
営農型太陽光発電に係る地方自治体の支援施策（アンケート結果）

全国の地方自治体に、営農型太陽光発電に係る支援の取組についてアンケートを行い、公表可
能とされたものについて掲載しています。

この支援メニュー例は、農業者等事業者や各地方自治体の今後の取組の参考としていただくこ
とを目的としたものです。

掲載されている支援メニューの内容は、各メニューの概要であり、実際の利用に当たっては、
各ページのお問い合わせ先までご確認ください。

地方自治体名 支援メニュー ページ

宮城県 みやぎ二酸化炭素排出削減支援事業 16

所沢市
（埼玉県） 所沢市スマートハウス化推進補助金 16

羽村市
（東京都） 環境配慮事業助成制度 17

神奈川県
①かながわソーラーシェアリングバンク

②自家消費型太陽光発電等導入費補助金
17

新潟県

①新潟県農林水産業総合振興事業

（再生可能エネルギー利活用促進）

②新潟県フロンティア企業支援資金（脱炭素枠）

③新潟県再生可能エネルギー設備導入促進事業

18

兵庫県 地域創生！再エネ発掘プロジェクト 19

愛媛県 環境保全資金融資制度（地球温暖化対策枠） 19

掲載一覧
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宮城県（仙台市青葉区本町 3-8-1）

事業名、対象 

みやぎ二酸化炭素排出削減支援事業 

対象｜①設備導入 

宮城県内に事業所を置く事業者 

②研究開発等

宮城県内で事業を実施する事業者

内容 

① 再生可能エネルギー等の設備導入を行う事業者

に対して、導入経費の一部を補助。

太陽光発電設備を含む 12の設備種が対象。

補助率：1/3 以内（補助上限額：500 万円）

蓄電池を併せて導入する場合は別途 500 万円が

補助上限

② 再生可能エネルギー等を活用し、環境負荷低減を

図る実証試験や技術開発、実現可能性調査等の取

組に対して、経費の一部を補助。

補助率：県からの課題提示型 2/3 以内 

事業者からの自由提案型 1/2 以内 

補助上限額：共に 500 万円 

補助率、補助上限額は令和 3年度の実績 

利用要件 

① 基本的に太陽光発電設備は自家消費利用に限

定。

利用方法 

例年 3月下旬頃に募集しています（募集〆切があり

ますのでご注意ください） 

詳しくは下記サイトに掲載 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/  

お問合せ先 

環境生活部 環境政策課 環境産業振興班 

電話：022-211-2664

所沢市（埼玉県）（埼玉県所沢市並木 1-1-1）

事業名、対象 

事業名：所沢市スマートハウス化推進補助金 

対象｜自らが事業を営み、又は活動する市内の事業

所等において補助対象事業を実施する個人ま

たは法人であって、埼玉県地球温暖化対策推

進条例第 12 条の適用を受けないもの。 

かつ、補助金の申請時及び実績報告時に市税

の滞納がない者。 

内容 

機器費や設置工事費など、補助対象経費の 1/５を 

補助します。 

ただし、補助対象経費の合計が１００万円以上（税抜） 

の場合に対象となり、上限額は２００万円です。 

利用要件 

以下の要件をすべて満たすこと 

・中古品又は自作品でないもの。

・農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空

間に設置している太陽光発電設備である。 

・日本工業規格（JIS 基準）又はそれに準じた認証等

を受けたものである。 

・性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等に

よって確保されているもの。 

・継続可能で収益が見込める営農計画である。

・営農に適した日射量が確保できる計画である。

・パネル架台の支柱は農作業を効率的に行える高さ

や間隔が確保されている。 

・支柱部分について、農地の一時転用許可を受けて

いる。 

・発電事業が継続できなくなった場合の撤去費用や

農地の原形復旧、損害等の取扱いが明確である。 

利用方法 

申請書及び必要書類を所沢市環境クリーン部マチご

とエコタウン推進課にご持参ください。 

先着順で、予算額に達し次第受付終了となります。 

詳しくは下記サイトに掲載 

https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/

seikatukankyo/kankyo/ekojyosei/kasomu_201404281

44157747.html 

お問合せ先 

マチごとエコタウン推進課

電話：04-2998-9133
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羽村市（東京都）（東京都羽村市緑ヶ丘 5-2-1）

事業名、対象 

事業名 環境配慮事業助成制度 

対象｜市民および市内事業者 

 

内容 

市内の一般家庭や事業所への太陽光パネル設置等を

助成する制度。対象金額は項目別であり、エコポイン

トによる助成を行う。（先着順） 

 

利用要件 

市内在住または市内に本支店・事業所が登記されて

いる法人かつ、対象となる土地が市内であること。 

利用方法 

施行前に必ずご相談ください。申請用紙は市役所 2

階 環境保全課窓口および市公式サイトで配布してい

ます。 

対象期間内であれば設置前の申請も可能です。 

 

詳細については、市公式サイトをご確認ください。 

【羽村市公式サイト URL】 

https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000004638.html 

お問合せ先 

担当部署名 羽村市産業環境部環境保全課  

電話番号 042-555-1111 内線 224～227

 

神奈川県（神奈川県横浜市中区日本大通１） 

事業名、対象 

①かながわソーラーシェアリングバンク 

対象｜神奈川県内の農業者等 

②自家消費型太陽光発電等導入費補助金 

対象｜神奈川県内に事業所を有する法人又は青色申

告を行っている個人事業者 

 

内容 

①ソーラーシェアリングの導入を検討している方々

に対し、必要な各種申請等の手続から工事等までを一

貫して支援するワンストップサービスのプランにつ

いて、民間事業者から公募し、県のホームページ等で

紹介する「かながわソーラーシェアリングバンク」を

運用している。 

②初期費用ゼロで事業所に太陽光発電等を導入する

事業を含む自家消費型の太陽光発電等（自家消費型の

ソーラーシェアリングを含む。）の導入に対して補助

する。また、蓄電池を併せて導入する事業に対して補

助を増額する。 

 

利用要件 

①なし 

②法人又は青色申告を行っている個人事業者が神奈

川県内の事業所に自家消費型の太陽光発電等を導入

すること等 

利用方法 

①「かながわソーラーシェアリングバンク」に登録

されたサービスプランの中から、希望するサービス

プランを選択し、当該サービスを実施する事業者に

連絡をする。 

詳しくは下記サイトに掲載

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e3g/cnt/f5375

18.html 

②事業着手前に、県に補助金の交付申請をする。 

詳しくは下記サイトに掲載 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e3g/images/ji

kashouhi.html 

お問合せ先 

産業労働局 産業部 エネルギー課  

太陽光発電グループ 

電話番号：045-210-4140 
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新潟県（新潟県新潟市中央区新光町４番地１）

