
平成24年1月

信用事業強化計画（ダイジェスト版）
（農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第4条第1項）
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１ 信用事業強化計画の策定にあたって

大転換期における新たな協同の創造

地域農業の振興と農家・組合員及び地域社
会へ最大限の貢献を果たすこと。

経営理念

「地域の復興は農業の復興なくしてなし得ず，
ＪＡふたばもそのために歩むべきもの」

震災・原発事故からの復興に向けての地
域貢献と組合員・利用者への信用供与の
維持・拡大

（１）はじめに

当組合は，「地域農業の振興と農家・組合員及び地域社会への
最大限の貢献を果たすこと」の経営理念のもと，地域に根ざした事
業活動を展開してまいりました。

平成23年3月11日に発生した東日本大震災と東京電力福島第
一原子力発電所事故は，当組合管内の農業及び経済に甚大な被
害をもたらしました。

当組合は，東日本大震災以降，被災された組合員・利用者の皆
様への相談対応等に適切に対応してまいりましたが，地域金融機
関としてこれまで以上に金融機能を発揮し，地域農業の復興，被
災された組合員・利用者の生活再建を支援していくことが強く求め
られているものと認識しております。

当組合は，今回の申請に基づく資本増強，財務基盤の強化によ
り，被災した管内地域の皆様のご期待に応えるため，適切な金融
機能の発揮による組合員・利用者の皆様に対する信用供与の維
持・拡大と，各種サービスの向上に努め，地域復興に貢献できる
よう取り組んでまいります。

（２）信用事業強化計画の実施期間

平成23年3月から平成28年2月まで（5年間）

震災復興・復旧にかかる基本的な考え
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２ 東日本大震災・原発事故による影響

全店舗が避難区域内。管外のＪＡ福島ビル（福島市）に本店を移転。当 組 合 の 被 害

管内のほぼ全域が原発事故による避難区域等指定により，管内8町村約73千
人の住民のうち，72千人以上が現在も避難中。

原 発 事 故 被 害

死者・行方不明者 353人（町村発表，23年10月時点）人 的 被 害

＜当組合管内の被害状況＞

平成23年3月11日に発生した東日本大震災により，当組合管内におい
ても人的被害のほか，社会・生活インフラ，生産・営農施設等，過去にない
規模の甚大な影響を受けました。

また，原発事故による避難区域等の指定により，管内住民のほとんどが
県内外に避難中であるほか，稲作等の作付けが制限される等，農業も営
めない状況にあります。

当組合としては地域金融機関として、避難されている組合員・利用者の
営農ならびに生活両面での復旧・復興のための支援に注力してまいります
とともに、平成23年9月30日に避難区域指定が解除された広野町，川内
村に加え、今後、各町村の復旧計画が具体化し、住民帰還に向けた準備
も徐々に進められることが見込まれることから、これまで以上に金融仲介
機能を発揮し，農業者等への復興支援を強化・継続してまいります。

※平成23年9月30日に広野町，川内村は緊急時避難準備区域の指定解除。
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３ 被災者への信用供与の状況

5,7582,763うち 被災地域に居住できない

4,2472,247うち 一時的に収入なし

11,6494,198貸出金等債権（平成23年8月末）

債権残高先数

（１）被災状況

平成23年７～8月にかけて，農業資金や住宅ローン等のお取引をいただいている組合員・利用者（4,198先，貸出金
等債権残高11,649百万円）を対象に，被災状況等の聞き取り調査を実施しました。調査の結果，「一時的に収入がな
い等影響を受けた方」が2,247先，「被災地域に居住できず避難された方」が2,763先など，ほぼ全組合員・利用者等
が，生活・就労面等で，何らかの影響を受けていることが明らかとなりました。

注；貸出金等債権には経済事業未収金等を含む。聞き取りは複数項目での回答があるため貸出金等債権総額とは一致しない。

上記，調査の結果のとおり，ほぼ全員の組合員・利用者の方が生活面・就労面等で何らかの影響を受けていることか
ら，当組合の貸出金等債権11,649百万円のうち貸出金9,994百万円全額が被災債権となっています。

貸出金等債権

うち 貸出金 9,9942,103

4,497431うち 住宅ローン

うち 農業資金 793185

11,6494,198

債権残高件数

＜信用供与のうち貸出金の内訳＞

（単位；百万円）

（単位；百万円）
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３ 被災者への信用供与の状況

4,049516返済猶予申出先への対応件数

31545うち 条件変更対応先

－2私的整理ガイドラインにかかる相談件数

債権残高件数

（２）条件変更等対応状況

金融円滑化法の趣旨を踏まえ，組合員・利用者との面談等を進め，無理な返済計画とならないよう個別の実情を踏まえ，
適宜条件変更等を対応しています。

（３）新規融資の対応状況

被災した組合員・利用者の今後の営農再開や生活再建を支援するため，未だ管内の多くの区域が避難区域等の指定
を受けている状況にありますが、新規融資に積極的に取り組んでいます。

