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担い手の経営のライフステージに応じた支援 

 

（3）台風 21号被害組合員応援資金の取組みについて 

ＪＡわかやま（和歌山県） 

 

新規 継続 

○ 

  

（平成  年  月） 

 

1 動機（経緯） 

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、緊急対策として「台風 21 号被害組合員応援資金」を創設し

ました。 

2 概要 農産物に被害を受けた正組合員の方に対し、全期間 0％で融資を行いました。 

3 成果（効果） 
浸水による農機具故障や、キャベツ・白菜などの秋冬野菜に被害をうけた正組合員の方を

中心に資金提供をすることができました。 

4 今後の予定 

当資金の融資要項は、特定の自然被害に対し、期間限定で制定した融資要項でした。 

今後は、迅速に対応できるように、度重なるあらゆる自然災害による農産物等の被害に対

応出来る融資要項を１つ制定し、自然災害等が発生した都度、その融資要項で迅速に資金

提供を行うことの出来る体制を整えていくことを検討しています。 
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	（9） 教育活動助成事業
	ＪＡあいら伊豆（静岡県）
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	ＪＡなんすん（静岡県）

	（11） コープで体験・学ぶ三方原開拓農協　じゃがいも収穫体験
	ＪＡ三方原開拓（静岡県）

	（12） 住宅ローン利用者向けイベント
	ＪＡ静岡市（静岡県）

	（13） ＪＡあいち豊田 キッズ・サマースクール2017
	ＪＡあいち豊田（愛知県）

	（14） 夏の大感謝祭
	ＪＡ京都市（京都府）

	（15） ふれあい農園で農と地域に密着
	ＪＡ兵庫西（兵庫県）

	（16） あぐりスクールについて
	ＪＡならけん（奈良県）
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	ＪＡ夢みなみ（福島県）

	（5） 新入職員農業法人現地研修
	農林中央金庫　福島支店（福島県）

	（6） 地元農産物の出張販売
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	佐賀県信連（佐賀県）
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	（9） 懸賞品付定期貯金「Ｓｌｏｗ風土」
	長野県ＪＡバンク（長野県）
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	ＪＡ兵庫西（兵庫県）
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	ＪＡバンク福岡（福岡県）