事業名、対象 

①新潟県農林水産業総合振興事業（再生可能エネル

ギー利活用促進） 

対象｜ 

【施設整備】市町村、農地所有適格法人、農林漁業

者等の組織する団体 他 

【機械整備】農業協同組合、民間リース会社、第３

セクター 

②新潟県フロンティア企業支援資金（脱炭素枠） 

対象｜脱炭素に資する設備の導入や研究開発をする

県内中小企業者等で、にいがた産業創造機構

の認定を受けた者 

③新潟県再生可能エネルギー設備導入促進事業 

対象｜自家消費を目的とした再生可能エネルギー発

電設備・熱利用設備、蓄電池設備等を導入す

る新潟県内に事業所を置く法人、団体（国、

地方公共団体を除く。）、個人事業者又は県内

に事業所を置く法人を構成員とする企業体 

内容 

①太陽光等再生可能エネルギーを活用した農林水産

物生産等のために必要な施設・リース用機械の整備 

・補助率 

【施設整備】 

一般地域 4.5/10 以内（うち機械 3/10 以内）    

中山間地域 5/10 以内（うち機械 1/3 以内） 

【機械整備】 

一般地域 3/10 以内 

中山間地域 1/3 以内

 

②エネルギーコスト削減に資する省エネ設備の導入

の推進に必要な資金の融資 

・限度額：5,000 万円、貸付利率：年 1.65～1.85％ 

③太陽光発電設備等と併せて導入する蓄電池の場合、

設備の導入に必要な設計費、設備費、工事費及びそ

の他経費の補助 

・蓄電池：補助率 1/3 以内、補助限度額 146 万円 

利用要件 

詳細は下記ウェブサイトを参照 

①新潟県農林水産業総合振興事業（補助金交付要

綱・実施要領）について 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chiikinosei

/1239825711339.html 

②新潟県フロンティア企業支援資金融資要綱 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chiikishink

o/1196007387768.html 

③新潟県再生可能エネルギー設備導入促進事業 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sogyosuishi

n/1356915935143.html 

利用方法 

詳細は上記ウェブサイトを参照 

お問合せ先 

①農林水産部地域農政推進課経営構造対策係 

 電話：025-280-5293 

②産業労働部地域産業振興課金融係 

 電話：025-280-5240 

③産業労働部創業・イノベーション推進課新エネル 

ギー資源開発室 

 電話：025-280-5257 
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兵庫県（神戸市中央区下山手通５丁目 10 番１号）

事業名、対象 

事業名 地域創生！再エネ発掘プロジェクト 

対象｜ 新たにソーラーシェアリング等再生可能エ

ネルギーの導入による地域活性化を推進す

る地域団体や市町・地域と連携して取り組

む民間事業者。 

内容 

①立ち上げ支援補助事業 

県内で行う再生可能エネルギーによる発電（ソー

ラーシェアリング等）の事業化に必要な立ち上げ

時の取組（勉強会、現地調査、先進地視察等） 

②基本調査等補助事業 

県内で行う再生可能エネルギーによる発電（ソー

ラーシェアリング等）の事業化に必要な基本調査

等 

（測量調査、地質調査、生物調査等） 

③設備導入無利子貸付事業 

  新たに再生可能エネルギー設備を導入し、地域活

性化を推進する地域団体や市町・地域と連携して

取り組む民間事業者に対し、（公財）ひょうご環境

創造協会から設備導入に必要な経費の一部を無

利子で貸付。 

利用要件 

要件審査に通過し、審査会による審査で採択され

た団体。 

詳しくは下記へお問い合わせください。 

利用方法 

下記へお問合せください。詳しくは下記サイトに

掲載。 

https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/warmin

g/leg_256/tiikisaiene 

 

お問合せ先 

担当部署名 兵庫県 農政環境部 環境管理局 

温暖化対策課 

電話番号  078-362-3273 

 

愛媛県（松山市一番町四丁目４番地２） 

事業名、対象 

環境保全資金融資制度（地球温暖化対策枠） 

対象｜県内に工場又は事業場を有する中小企業者等

で６か月以上継続して現事業を行っているも

の 

 

内容 

太陽光発電設備等の環境保全施設等の整備を行う場

合に必要の資金の融資 

〇限度額：50,000 千円 

〇融資期間：10 年以内 

〇貸付利率：年 0.5％ 

 

利用要件 

・融資枠の範囲内においての貸付けとなります。 

・担保・保証は、取扱金融機関所定の扱いによりま

す。 

利用方法 

本融資の取扱金融機関は、伊予銀行、愛媛銀行、愛

媛信用金庫となっています。融資を受けようとする

方は、最寄りの取扱金融機関にご相談ください。 

詳しくは下記サイトに掲載 

https://www.pref.ehime.jp/kankyou/k-

hp/theme/other/yuusiseido.html 

お問合せ先 

環境政策課温暖化対策グループ 

089-912-2349
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営農型太陽光発電に係る金融機関の支援施策（アンケート結果）

金融機関全国団体に御協力いただき、農林水産省から全国の金融機関に営農型太陽光発電に係る支援の
取組ついてアンケートを行いました。

この金融機関支援メニュー例は、農業者等事業者や各金融機関の今後の取組の参考としていただくこと
を目的としたものです。掲載されている内容（融資等）は農林水産省が保証するものではなく、各金融機
関の要件に照らし審査等が行われるものですので、ご注意ください。

掲載されている支援メニューの内容は、各メニューの概要であり、実際の利用に当たっては各機関の
「お問合せ先」までご確認ください。

機関名 支援メニュー ページ

網走信用金庫 太陽光発電機設置ローン（ソーラーローン） 22

株式会社七十七銀行 営農型太陽光発電事業参入支援資金 22

仙北信用組合 農作物栽培ソーラーシェアリング 23

白河信用金庫 はくしんソーラービジネスローン 23

茨城県信用組合 「南瓜」栽培ソーラーシェアリング事業 24

あかぎ信用組合 ソーラーシェアリング資金 24

利根郡信用金庫 太陽光発電事業融資（営農型発電事業を含む） 25

城南信用金庫 ソーラーシェアリング事業に必要な資金を支援します 25

株式会社八十二銀行 八十二サステナビリティ1号ファンド 26

信用組合愛知商銀 農業を行いながら太陽光発電に関わる必要な資金を支援します 26

但馬信用金庫 ソーラーシェアリング機器購入及び工事資金支援 27

玉島信用金庫 営農型太陽光発電支援資金 27

株式会社南日本銀行 営農型太陽光発電事業に必要な資金を支援します 28

日本政策金融公庫
又は沖縄振興開発金融公庫 環境・エネルギー対策資金 29

日本政策金融公庫
又は沖縄振興開発金融公庫 農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金） 29

