
以下の事業は令和５年度から実施予定

ＪＡながの営農経営支援対策について
ＪＡながのでは、肥料をはじめとした農業生産資材価格の急激な高騰に伴う農業経営の危機に対応する
ため、営農経営支援対策を下記の通り実施することと致しました。予算規模3億5,000万円（令和4年度
～6年度の3ヶ年通算）
【事業実施における留意事項】
〇営農経営支援対策の利用者はＪＡながのの組合員であることが条件となります。
〇国庫及び県の事業を活用した場合は原則対象外とします。
※但し、「農業生産コスト高騰に伴う緊急対策事業」並びに「化学肥料の低減と有機農業の推進対策事業」は、緊急性から重複可とします。

新品目・新品種・新培地等の開発・導入・普及支援事業
JAながの内での試作試験に係る費用助成

農業生産資材インターネット購入支援事業
農家組合員の皆様の資材購入の利便性向上を目的としたネットショップ「JAながの生産資材eハウス」で肥料農薬をはじめとした農業資材の
予約購入分に対し購入金額の2％をキャッシュバック　※助成対象の予約注文は、「JAながの生産資材eハウス」ホームページに記載してございます。

力強い農業づくりのための農業生産振興事業
① 品目別生産振興に対する事業      　② 全品目共通事項に対する事業     　 ③ 行政と連携したブロック事業

（ブロックの特性を考慮した農業生産振興事業）

化学肥料の低減と有機農業の推進対策事業（国庫事業申請支援含む）

ＪＡながの推奨堆肥の購入金額に対し１０％
以内を助成

令和4・5・6年度JAながのより購入分

水稲・果樹・野菜・花き

助成内容

対象期間

対象品目

１キット購入金額に対し1,000円助成

令和4・５・６年度ＪＡながのよりキット購入分

助成内容

対象期間

水稲・果樹・野菜・花き対象品目

1 堆肥購入費助成

3 土壌診断簡易キット購入費助成

１検体当り５００円助成

令和4・5・6年診断分
ＪＡながのへの診断依頼分が対象

水稲・果樹・野菜・花き

助成内容

対象期間

対象品目

2 土壌診断費用助成

省エネルギー・省資源型の農業生産体系への構造転換促進事業

① 省エネハウス（ヒートポンプ等）の導入助成
② 省エネ暖房機の導入助成
③ 省エネ資材（遮光・遮熱・耐寒）の導入助成

1 省エネ型ハウス等の導入支援事業 2 自然エネルギーの活用技術
導入試験支援事業

4 燃油使用量、肥料使用量の少ない作物への転換支援事業

3 バイオマスの利活用支援事業

① 再生可能エネルギー（営農型太陽光発電・バイオマス
発電・小水力発電・風力発電等）導入に向けた研究・試
験にかかる研修費用等助成

① 低温適応性品種の研究、開発試験及び普及に向けた研修支援
② 加温管理・光管理・作付体系等栽培環境管理技術導入に向けた研修支援
③ 省エネルギー施設・機器（自然エネルギー・バイオマスエネルギー・ヒートポンプ・保温被覆法等）を活用した栽培への転換支援
④ 慣行施肥基準量より５０％減肥栽培導入支援

