派遣、必要に応じて行内向け研修会の企画を行ってい
る。 

⑩事業性評価ノウハウの蓄積  主として専任担当者を中心としてノウハウの蓄積を行っている。 
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 7－⑨  事業性評価の取組状況（I銀行） 

項 目 主な取組状況 

①農業分野の事業性評価に対する取組方針 
 主に県北地区において農業が盛んであることを踏まえ、地域経済活性化に向
けた役割を果たすべく地方創生を担当する部署を設置。 

②経営方針の実行態勢 
 地方創生担当部署では、食品加工業および農業をアグリビジネスと捉え、２
名専任体制で営業店を後方支援。 

③地域密着型金融の実践の目的 
 融資先小売業者（スーパー）への販路紹介等、地方創生関連イベントに関与
し、取引先を支援。 

④農業の育成等についての関与状況  信用機能を持たない畜産系協同組合と連携し、組合員にABL商品を提供。 

⑤顧客からの深度ある情報取得に向けた取組  JAとの関係、生産技術の情報を重点的に入手。 

⑥顧客の事業性を評価するための営業店支援施策  必要に応じて専任が営業に帯同。 

⑦顧客との接触度合いを高めるための施策 
 県の同友会や研修会、公庫セミナー交流会に参加。司法書士等からの事業
者の法人化に際しての紹介に積極対応。専任担当者による新規営業。 

⑧与信審査等への非財務面の評価の加味状況  定性面において、経営者の意欲や技術力等を勘案。 

⑨事業性評価ができる人材の確保・育成 
 日本公庫へ出向者を派遣、必要に応じて行内向け研修会の企画を行ってい
る。 

⑩事業性評価ノウハウの蓄積 
 稟議書にアグリビジネス所見を添付する個別対応。主として専任担当者を中
心としてノウハウの蓄積を行っている。 
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 7－⑩  事業性評価の取組状況（J銀行） 

項 目 主な取組状況 

①農業分野の事業性評価に対する取組方針  ー 

②経営方針の実行態勢 
 農業専任部署はないが、農業関連ビジネスに知見を持つ担当者を必要部署
に配置。 

③地域密着型金融の実践の目的 
 全国的に食に関するビジネスマッチングや生産業者を加工業者に紹介する
取組を実施。 

④農業の育成等についての関与状況  ー 

⑤顧客からの深度ある情報取得に向けた取組  ー 

⑥顧客の事業性を評価するための営業店支援施策  ー 

⑦顧客との接触度合いを高めるための施策  ー 

⑧与信審査等への非財務面の評価の加味状況  農業関連案件の件数が少ないため、個別案件ごとに対応している。 

⑨事業性評価ができる人材の確保・育成 
 外部人材の受入や事業会社等への出向はないと認識している。独自の人脈
を利用し、先端の情報入手を推進している。 

⑩事業性評価ノウハウの蓄積  主として知見のある担当者を中心としてノウハウの蓄積を行っている。 
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