掲載一覧
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機関名 支援メニュー ページ

ＪＡバンク青森 アグリマイティー資金（アグリエナジー資金） 30

ＪＡバンク岩手 ①アグリマイティー資金（アグリパワー資金）、②担い手強化資金 30

ＪＡバンク宮城 アグリマイティー資金（アグリパワー資金） 31

ＪＡバンクあきた アグリマイティー資金（アグリパワー資金） 31

ＪＡバンク山形県 アグリマイティー資金(アグリパワー資金) 32

ＪＡバンク栃木 アグリパワー資金 32

ＪＡバンク千葉 アグリマイティー資金(アグリパワー資金) 33

ＪＡバンク神奈川 ①ＪＡアグリマイティー資金、②太陽光発電設備導入助成事業 33

ＪＡバンク富山 アグリマイティー資金(アグリパワー資金) 34

福井県ＪＡバンク 地域農業応援資金 34

長野県信用農業協
同組合連合会 ＪＡアグリマイティーローン 35

ＪＡバンク岐阜 アグリサポート資金 35

ＪＡバンク静岡 ＪＡアグリマイティー資金 36

ＪＡバンクあいち アグリパワー資金 36

ＪＡバンク和歌山 農業振興資金 37

ＪＡバンク山口 再生可能エネルギー支援資金 37

ＪＡバンク香川 農業近代化資金 38

佐賀県信用農業協
同組合連合会 アグリマイティー資金(アグリパワー資金) 38

ＪＡバンク長崎 アグリマイティー資金(アグリパワー資金) 39

ＪＡバンク熊本 ２１世紀農業フォローアップ資金（エネルギーフォローアップ資金） 39

ＪＡバンク大分 農業近代化資金 40
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網走信用金庫（北海道網走市南４条西１丁目８番地）

サービス名、対象

太陽光発電機設置ローン（ソーラーローン） 

内容・利用要件 

営農型太陽光発電に特化した融資商品では 

ありませんが、個別案件として営農型太陽光発

電が対象になる場合もございます。個別に融資

金額・融資期間等を決定したうえで対応します

ので、ご相談ください。 

利用方法 

下記へお問い合わせください。 

お問合せ先 

担当部署名 網走信用金庫 業務部 

電話番号 0152-44-7112 

株式会社七十七銀行（宮城県仙台市青葉区中央三丁目 3番 20号）

サービス名、対象

営農型太陽光発電事業参入支援資金 

対象｜営農型太陽光発電事業（ソーラーシェア

リング）に必要な発電設備等を導入する

事業者 

内容 

（実際に行った融資の一例です。） 

Ｍ県Ｏ市内に点在する耕作放棄地 56 ヵ所で行う

ソーラーシェアリング事業に対する融資実行

・「再生可能エネルギー固定価格買取制度

（FIT）」を活用した太陽光発電による全量売

電と、「榊」や「牧草」の生産・販売を目的と

する資金支援であり、オーダーメイド型の融

資スキームを構築し対応。 

・また、営農型太陽光発電のリスク整理や利子

補給制度情報提供等の支援も実施。

※定型化した融資商品ではないため、融資金

額・融資期間・金利等の条件面については個

別対応。

利用要件 

当行所定の審査を通過し、融資採択された事業

者 

（例） 

・農地法の農地転用等の許可

・融資期間において、営農の適切な継続が確保

されていること

・土地所有権もしくは地上権に担保設定

・太陽光売電債権および太陽光発電設備に対し

譲渡担保権を設定 等

利用方法 

下記へお問い合わせください。 

詳しくは下記サイトにも掲載 

https://www.77bank.co.jp/pdf/newsrelease/21

121002_solarsharing.pdf 

お問合せ先 

担当部署名：コンサルティング営業部 営業渉

外課 

電話番号 ：022-211-9104
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仙北信用組合（栗原市若柳字川北中町 11番地） 

サービス名、対象 

農作物栽培ソーラーシェアリング 

対象｜地元営農従事者、発電事業者 

内容 

（取組事例） 

発電事業者が地元農業従事者とマッチングして営農

型太陽光発電を行う為の設備資金に融資支援を行っ

た（発電事業者と農業従事者の兼任も可）。 

・統計上日照量の影響が少ない農作物を対象。取組

実績のある農作物は「ブルーベリー」「椎茸」。ま

た、「牧草」の営農も予定している。 

・休耕地を活用した取組であり地主、発電事業者、

農業従事者の 3方にメリットがある取組であった。 

利用要件 

・農地法の農地転用等の許可を要する。 

・営農に対して適切に継続がされること。 

・原則、太陽光売電債権および太陽光発電設備に対

する譲渡担保設定。 

・営農と発電の事業計画を勘案して返済可能と判断

されること。 

・その他個別審査を経て融資可否について判定。 

（栽培作物の指定は有りませんがシェアリングに適

したものであることが前提となります） 

利用方法 

当組合各営業店までお問い合わせください。 

 

詳しくは下記当組合ホームページサイトに掲載 

http://www.senpoku.shinkumi.jP 

お問合せ先 

仙北信用組合本部融資課 

電話：0228-32-3014 

 

 

白河信用金庫（福島県白河市新白河一丁目 152番地） 

サービス名、対象 

サービス名 

 「はくしんソーラービジネスローン」 

対象 

当金庫の会員または会員資格を有し、再生可能エネ

ルギ－の固定価格買取制度を利用する法人・個人事

業者であって、以下の要件を満たす方 

① 当金庫の営業区域で同一事業を 1年以上営んでい

る方 

② 資産状況において債務超過が発生していない方 

③ 当金庫の審査基準により審査し、貸出が適当と認

めた方 

内容 

① 耕作していなかった農地を活用し、次世代に良い

環境を残すことができ、ＳＤＧｓに寄与する営農

型太陽光発電について、発電設備に必要な設備資

金を支援。 

② 経済産業省からの設備認定を確認後、「はくしん

ソーラービジネスローン」チェックリストに基づ

き審査 

利用要件 

① 農地法第 5条 1項の規定による許可申請用途：営

農型太陽光発電施設用敷地 

② ＡＢＬ・動産担保設定 

 

利用方法 

詳しくは、下記のお問合せ先までご連絡ください 

 

お問合せ先 

担当部署名   

白河信用金庫 融資統括部 審査支援グループ 

電話番号：0248-23-4514 

ＦＡＸ ：0248-27-1225 
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茨城県信用組合（茨城県水戸市大町 2-3-12） 