① 堆肥等の投入による化成肥料の削減と堆肥購入助成

地域農業の振興に関する開発研究と普及
1 耕畜連携に関する普及事業 2 農商工連携に関する普及事業

4 農業後継者支援事業

3 地域資源（伝統野菜、郷土食、自然、
地域文化）を活かした中山間地域
活性化支援

① 品目選定のための広域専門技術員相談支援
② 管内農家農業体験受入れ支援
③ 共同利用施設研修支援
④ 技術研修支援

① 畜産農家と耕種農家の連携による循環型農業の普及
    推進活動支援

① 農商工連携による新たな商品開発や市場開拓への支援

② 不足する農業労働力への雇用・就業機会の拡大の
ための支援

① 希少野菜等（伝統野菜等）から出来る食文化（郷土食）
の宣伝費助成

② 観光業・飲食店等と連携した地域活性化支援
③ 新たな商品開発とブランド化に向けた取組支援

農業生産用燃料支援対策事業
農業生産用に使用する配達燃料に対して３円/ℓの価格引下げ

灯油、A重油

令和４年１０月～令和５年３月末JAながのからの購入分

農業生産コスト高騰に伴う緊急対策事業

前年度価格より１５％以上高騰したJAオリジ
ナル肥料とJA推奨肥料に対しJAながのか
らの購入金額の20％以内を助成

令和4年度秋肥及び5年春肥JAながの予約
購入分

水稲・果樹・野菜・花き

対象期間

対象品目

助成内容
JAながのからの購入金額に対し5％以内を
助成

令和4年3月～令和5年2月末購入分対象期間

助成内容

助成内容

対象期間

対象品目

配合・単味・乾草のJAながのからの購入量
１トン当たり＠1,100円以内を助成

令和４年3月～令和５年2月末購入分
情勢により期間を延長

牛・豚・鶏卵

前年度価格より１０％以上高騰したＪＡ推奨
農薬の購入金額に対し１０％以内を助成
令和５年JAながの予約購入分

水稲・果樹・野菜・花き

助成内容

対象期間

対象品目

1 肥料購入費助成 2 きのこ培地購入費助成

4 畑地用農薬購入費助成

5 飼料購入助成

3 農業資材購入費助成

JAながの推奨品の購入金額に対し10％以内
を助成

令和4年3月～令和5年2月末JAながのより購入分

助成内容

対象期間

①きのこ出荷フィルム

JAながの推奨資材の購入金額に対し5％以内
を助成

令和5年3月～令和5年１２月末JAながのより購入分

果樹・野菜・きのこ・花き

助成内容

対象期間

対象品目

②出荷段ボール

対象期間

対象品目

助成内容

力強い農業づくりのための金融共済支援事業

※お借入れには一定の条件および審査が必要です。　※なお、②③は従前から継続して取り組んでいる農業資金借入者向け支援事業です。

①設備資金や運転資金を
　長期で対応可能

②JAバンク利子補給 ③保証料助成 ④共済契約者約款貸付
皆様の金利負担を軽減
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営農経営支援対策対象商品

※各事業の詳細は今後JAながのホームページに掲載致しますのでご確認ください。
お問合せは各支所・支店・営農経済センター又は営農技術員までお問合せください。

https://www.ja-nagano.iijan.or.jp

●肥料購入費助成対象品
商品名

ＢＢ　ながの水稲専用
ＢＢ　ながの水稲一発（山間・平坦・100日）
ＢＢ　ながの豊壌　
ＢＢ　ながの果樹専用肥料
ＢＢ　ながのぶどう専用
ＢＢ　土力物語Ⅱ
尿素（国産・輸入）
サンリード

ＢＢ　ながの野菜専用肥料
ＢＢ　アスパラと野菜の肥料
ＢＢ　ＮＫながの１号

ＢＢ　ＮＫ追肥４０４
ＢＢ　４７３ＳＮ
エコレット０５５

有機アグレット６５５eco

万能ぼかし肥料

私の肥料　※個別の受注生産品　4ｔ以上

商品名

Ｎｅｗスーパーコン

志賀高原牛糞バラ堆肥

まきばのモーちゃん

裾花牛ふん堆肥

大地の響き

みゆきゆう水バラ堆肥

佐藤養豚のバラ堆肥

とんとん堆肥

美雪ファームバラ堆肥

●堆肥購入費助成対象品

商品名

エイトアップ液剤

コンパカレール液剤

タッチダウンＩＱ

ラウンドアップＭＡＸＬ

●畑地用農薬購入費助成対象品(除草剤)

品　　目

　JA出荷「果樹」段ボール

　JA出荷「野菜」段ボール

　JA出荷「きのこ」段ボール

　JA出荷「花き」段ボール

●農業資材購入費助成(出荷段ボール)
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