
（資料　３）

資金援助実績一覧

運営委員会 要　償　却　額

議　 決 　日 〔支援内訳〕

　第１期　

昭和 昭和 　　　　　　　　６１０億円 金銭贈与（分割）　 　 ５年

６２．７．２７ ６２．８．　１ 毎年度 （計画２２年）

全国　　　１５．００億円 毎年度　　　　３．５０億円 田上農協

平成 平成 地元　　　１５．００億円 　第２期 ［現：かごしま農協］

４．２．１７ ４．２．２９ 金銭贈与（分割）　    ５年 鹿児島市農協 吸収合併

毎年度　　　   ３．５０億円

毎年度 　第３期　　　　　　　　　　　　　 ［資金援助先］

９．３．２５ ９．４．　１ 全国　　　２１．２５億円 金銭贈与（分割）　    ５年 鹿児島県信農連

地元　　　２１．２５億円 毎年度　　　   ４．９６億円

（残り１２年を５年に短縮）

　　　　　　２８．８３億円 　第１期

６．３．２３ ６．４．　１ 毎年度 金銭贈与（分割）　    ５年

全国　　　　１．５０億円 （計画１５年） 新みのり信用農協

地元　　　　１．５０億円 毎年度　　　   ０．７５億円

　第２期 美野里町農協 トキワ園芸農協 吸収合併

　　　    　２４．５８億円 金銭贈与 の信用事業を

１１．２．１８ １１．４．　１ 全国    　１２．２９億円 　　　　　　　    ６．５６億円 譲り受け

地元    　１２．２９億円 （１１．４．１実施）  

（残り１０年を一括処理）

　　　　    ４５．９５億円 金銭贈与

９．３．２５ ９．４．　１ 全国    　１４．５６億円                  １１．９０億円 なぎさ漁協 黒井漁協 事業譲渡

地元    　１４．６０億円 （９．６．２３実施）  

　　　    １３５．３４億円 金銭贈与

９．７．　４ ９．７．１５ 全国    　４５．００億円                  ３６．８０億円 高松市中央農協 高松東部農協 事業譲渡

地元    　８５．００億円 （９．１０．１実施） ［現：香川県農協］

　　    　１６２．４０億円 金銭贈与

１０．３．２６ １０．４．　１ 全国　    ７５．５０億円                  ６１．８０億円 桜井しき農協 広陵町農協 吸収合併

地元　    ７５．５０億円 （１０．４．１実施） ［現：奈良県農協］

　　　    　７２．５１億円 金銭贈与 壬生町農協

１１．３．　１ 全国　    １４．５７億円                  １１．９７億円 都賀町農協

地元　    ２９．１５億円 （１１．３．１実施） 大平町農協

１１．２．１８ 資金貸付 ［現：下野農協］ 栃木市農協 新設合併

１１．４．　１          （信連子会社貸付）

                 １９．００億円 ［資金援助先］

（１１．４．１実施） 栃木県信連

　　　    　５３．９６億円 金銭贈与

１１．３．２６ １１．４．　１ 全国    　２３．３６億円                  ２０．８６億円 京都府信漁連 舞鶴信用漁協 事業譲渡

地元    　２３．４０億円 （１１．４．１実施）

　　　    　２４．２５億円 金銭贈与

１１．３．２６ １１．４．　１ 全国　　    ６．２８億円                    ５．８６億円 魚津市農協 道下信用農協 吸収合併

地元　    １２．５６億円 （１１．４．１実施）

　　　　    １９．９４億円 金銭贈与

１１．６．２２ １１．６．３０ 全国　    　５．１０億円                    ４．１９億円 奄美農協

地元　    １０．２２億円 （１１．７．１実施）

　　　　    　９．２８億円 金銭贈与

１１．６．２２ １１．８．　５ 全国　    　４．３１億円                    ３．５３億円 長崎市新三重漁協 長崎市式見漁協 吸収合併

地元　    　４．８４億円 （１１．９．１実施）

　　　    ２２３．５６億円 金銭贈与

１２．４．　１ 全国    １５４．００億円                １３５．００億円

１２．３．２８ 地元　    ５４．７０億円 （１２．４．３実施） 東長崎農協 長崎市農協 吸収合併

劣後ローン

１２．４．２０ 　　　　　　　   ５．００億円

（１２．４．２０実施）

経営困難組合 救済方法

名瀬市農協
笠利町農協

事業譲渡
吸収合併

（平成１４年７月末現在）

契約日 機構支援額 救済組合
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運営委員会 要　償　却　額