サービス名、対象 

「南瓜」栽培ソｰラーシェアリング事業 

※「南瓜」は一例です 

   「栽培作物に制限はありません」 

 

対象｜農業者 

 

内容 

営農事業者が南瓜栽培と太陽光発電を行う営農

型太陽光発電事業に対して発電設備や施設の整

備などに必要な資金を支援。 

利用要件 

要個別相談 

当組合の組合員資格を有する事業者 

 

利用方法 

農業者の取組であること（その他、問い合わせ

先または当組合最寄りの営業店までお問合せく

ださい） 

 

お問合せ先 

担当部署名   農林水産部 

電話番号    029 ｰ 233 ｰ 2910 

 

 

 

 

 

 

 

あかぎ信用組合（群馬県前橋市六供町 856-1） 

サービス名、対象 

サービス名 ソーラーシェアリング資金 

対象｜当組合員である農業法人に限る 

 

内容 

農業に加えて再生可能エネルギー発電事業の設

備資金 

融資金額 低圧設備 1基分 

融資期間 17年以内 

利用要件 

①県内農業事業者(新設法人除く) 

➁県内当組合営業エリア内の設置 

 

利用方法 

当組合本支店までお問い合わせください。 

 

お問合せ先 

審査部 

電話 0270‐24‐1003
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利根郡信用金庫（群馬県沼田市東原新町 1540）

サービス名、対象

太陽光発電事業融資（営農型発電事業を含む） 

対象｜法人及び個人事業主 

内容 

太陽光発電所を設置するための土地・設備・諸

費用（農業者等の再生可能エネルギー利用の取

組を支援するための発電・蓄電設備取得資金） 

・貸付金額：事業費の 100％以内

・貸付期間：17年以内

・貸付金利：当金庫所定の利率

利用要件 

・当金庫の融資基準を満たしている方

・太陽光売電債権及び太陽光発電設備に対し譲

渡担保権を設定

・その他個別に相談

利用方法 

最寄りの当金庫本支店にお問い合わせください 

店舗一覧は下記サイトに掲載 

http://www.toneshin.co.jp  

お問合せ先 

最寄りの当金庫本支店にお問い合わせください 

城南信用金庫（東京都品川区西五反田７－２－３）

サービス名、対象

ソーラーシェアリング事業に必要な資金を支援

します 

対象｜ソーラーシェアリング事業に必要な発電

設備を導入する法人 

内容 

ソーラーシェアリング事業にかかる資金

利用要件 

・農地法の農地転用等の許可を要する。

・営農の適切な継続が確保されていることを制

限条項として付し、抵触した場合には、期限

の利益を喪失する。

・土地所有権もしくは地上権に抵当権を設定

・太陽光売電債権および太陽光発電設備に対し

譲渡担保権を設定

・太陽光発電設備に付保する損害保険に対し根

質権を設定

・売電債権入金口座に対し根質権を設定

利用方法 

本部相談窓口にお問い合わせください 

詳しくは下記サイトに掲載 

https://www.jsbank.co.jp/solar 

お問合せ先 

融資企画課  03-3493-8111
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株式会社八十二銀行（長野県長野市岡田１７８－８）

サービス名、対象

サービス名：八十二サステナビリティ 1号ファ

ンド

対象： 

長野県内での再生可能エネルギー事業 等 

（営農型太陽光発電事業含む） 

内容 

「八十二サステナビリティ 1 号ファンド」※を

通じて営農型太陽光発電事業に必要な資金を支

援。 

※八十二サステナビリティ 1号ファンドの概要

利用要件 

個別相談 

利用方法 

当行最寄りの本支店にお問い合わせいただく

か、直接「お問合せ先」までご連絡ください。 

お問合せ先 

営業渉外部 コンサルティング営業グループ 

担当:加納 

電話：026-224-5554 

メール：gaku.kanou@82bank.co.jp

営業渉外部 公務グループ 

担当：新村 

電話：026-224-6430 

メール：yuuta1.niimura@82bank.co.jp

信用組合愛知商銀（名古屋市中村区亀島一丁目 6番 18号)

サービス名、対象

農業を行いながら太陽光発電に関わる必要な 

資金を支援します 

対象｜ 

組合員もしくは組合員に加入できる方。 

当組合の営業地区に事業所、営業所を有する法

人・個人事業種の方。 

内容 

特定の融資商品はありませんが、事業内容を精

査し、金額・期間・金利・担保等、個別に対

応。 

利用要件 

農業を行いながら、太陽光発電に関わる必要な

資金。営農型太陽光発電として、事業計画を勘

案して判断。 

利用方法 

当組合各営業店にお問い合わせください。 

お問合せ先 

融資部  052-451-5145 

ファンド総額：300憶円

  存続期間  ：2046年 12月 31日 

LP   ：株式会社八十二銀行 

GP   ：八十二ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ株式会社 
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但馬信用金庫（兵庫県豊岡市中央町 17－8）

サービス名、対象

サービス名｜ソーラーシェアリング機器購入及び

工事資金支援 

対象｜農業事業者 

内容 

農業を主業とされる事業者が、事業として太陽光

発電設備を設置される場合に必要となる資金を支

援します 

制定した融資商品ではなく、個別案件として融資

金額・融資期間・利率等を決定させていただいた

上で対応します 

利用要件 

農業を主業として取組んでいる事業者 

利用方法 

当金庫本支店へお問合せいただくか、当金庫本支

店渉外担当者にご相談ください 

お問合せ先 

担当部署名 業務推進部 

電話番号  0796－23－1200 

玉島信用金庫（岡山県倉敷市玉島 1438）

サービス名、対象

営農型太陽光発電支援資金 

対象｜農業事業者 

内容 

農業事業者が営農型太陽光発電設備事業を行うた

めに必要な資金を支援 

特に商品化はしておりませんが、個別案件として

融資金額、融資期間、利率を決定し、対応してい

ます。 

利用要件 

１．当金庫の定める融資基準を満たしている方 

２．当金庫の会員資格のある方 

利用方法 

当金庫、最寄りの営業店にお問い合わせください 

玉島信用金庫ホームページ 

https://www.tamashin.co.jp/store.php 

お問合せ先 

経営企画部 ビジネスサポート課 

電話：０８６－５２６－１３５５ 
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株式会社南日本銀行（鹿児島県鹿児島市山下町 1番 1号）