73マイカーローン

3910合計

その他 184

143原発事故等対策緊急支援資金

金額件数

（単位；百万円）＜返済猶予・条件変更等対応状況：平成23年3月12日～9月末＞

（単位；百万円）＜新規貸出状況：平成23年10月末までの累計＞
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４ 信用供与の円滑化・地域経済の活性化の方策

（１）基本的な取組み姿勢

当組合は，被災地域の農業協同組合として，組合員サポートセンターやコールセンターでの対応のみならず，地区座談
会や仮設住宅等避難先への訪問活動を通じて，組合員・利用者の皆様からの声に丁寧に耳を傾けてまいります。

その中で，組合員等に対する①営農早期再開と意欲継続支援，②組合員・利用者に対する生活基盤向上，を柱に，最適
な金融機能の提供に努め，地域回復，地域農業，経済の活性化に取り組んでまいります。

（２）農業者等に対する信用供与の実施体制

・組合員サポートセンターによる相談体制
管内８町村の災害対策本部（臨時役場）の最寄りのＪＡ店舗内に「組合員サポートセンター」を開設し、営農再開に向けた
各種相談や金融サービスの提供、・生活再建等にかかる各種取引の本店への取次ぎ業務を実施しております。

・コールセンターによる相談体制
組合員サポートセンターへ相談に行くことのできない組合員・利用者等についても組合の行う事業全般について、電話お
よび郵送による相談受付・対応等を行っております。

・本店による相談体制
金融共済部では、組合員サポートセンター・コールセンターで受け付けた新規借入申し込みや既往貸出金の条件変更等
の相談を一元的に管理しております。
指導経済部では、管内の営農再開に向けた各種照会・相談対応や、東京電力に対する農畜産物損害賠償請求にかか
る農家組合員からの事務受託を行っており、被災した農家組合員の営農損害回復に向けた支援を行っております。

・訪問活動の取組み
平成23年12月に、全職員による仮設住宅等避難先の一斉訪問（県内97箇所および埼玉県加須市を含む7,965戸の応
急仮設住宅を訪問）を行ったところですが、今後とも、こうした訪問活動により、組合員・利用者への相談対応、利便性向上
につなげてまいります。
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４ 信用供与の円滑化・地域経済の活性化の方策

＜組合員サポートセンター，コールセンターによる相談受付体制＞

県内外に避難している組合員・利用者からの相談に的確に応えるため，組合員等の避難および役場機能の移転等に応
じて組合員サポートセンターを県内外9ヶ所に設置，職員47名が常駐し，生活再建等の相談に対応しています。

また，被災された組合員・利用者からの信用・共済事業にかかる相談および貯金・共済の事務処理等に対応するため，
本店内にコールセンターを設置，職員49名を配置し対応しています。

組
合
員
・利
用
者

コールセンター
（信用・共済事業各種相談）

組合員サポートセンター
【※県内外9ヶ所】

（各種相談の本店取次ぎ・対応）

金融共済部
（新規貸出・条件変更等）

指導経済部
（営農相談・原発損害賠償等）

本店

理
事
会

相
談
・対
応

定
期
報
告

相
談
・対
応

ＪＡほくさい 騎西中央支店内加須市埼玉県

当組合 川内支店川内村

当組合 広野支店広野町

ＪＡいわき市 本店内いわき市

ＪＡあいづ 本店内会津若松市

ＪＡたむら 要田支店内田村市

ＪＡ郡山市 安積総合支店内郡山市

ＪＡみちのく安達 安達支店内二本松市

ＪＡ新ふくしま 北信支店内福島市福島県

※組合員サポートセンター（平成23年11月1日現在）

取次ぎ・対応

取次ぎ・対応
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４ 信用供与の円滑化・地域経済の活性化の方策

（３）被災地域の復興支援にかかる方策

① 復興対策チームの設置・地域の復興計画策定への参画

② 金融面での対策

本店指導経済部内に復興対策チーム（24名）を設置し，組合員の東京電力への農畜産物損害賠償請求事務や，管外
で経営継続している畜産農家等に対する営農指導・販売業務支援，営農再開に向けた行政との協議を行っています。