議　 決 　日 〔支援内訳〕

阿武萩地区１２漁協

 (三見、萩市玉江浦、

　　　      ３３．９１億円 金銭贈与   萩、萩越ケ浜、 萩小畑漁協 新設合併

１３．２．２２ １３．３．３０ 全国　    ２０．２９億円                  １７．３５億円   萩市大井湊、 大井浦漁協  （山口県

地元　    １２．００億円 （１３．４．２実施 ）   萩市大島、見島、    阿武萩地区

  宇津、奈古、宇田郷、    単一漁協）

  須佐、江崎）

［現：山口はぎ漁協］

　　　    １０７．９８億円 金銭贈与

１３．７．３１ 全国    　４９．５９億円            　    ４０．５７億円

地元　    ４９．６０億円 （１３．８．１３実施）

１３．７．２４ 劣後ローン 阿寒町農協 釧路市農協 吸収合併

１３．８．１３ 　　　　　　　   ２．５０億円 ［現：阿寒農協］

（１３．８．１３実施）

資産買取り

１３．７．３１ 　　　　　　　   １．９５億円

（１３．７．３１実施）

　　　    ３５９．８８億円 金銭贈与 （特別資金援助）

１３．１２．１８ 全国    ２４２．５２億円               ２１２．４７億円

地元　    ８８．００億円 （１４．１．４実施）

１３．１２．１１ （減額後 ２０７．２８億円） 岡山県信農連 日生町信用農協 事業譲渡

資産買取り

１３．１２．１７ 　　　　　　   ３０．３１億円

（１３．１２．１７実施）

　　　    　１３．１７億円 金銭贈与 （特別資金援助）

１４．１．３１ 全国    　１０．２７億円            　　   ７．９３億円 湧別農協

地元　　　　　　 － （１４．２．５実施） 芭露農協

１４．１．２３ （減額後 ７．３４億円） 湧別町畜産農協 新設合併

劣後ローン ［現：湧別町農協］

１４．２．１３ 　　　　　　　   １．１７億円

（１４．２．１３実施）

沖縄県１９農協

　　　    ３４８．８７億円 金銭贈与 （特別資金援助）  (伊江村、サンライズ、 やんばる農協

１４．３．２５ 全国    ２４８．１１億円                ２２２．５５億円   宜野湾市、浦添市、 伊平屋村農協

地元　    ３３．０３億円 （１４．４．９実施）   首里、真和志、小禄、 伊是名村農協

  豊見城村、糸満市 ゆいな農協 新設合併

１４．３．１３ 資産買取り   おきなん、南風原町、 沖縄市コザ農協

  （６農協 ： やんばる、ゆいな、   津嘉山、渡嘉敷村、 島尻東農協 （県単一農協）

１４．３．２２    沖縄市コザ、島尻東、   粟国村、南大東村、 久米島農協

   久米島、八重山郡）   北大東村、宮古郡、 八重山郡農協

　　　　　　    １１．３４億円   下地町、伊良部町）

（１４．３．２２実施） ［現：沖縄県農協］

　　　    　　７．２４億円 金銭贈与 （特別資金援助）

１４．３．１３ １４．３．２５ 全国    　　４．４０億円            　　    ３．９４億円 沖縄県信農連 与那国町農協 事業譲渡

地元　    　０．５９億円 （１４．４．１実施）

　　　    　６５．０１億円 金銭贈与

１４．４．　１ 全国    　３３．９７億円            　    ２７．８０億円

地元　    ２７．１７億円 （１４．４．１０実施）

１４．３．１３ （減額後 ２３．５９億円） 高田郡農協 八千代町農協 吸収合併

資産買取り

１４．３．２２ 　　　　　　   １３．４１億円

（１４．３．２５実施）

　　　    　７８．９１億円 金銭贈与

１４．４．　１ 全国    　２５．０９億円            　    ２０．５３億円

地元　    ３９．８１億円 （１４．４．１０実施）

１４．３．１３ （減額後 １８．７１億円） 広島市農協 広島安佐農協 吸収合併

資産買取り

１４．３．２２ 　　　　　　    １２．１０億円

（１４．３．２５実施）

経営困難組合機構支援額 救済組合 救済方法契約日
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運営委員会 要　償　却　額

議　 決 　日 〔支援内訳〕

　　　    　９２．７８億円 金銭贈与

１４．４．　１ 全国    　２４．７５億円            　    ２０．２５億円

１４．３．１３ 地元　    １６．９１億円 （１４．６．１１実施） 福山北農協 府中市農協 吸収合併

(減額後 １６．５９億円）　 新市農協

資産買取り

１４．３．２２ 　　　　　　   　９．１８億円

（１４．３．２５実施）

大分県２６漁協

 （中津市、宇佐市、

   豊後高田市、真玉町、

   香々地町、国見町、

　　　    　１４．４２億円 金銭贈与    姫島村、くにさき、

１４．３．１３ １４．３．２７ 全国    　　５．１０億円            　　    ４．１７億円    武蔵町、安岐町、 鶴見町漁協 新設合併

地元　    　５．１４億円    杵築市、日出町、

（１４．４．１８実施）    別府市、大分市、 （県単一漁協）

   神崎、佐賀関町、

   臼杵市、津久見市、

   保戸島、上浦町、

   佐伯市、米水津村、

   上入津、下入津、

   蒲江、名護屋）

［現：大分県漁協］

救済方法契約日 機構支援額 救済組合 経営困難組合
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