サービス名、対象

・営農型太陽光発電事業に必要な資金を支援

します。

・対象｜発電事業者、農業事業者

内容 

・営農型太陽光発電事業の取組を検討している

発電事業者及び農業事業者へ必要な資金を支援

します。 

・制定した融資商品はないですが、個別案件と

して融資金額・融資期間・利率を決定したうえ

で対応しています。 

利用要件 

個別相談 

融資の可否については、営農事業者と太陽光発

電事業者の事業計画を勘案し判断します。 

利用方法 

融資部までお問合せください。 

お問合せ先 

融資部 ビジネスサポートグループ 

電話番号 099-248-8199 
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①沖縄県以外

日本政策金融公庫（中小企業事業、国民生活事業）

（東京都千代田区大手 1-9-4 大手町フィナンシャルシティノースタワー） 

②沖縄県

沖縄振興開発金融公庫（沖縄県那覇市おもろまち 1-2-26）

サービス名、対象

環境・エネルギー対策資金

対象｜中小企業向け、国民一般向け（個人事業主な

ど） 

内容 

中小企業や個人事業主などが非化石エネルギー設備

を導入する場合に利用できます。ただし、資金制度

の要件に照らし、融資の対象とならない場合があり

ます。 

対象設備：再エネ発電設備（太陽光、風力、バイオ

マス、地熱、水力）

再エネ熱利用設備（太陽熱、温度差エネルギー、バ

イオマス熱、雪氷熱、地中熱）

燃料製造設備（バイオマスエネルギー）

償還期限：20年以内 

貸付限度： 

【中小企業向け】7億 2,000万円以内 

（特利限度額 4億円） 

【国民一般向け】7,200万円以内 

貸付利率：基準利率 

【一定の要件を満たす場合】 

特別利率①（基準利率-0.40%）又は 

特別利率②（基準利率-0.65%） 

利用要件 

【中小企業向け】中小企業の長期資金向け 

【国民一般向け】小口、短期の資金向け。借入申込

書等の所定の様式に記入して申込み 

利用方法 

下記へお問合せください 

詳しくは、以下に掲載 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/15_kankyou
taisaku.html 

お問合せ先 

①日本政策金融公庫

事業資金相談ダイヤル 0120-154-505

又は各支店中小企業事業、国民生活事業

③ 沖縄振興開発金融公庫各支店

①沖縄県以外

日本政策金融公庫（農林水産事業）

（東京都千代田区大手 1-9-4 大手町フィナンシャルシティノースタワー） 

②沖縄県

沖縄振興開発金融公庫（沖縄県那覇市おもろまち 1-2-26）

サービス名、対象

農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）

対象｜認定農業者

内容

認定農業者が、農業経営の改善のために営農型太陽

光発電設備を設置する場合に利用できます。ただ

し、資金制度の要件に照らし、融資の対象とならな

い場合があります。

償還期限：25年以内（据置期間：10 年以内） 

貸付限度：原則個人 3億円、法人 10 億円 

貸付利率：0.16～0.30％（令和 4年 1月 20日現

在） 

利用要件 

認定農業者（農業経営改善計画を作成して市町村長

等の認定を受けた個人・法人） 

※なお、個人の場合、簿記記帳を行っていること、

または今後簿記記帳を行うことが条件となります

利用方法

各支店へお問合せください

詳しくは、以下に掲載

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/a_30.html 

お問合せ先 

①日本政策金融公庫各支店農林水産事業

②沖縄振興開発金融公庫各支店
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ＪＡバンク青森（青森県青森市東大野 2-1-15） 

サービス名、対象 

アグリマイティ―資金（アグリエナジー資金） 

対象｜ＪＡ組合員（正組合員・准組合員）、農業者

等（法人・団体） 

内容 

農業者等の再生可能エネルギー利用の取組を支援す 

るための発電・蓄電設備取得資金 

・貸付期間：原則 10 年以内（据置期間３年以内） 

ただし、対象事業に応じ最長 20 年以内 

・貸付金額：事業費の 100％の範囲内（貸付上限額 

１億円） 

・貸付金利：ＪＡ所定の利率 

 

利用要件 

・専ら農業施設等農業への使用を目的として、必要

となる資金であること 

・専ら電力会社への売電を目的として、農業者等が

自己保有する農業生産にかかる資産等の有効活用の

ために必要となる資金であること 

利用方法 

青森県内のお近くのＪＡまたは農林中央金庫青森支 

店までお問い合わせください 

 

詳しくは下記サイトに掲載 

https://aomori.jabank.org/loan/nougyo/  

お問合せ先 

農林中央金庫青森支店 ＪＡ貸出推進班 

電話：017-762-4402 

 

ＪＡバンク岩手（岩手県盛岡市大通１丁目 2番 1 号） 

サービス名、対象 

１．アグリマイティ―資金（アグリパワー資金） 

対象｜ＪＡ組合員の方、農業者の方等 

２．担い手強化資金 

対象｜ＪＡ組合員の方、認定農業者(個人)または

農業法人・集落営農組織（任意団体、任意組

合） 

 

内容 

 農業者等の再生可能エネルギー利用の取組みを支

援するための発電・蓄電設備取得資金（上記資金共

通） 

上記１．の資金について                        

（１）貸付上限金額：1億円                

（２）貸付期間：原則１０年以内（据置３年以内）    

（３）貸付金利：JA 所定の金利            

上記２．の資金について 

（１）貸付上限金額：５千万円 

 

（２）貸付期間：２５年以内（据置３年以内） 

ただし、耐用年数等の範囲内とする 

（３）貸付金利：JA 所定の金利 

利用要件 

（上記資金共通） 

・専ら農業施設等農業への使用を目的として、必要 

となる資金であること 

・専ら電力会社への売電を目的として、農業者等が

自己保有する農業生産にかかる資産等の有効活用

のために必要となる資金であること 

 

利用方法 

岩手県内ＪＡまたは岩手県信用農業協同組合連合会

にお問い合わせください 

 

お問合せ先 

岩手県信用農業協同組合連合会 ＪＡバンク統括部 

（農業金融センター：電話 019-626-8704 

または基盤強化班：電話 019-626-8748）
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ＪＡバンク宮城（宮城県仙台市青葉区上杉一丁目２番１６） 

サービス名、対象 

アグリマイティー資金（アグリパワー資金） 

対象｜ＪＡ組合員の方、農業者の方等 

 

内容 

農業者等の再生可能エネルギー利用の取組みを支援

するための発電・蓄電設備取得資金 

貸付上限金額：１億円以内 

貸付期間：原則 10年以内（据置期間３年以内） 

貸付金利：ＪＡ所定の金利 

利用要件 

・専ら農業施設等農業への使用を目的として、必要

となる資金であること 

・専ら電力会社への売電を目的として、農業者等が

自己保有する農業生産にかかる資産等の有効活用の

ため必要となる資金であること 

利用方法 

宮城県内ＪＡまたは農林中央金庫仙台支店までお問

合せください 

お問合せ先 

ＪＡバンク宮城  貸出企画班 

電話：022-706-7135

 