また，管内各町村の災害対策本部に職員を派遣するなど，各町村との復興対策にかかる情報交換・連携強化を図って
います。

既往債務対策
・収入状況、返済計画に沿った条件変更等対応

・日本政策金融公庫・農業信用基金協会と連携した制度資金活用による負担軽減
への提案・活用

・二重債務問題にかかる福島産業復興機構，東日本大震災事業者再生支援機構
の活用検討

新規資金需要対応
・震災特例融資等の積極活用

・住宅金融支援機構の災害復興住宅融資制度の提案・活用

・教育・マイカー取得等生活資金にかかる各種ＪＡローンの提案・活用
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４ 信用供与の円滑化・地域経済の活性化の方策

③ 農業生産基盤の復旧対策・営農再開支援

④ 東京電力への農畜産物損害賠償請求

町村と連携のうえ、中山間地域等直接支払制度等を活用した農地の除染、被災農地の復旧等の農業生産基盤の復旧
を支援していきます。
また、営農再開に際しては、土地利用調整、農地の斡旋等集落営農の取組みの支援、被災農業者の経営改善計画の
策定支援、農業生産資材の供給、農畜産物の販売促進等に取り組んでまいります。

組合員のみならず地域の農業者全員の生活を支援するため、農業者の東京電力に対する農畜産物損害賠償請求事
務の受託を継続してまいります。
また、請求した損害賠償の速やかな支払い、損害賠償の対象範囲の拡大、平成２４年度以降の損害賠償の実施等に
ついて、関係団体等と連携の上、東京電力に対して強く求めてまいります。

⑤ 人材育成と活用

被災した組合員・利用者の避難先での生活再建にかかるニーズ、既往借入金への相談に適切に対応するため、内部
研修等により人材の育成に努めます。
また、農地の除染・復旧が進んだ際に金融面での十全な対応が行えるよう、農業融資研修等外部研修の職員参加、Ｊ
Ａバンク農業金融プランナー等の資格取得の奨励等も行ってまいります。
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４ 信用供与の円滑化・地域経済の活性化の方策

（４）事業区域における経済の活性化に資する方策

平成23年７～8月に実施した聞き取り調査では，農業者の半数以上が管内での営農継続を望んでいるとの結果を得てい
ます。原発事故収束後の営農再開に向けて，①管外へ避難している組合員・利用者への対応，②管内に居住し営農再開に
取り組む組合員・利用者への対応，と２つの特性に応じた取組みを行ってまいります。

また，地域に根ざしたこれまでの活動・ネットワークを活かし，組合員等の活動支援を積極的に行い，避難先での新たなコ
ミュニティ創出，「地域のきずな」の再生・強化を図り，組合員・利用者のニーズを汲み取る環境整備を図ってまいります。

避難先での新たなコミュニティ創出にかかる支援～「地域のきずな」再生・強化

農業者等への経営面での対策

居住地の状況に応じた職員による訪問活動

座談会等での総合相談活動

組織活動（女性部，生産部会等）の支援

組合員・利用者の健康増進活動の実施

広報誌「アグリティ」等による情報提供活動

農地の除染・復旧，作付け等相談

東京電力に対する損害賠償請求事務受託

農業者の経営改善計画策定支援

補助事業の活用支援（行政・農業改良普及所等との連携）
農地除染対策
農地回復
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５ ジェイエイバンク支援協会による優先出資の引受けにかかる事項

平成23年２月期の当組合の自己資本比率は10.50％と、健全性の面での懸念はないものと認識しております。しかし

ながら、東日本大震災により、当組合自身も店舗・施設等に甚大な被害が発生したほか、当組合信用事業に係る経

営基盤が震災及び原発事故の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となっております。

今後の地域の復旧・復興に向けて、被災地の農業協同組合である当組合に期待されている役割と責任は極めて重

大であります。当組合には、地域経済の一日も早い復旧・復興と活性化に向けて、金融支援を含めた復興支援策に

全力で取り組むことが求められております。

当組合管内の震災復興に向けて被災者等への円滑な資金供給機能を果たしていくためには、予防的に自己資本を

増強することが必要と判断し、現在把握できている99億円の被災債権について、現時点の保全状況を踏まえ、潜在

的なリスクが将来的に顕在化したとしても、十分な自己資本額を確保できるようにするとの考え方に基づき、9,660百

万円の優先出資を発行し、社団法人ジェイエイバンク支援協会に引受けを要請するものです。

（１）必要資本額の根拠

今回の資本増強により、経営の安定確保が図られることから、当組合管内の地域経済の復興と、金融仲介機能の発

揮による農業者・利用者に対する信用供与の維持・拡大、各種サービスの向上等、震災からの復興に向けた諸施策

に持続的に取り組んでまいります。

（２）当該自己資本の活用方針