 

 

 

ＪＡバンクあきた（秋田県秋田市八橋南 2-10-16） 

サービス名、対象 

アグリマイティー資金（アグリパワー資金） 

対象｜ＪＡ組合員（正組合員・准組合員）、農業者

等（法人、団体を含む。） 

内容 

農業者等の再生可能エネルギー利用の取組を支援す

るための発電・蓄電設備取得資金 

利用要件 

・専ら農業施設等農業への使用を目的として、必要

となる資金 

・専ら電力会社への売電を目的として、農業者等が

自己保有する農業生産にかかる資産等の有効活用の

ため必要となる資金 

利用方法 

秋田県内ＪＡまたは農林中央金庫秋田支店までお問

合せください。 

お問合せ先 

農林中央金庫秋田支店 実践支援班 

電話番号：018-863-6933 
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ＪＡバンク山形県（山形市七日町 3－1-16）

サービス名、対象

サービス名：アグリマイティー資金（アグリパワー

資金） 

対象｜JA組合員、農業者等 

内容 

農業者等の再生可能エネルギー利用の取組を支援す

るための発電・蓄電設備取得資金 

貸付上限金額：10,000 万円以内 

貸付期間：原則 10年以内（据置期間５年以内） 

貸付金利：JA所定の金利 

利用要件 

専ら農業施設等農業への使用を目的として、農業者

等が自己保有する農業生産にかかる資産等の有効活

用のため必要となる資金であること 

利用方法 

山形県内 JA または農林中央金庫山形支店までお問

い合わせください。 

お問合せ先 

農林中央金庫山形支店 JA 融資企画班 

電話：023－641－6324

ＪＡバンク栃木（住所：栃木県宇都宮市平出工業団地 9-25）

サービス名、対象

アグリパワー資金

対象｜ＪＡ組合員の方、農業を営む方等 

内容 

農業者等の再生可能エネルギー利用の取組を支援す

るための発電・発電設備取得資金 

利用要件 

・専ら農業施設等の農業への使用を目的として必要

とする資金であること 

・専ら電力会社への売電を目的として、農業者等が

自己保有する農業生産にかかる資産等の有効活用の

ため必要となる資金であること 

利用方法 

栃木県内ＪＡまたは農林中央金庫宇都宮支店までお

問い合わせください。 

お問合せ先 

農林中央金庫 宇都宮支店 営業第一班

028－305-4912 
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ＪＡバンク千葉（農林中央金庫千葉支店：千葉県千葉市中央区新千葉三丁目２番６号）

サービス名、対象

アグリマイティー資金（アグリパワー資金）

対象｜ＪＡ の組合員(正組合員、准組合員)の方、

農業者を営む方等 

内容 

農業者等の再生可能エネルギー利用の取組みを支

援するための発電・蓄電設備取得資金 

【貸付限度額】１億円以内 

【貸付期間】原則 15 年以内(事業に応じ最長 20 年

以内)（据置期間３年以内） 

【貸付金利】ＪＡ所定の金利 

利用要件 

ａ 専ら農業施設等農業への使用を目的として必要 

となる資金（農業用建構築物造成） 

ｂ 専ら電力会社への売電を目的として、農業者等 

が自己保有する農業生産にかかる資産等の有効活 

用のため必要となる資金（その他事業施設） 

ｃ 他金融機関からの借入金にかかる借換え資金 

ｄ その他ａ～ｃに準ずる資金 

利用方法 

千葉県下ＪＡまたは農林中央金庫千葉支店までお問 

合せください 

お問合せ先 

担当部署名 ＪＡ金融仲介支援班 

電話番号 043-369-4080 

ＪＡバンク神奈川（神奈川県横浜市中区海岸通 1丁目 2番地の 2）

サービス名、対象

①アグリマイティー資金

対象｜ＪＡ組合員である農業者（個人・法人団体） 

②太陽光発電設備導入助成事業

対象｜ＪＡ管内に住所を有する農業者・農業法人 

内容 

①農業者の再生可能エネルギー利用の取組を支援す

るための発電・蓄電設備取得資金

・貸付期間：20 年以内（据置期間 3年以内）

・貸付限度：1億円以内

・貸付利率：ＪＡ所定の利率

②非常災害時を含む営農継続や農地保全に向けて太

陽光発電設備を設置する農業者等に対して取得を

支援するため設置費用を助成

・助成額：発電出力および組合員資格に応じて、

5～100 万円

利用要件 

①次のいずれかの資金使途に該当すること。

1．専ら農業施設等農業への使用を目的として、

必要となる資金

2．専ら電力会社への売電を目的として、農業者

等が自己保有する農業生産にかかる資産等の有

効活用のため必要となる資金 

・その他、ＪＡが定める条件を満たしている方。

②・対象者：農林業センサスに定める販売農家（経

営耕地面積 30ａ以上、または、農産物販売金額

が年間 50万円以上の方。） 

・対象設備：神奈川県内に設置する、発電出力 10

ｋＷ以上の太陽光発電設備（営農型太陽光発電

設備、蓄電システム等を備えた農業用施設への

太陽光発電設備）

利用方法 

・神奈川県内ＪＡまたは神奈川県信用農業協同組合

連合会までお問合せ下さい。

・詳しくは下記サイトに掲載

①https://www.jabank-

kanagawa.jp/kariru/agrimighty.html

②https://www.jabank-

kanagawa.jp/life_event/agriculture.html

お問合せ先 

食農営業部 045-680-3083 
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ＪＡバンク富山（住所：富山県富山市新総曲輪 2-21） 

サービス名、対象 

アグリマイティー資金（アグリパワー資金） 

対象｜ＪＡの組合員（正組合員、准組合員）の方、

農業者を営む方等 

内容 

・農業者等の再生可能エネルギー利用の取組を支援

するための発電・蓄電設備取得資金 

【貸付限度額】 １億円 

【貸付期間】 原則 10年以内（据置期間 3年以内）

ただし、対象事業に応じ最長 20 年以内。 

【貸付金利】ＪＡ所定の金利 

 

利用要件 

・専ら農業施設等農業への使用を目的として、必要

となる資金 

・専ら電力会社への売電を目的として、農業者等が

自己保有する農業生産にかかる資産等の有効活用の

ため必要となる資金 

利用方法 

富山県内ＪＡまたは農林中央金庫富山支店までお問

合せください。 

お問合せ先 

農林中央金庫 富山支店 北陸農業金融センター班  

電話：076-445-2510 

Mail:nokincenter-toyama@nochubank.or.jp  

 

 

 

福井県ＪＡバンク（福井県福井市大手３丁目２番 18 号） 

サービス名、対象 

地域農業応援資金 

対象｜ＪＡ組合員 

内容 

組合員・農業者等が行う地域農業および農村地域の

発展に資する事業において、発電・蓄電設備器具の

取得に必要とする資金 

貸出期間：15年以内（うち据置期間３年以内） 

貸出限度：事業費の 100％の範囲内かつ１億円以内 

貸出利率：ＪＡ所定の利率 

利用要件 

地域農業および農村知己の発展に資する事業である

こと 

利用方法 

福井県内のＪＡ窓口にお問合せください。 

詳しくは下記サイトに掲載 

www.ja-bankfukui.or.ja/loan/aguriculture 

お問合せ先 

ＪＡバンク統括部 金融支援課 0776-27-8237 
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長野県信用農業協同組合連合会（長野県ＪＡバンク） 

（住所：長野県長野市大字南長野北石堂町 1177-3）

サービス名、対象

サービス名 ＪＡアグリマイティーローン

対象｜ＪＡ組合員である農業者等 

内容 

農業者等の再生可能エネルギー利用の取組を支援す

るための発電・蓄電設備取得資金 

・貸付期間：最長 20 年

・貸付金額：1億円以内

利用要件 

・専ら農業施設等農業への使用を目的として、必要

となる資金であること 

・専ら電力会社への売電を目的として、農業者等が

自己保有する農業生産にかかる資産等の有効活用の

ため必要となる資金であること 

利用方法 

・長野県内のＪＡ窓口までお問い合わせください

詳しくは下記サイトに掲載 

https://www.naganoken-jabank.or.jp/ 

お問合せ先 

担当部署名 農業部 農業金融課 

電話番号 026-236-2080

ＪＡバンク岐阜（岐阜県岐阜市宇佐南 4丁目 13-1）

サービス名、対象

アグリサポート資金

対象｜正組合員、農業法人・団体等 

内容 

農業経営等に必要な設備資金および運転資金 

1.貸付金額

(1) 個人の場合

ア. 岐阜県農業信用基金協会（以下、「基金協会」と

いう。）の保証を付す場合 

3,000 万円以内（認定農業者の場合は 3,600 万円以

内） 

イ.基金協会の保証を付さない場合

1,500 万円以内（認定農業者の場合は 1,800 万円以

内） 

(2) 法人・団体の場合ア.基金協会の保証を付す場合

6,000 万円以内（認定農業者の場合は 7,200 万円以

内） 

イ.基金協会の保証を付さない場合

3,000 万円以内（認定農業者の場合は 3,600 万円以

内） 

2.貸付期間 10 年以内（基金協会の保証を付す場合

15 年以内） 

3.貸付利率 ＪＡ所定の利率

※営農型太陽光発電に特化した資金ではありません

利用用件 

再生可能エネルギー関連施設について、もっぱら農

業への使用を目的として必要となる資金 

※関連設備の出力規模 10kw 未満

利用方法 

お近くのＪＡ窓口にお問い合わせください 

詳しくは下記サイトに掲載 

https://www.jabankgifu.or.jp/agri/f_agri-

support.html 

お問い合わせ先 

ＪＡ企画相談部 058-276-5211 
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ＪＡバンク静岡（静岡県静岡市駿河区曲金 3-8-1） 

サービス名、対象 

ＪＡアグリマイティー資金 

対象｜ＪＡ組合員、農業者（個人、法人、団体） 

内容 

①農業施設等農業への使用を目的として、必要とな 

る資金を支援 

②電力会社への売電を目的として、農業者等が自己 

保有する農業生産にかかる資産等の 

有効活用のため必要となる資金を支援 

・貸付期間：原則 10 年以内。ただし、電力会社へ 

の全量売電を目的とする場合は、 

電力買取保証期間内かつ 20 年以内 

・貸付限度：事業費の 100%以内。2 億円 

・貸付金利：ＪＡ所定の金利 

利用要件 

組合員・農業者等が行う地域農業及び農村地域の発 

展に資する前向きな事業であること 

利用方法 

静岡県内のＪＡ及び静岡県信連に問合せ 

詳しくは下記サイトに掲載 

http://www.jabankshizuoka.gr.jp/shinren/busine

ss/agri/  

お問合せ先 

最寄りのＪＡ窓口又は静岡県信連（054-284-9528） 

 

 

 

 

ＪＡバンクあいち（住所：愛知県名古屋市中区錦三丁目３番８号） 

サービス名、対象 

アグリパワー資金 

対象｜ＪＡの組合員の方、農業を営む方、農産物の

加工・流通・販売を行う方、農村地域の活性

化・振興を目的とする事業を営む方等 

 

内容 

農業者等に対する再生可能エネルギー利用の取組

みを支援するための発電・蓄電設備取得に必要な資

金を支援。 

・貸付期間：原則１０年以内、最長２０年以内 

・貸付金額：１億円（事業に必要な資金の１００％

以内） 

 

 

利用要件 

・専ら農業施設等農業への使用を目的として、必要

となる資金であること。 

・専ら電力会社への売電を目的として、農業者等が

自己保有する農業生産にかかる資産等の有効活用の

ため必要となる資金であること。 

 

利用方法 

愛知県下ＪＡ、または愛知県信用農業協同組合連

合会まで、お問い合わせください。 

 

詳しくは下記サイトに掲載 

https://www.jabank.aichishinren.or.jp/ 

 

お問合せ先 

愛知県信用農業協同組合連合会 食農法人営業部   

052-951-6746 
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ＪＡバンク和歌山（和歌山県内 8JA）（住所：和歌山県和歌山市美園町 5-1-1）

サービス名、対象 

農業振興資金 

対象｜農業を営む個人および法人等で組合員の方 

内容 

再生可能エネルギー対応資金（他金融機関からの借

換を含む）にご利用の場合 

ご融資金額：5000 万円以内 

ご融資期間：10 年以内（農業への使用を目的とする

太陽光発電設備等） 

      20 年以内（電力会社への売電を目的と

する太陽光発電設備等） 

ご返済方法：原則として元利均等返済、元金均等返

済（年 1 回、年 2回、毎月、または特定

月増額返済） 

担保・保証：和歌山県農業信用基金協会の債務保証

（場合により担保・保証人が必要な場合

もあります） 

 

利用要件 

個人の方のご利用は、貸出時満 20才以上で完済時 

満 80 才未満の方に限ります。 

利用方法 

お近くの JA 窓口、または渉外担当者にお問い合わせ

ください。 

また、インターネットではご利用にかかる仮申し込

みを受け付けております。 

（農業法人、農業団体は JA 窓口にてお申込みくださ

い） 

詳しくは下記サイトに掲載 

農業振興資金 

https://www.jabank-

wakayama.or.jp/loan/nougyo/shikin/  

インターネット仮申し込み 

https://www.jabank-

wakayama.or.jp/netloan/notes.html 

お問合せ先 

JＡバンク推進部 農業金融課 073-488-5545 

 

ＪＡバンク山口（住所：山口県山口市小郡下郷 2139 番地） 

サービス名、対象 

サービス名 再生可能エネルギー支援資金 

対象｜・JA の組合員である個人／法人 

    ※個人の場合は、山口県内に居住。法人の

場合は、農業に従事していること。 

・その他 JA が定める条件を満たしている方 

 

内容 

資金使途：売電施設の建設及び設置に係る費用 

借入金額：10万円以上 5,000 万円以内とし、所要額

の範囲内。ただし、非農業者の場合は、

担保価格の範囲内または 1,000 万円以内

とし、いずれか高い金額まで 

借入期間：1年以上 20年以内（うち据置期間 6 ヶ月

以内） 

利用要件 

・出力が 10kw 以上であること 

・山口県農業信用基金協会の保証が受けられること 

 

利用方法 

・JA 窓口までお問い合わせください。 

・詳しくは下記サイトにも掲載。 

http://www.jabank-yamaguchi.or.jp  

 

お問合せ先 

山口県信用農業協同組合連合会  

営業部 農業金融班  

TEL：083-973-2245 
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ＪＡバンク香川（住所：香川県高松市寿町一丁目 3番 6号）

サービス名、対象

サービス名 農業近代化資金

対象 認定農業者 

内容 

・施設等の改良、取得、造成資金

・貸付期間：15 年以内（うち据置期間 7年以内）

・貸付限度額：個人 1,800 万円 法人 2億円

・貸付利率

基準金利 1.75％（3月 18 日現在）

香川県の利子補給▲1.25%（全期間）

長期金融協会利子助成▲0.05～▲0.33%(全期間)

▲0.17～▲0.45%(5 年間)

利用要件 

・ＪＡ、信連の審査基準

利用方法 

・県内ＪＡ各店舗、信連に問い合わせ

お問合せ先 

担当部署名 ＪＡ香川信連 業務部 融資課 

電話番号  087-825-2525

佐賀県信用農業協同組合連合会（佐賀県佐賀市栄町 3番 32 号） 

サービス名、対象

アグリマイティー資金（アグリパワー資金）

対象｜ＪＡ組合員（正組合員・准組合員・任意団体

および農事組合法人） 

内容 

アグリマイティー資金にて対応

再生可能エネルギー対応資金（アグリパワー資金） 

・貸付期間：20 年以内

・貸付金額：１億円以内

・貸付利率：ＪＡ所定の利率

利用要件 

・専ら農業施設等農業への使用を目的として、必要

となる資金（農業用建構築物造成）

・専ら電力会社への売電を目的として、農業者等が

自己保有する農業生産にかかる資産等の有効活用

のため必要となる資金（その他事業施設）

利用方法 

佐賀県下ＪＡ、または、佐賀県信用農業協同組合連

合会までお問合せください 

詳しくは下記サイトに掲載 

https://www.jabank-saga.jp/loan/agri_mighty.html 

お問合せ先 

融資部農業融資センター 0952-25-5171 
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ＪＡバンク長崎 （住所）長崎県長崎市出島 1-20

サービス名、対象

アグリマイティー資金（アグリパワー資金）

対象：ＪＡ組合員、農業従事者、その他ＪＡが定め

る一定の基準を満たす方 

内容 

・アグリマイティー資金（アグリパワー資金）

・再生可能エネルギー利用の取組みを支援するため

に必要な資金

・貸付期間：原則 10 年以内（最長 20 年）（据置期

間 3 年以内） 

・貸付金額：1億円以内

・貸付利率：ＪＡ所定の利率

利用要件 

・ 専ら農業施設等農業への使用を目的として、必

要となる資金（農業用建構築物造成）

・ 専ら電力会社への売電を目的として，農業者等

が自己保有する農業生産にかかる資産等の有効

活用のため必要となる資金（その他事業施設）

利用方法 

長崎県下ＪＡ、または、農林中央金庫長崎支店まで

お問合せください 

ホームページ https://nagasaki.jabank.org

お問合せ先 

担当部署名： 農林中央金庫長崎支店貸出強化班 

電話番号 ： 095-811-2160 

ＪＡバンク熊本（熊本県熊本市中央区南千反畑町 2-3 JA 熊本会館）

サービス名、対象

２１世紀農業フォローアップ資金（エネルギーフォ

ローアップ資金）

対象｜ＪＡ組合員、農業者（個人、法人、団体） 

内容 

農業者等の再生可能エネルギー利用の取組みを支援

するための発電・蓄電設備取得資金 

【借入金額】 

10,000 万円以内（事業に必要な資金の 100％以内） 

ただし、２１世紀フォローアップ資金およびＪＡバ

ンク災害対策資金残高と通算し、個人 1億円、法人

（集落営農組織含む）2億円を上限とする。 

【借入期間】 

原則 10 年以内。対象事業に応じ、最長 20 年以内。 

【金利】 

ＪＡ所定の利率 

利用要件 

・専ら農業施設等農業への使用を目的として、必要

となる資金 

・専ら電力会社への売電を目的として、農業者等が

自己保有する農業生産にかかる資産等の有効活用の

ため必要となる資金 

・原則として熊本県農業信用基金協会の保証が受け

られる方 

・ＪＡが定める条件を満たしている方

利用方法 

熊本県内の最寄りのＪＡおよび農林中央金庫熊本支

店までお問合せください。 

お問合せ先 

・最寄りのＪＡ本・支所信用担当部署

・農林中央金庫熊本支店（ＪＡバンクサポート班貸

出グループ）

電話番号 096-353-1195
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ＪＡバンク大分（住所）大分市舞鶴町１丁目４番１５号

サービス名、対象

サービス名 農業近代化資金

対象｜認定農業者、農業者、農業法人等 

内容 

・農業用施設の建設

・貸付期間 15年以内 

・貸付限度額 個人 1,800 万円

法人 2億円 

・貸付金利 農業近代化資金基準金利に準じる 

※当初 5 年間 1.0％までＪＡバンク利

子補給により実質金利 0％ 

利用要件 

・農業経営の近代化を図り直接、生産性の増加につ

ながるもの

利用方法 

お近くのＪＡにお問い合わせください 

詳しくは下記サイトに掲載 

http://www.jabank-oita.or.jp/nougyokindaika 

お問合せ先 

担当部署名 ＪＡ大分信連 融資部 農業融資課 

電話番号  097‐538‐6401
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