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はじめに 

 

南三陸農業協同組合（以下「当組合」という。）は，平成 11 年 4 月 1 日志津

川町農協，津山町農協，歌津町農協，本吉町農協が合併し，平成 13 年 7 月 1 日

気仙沼市農協，気仙沼市階上農協が合併して誕生しました。宮城県気仙沼市・

本吉郡南三陸町･登米市津山町を事業区域とする農業協同組合として，「安全・

安心・満足」で南三陸共生の郷づくりを行うという経営理念のもと，地域に根

ざした事業活動を展開してまいりました。 

 

そのような中，平成 23 年 3 月 11 日午後 2時 46 分頃，三陸沖，宮城県牡鹿半

島の東南東 130Km 付近の深さ 24Km を震源とする我が国観測史上最大となるマグ

ニチュード 9.0 の巨大地震と地震発生に伴う巨大津波が，当組合管内の農業及

び経済に壊滅的な被害をもたらしました。当組合も，本支店 7 店舗のうち 6 店

舗(うち 3店舗が津波で流失),その他の施設 59施設のうち 31施設が被害を受け

ている状況にあります。また，津波による住家の流失，農地への海水及び瓦礫

の流入や園芸施設の流失等により営農手段を失った農家組合員が多数に上って

います。 

当組合は，東日本大震災以降，被災組合員等への貯金払戻しや借入金返済等

にかかる相談対応等に適切に対応してまいりましたが，今後とも，地域の農業

者をはじめとする組合員・利用者に対し，これまで以上に適切に金融機能を発

揮し，復旧・復興に向けた資金需要に対応していくため，資本増強を図る方針

を決定し，農林中央金庫（以下「農林中金」という。）の指導に基づき資本支援

の要請を行いました。 

これを受け，農林中金は，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（以下「法」という。）第 32 条第 2 項に

定める指定支援法人である社団法人ジェイエイバンク支援協会（以下「支援協

会」という。）に対し，当組合が発行する優先出資の引受けの要請を行いました。 

支援協会は，法附則第 3条に基づき，農水産業協同組合貯金保険機構に対し，

当組合が発行する優先出資の取得にかかる申込みを行うこととしております。 

 当組合は，今回の申請に基づく資本増強により当組合の財務基盤の健全性を

確保し，農業者に対する信用供与の円滑化と，被災者支援をはじめとする被災

地域の復興に資する方策の実践に努め，総力をあげて本信用事業強化計画に基

づいた様々な施策に鋭意取り組んでまいります。 
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１ 信用事業強化計画の実施期間 

 

当組合は，法附則第 3条第 1項第 1号の規定に基づき，平成 23 年 4 月から

平成 28 年 3 月までの信用事業強化計画を実施いたします。 

  なお，今後計画に記載された事項について重要な変化が生じた場合，また

は生じることが予想される場合には，遅滞なく主務大臣に報告をいたします。 

 

２ 信用事業指導契約の内容 

 

当組合は，農林中金と，法附則第 3 条第 1 項第 2 号に定める信用事業指導

契約を次のとおり締結することとしております。 

 

（１）農林中金は，法附則第 4条第 2項により主務大臣に提出した当組合にか  

かる信用事業強化指導計画に基づき，被災債権の管理及び回収に関する

指導その他当組合の信用事業の強化のために必要な指導及び助言（以下，

「信用事業強化指導等」という。）を行うものとし，当組合は，当該信用

事業強化指導等に基づき適切に信用事業を行うものとする。 

 

（２）農林中金は，当組合の信用事業強化計画が円滑かつ確実に実施されるよ

う，次の内容の信用事業強化指導等を実施するものとする。 

 

ａ 信用事業強化計画に基づく各施策の実施状況及び実績の把握ならびに

地域農業者への円滑な資金提供や金融サービスの充実に向けた指導・助

言 

ｂ 財務内容の健全性及び事業の健全かつ適切な運営を確保するための指

導・助言 

ｃ 被災債権の管理及び回収にかかる指導・助言 

 

（３）農林中金は，当組合から次のとおり報告を受けるものとする。 

ａ 農林中金は，毎四半期終了後に，当組合の信用事業強化計画の進捗状

況等を確認し，その結果等を踏まえて当組合に対し必要な指導・助言

を行うものとする。 

ｂ 当組合は，「ＪＡバンク基本方針」に定める報告のほか，農林中金から，

その業務及び財産の状況につき必要な報告を求められた場合は，その

求めに応じ必要な報告を行うものとする。 

ｃ 当組合は，財産，経営，業況に重大な変化が生じたとき，または生じ

るおそれがあるときは，直ちに農林中金に対し報告し，必要な指導・
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助言を受けるものとする。 

 

（４）本契約は，契約締結の日（支援協会による当組合が発行する優先出資の

引受けにかかる払込期日とする。）から効力を有し，当組合が法附則第 16

条第 3項の認定または附則第 17条第 2項の認定のいずれかを申請した日

までの間に限り，その効力を有するものとする。 

 

３ 損害担保契約の内容 

 

  当組合は，損害担保契約（法附則第 3 条第 1 項第 3 号に規定する損害担保

契約をいう。）を行っておりません。 

 

４ 農業者に対する信用供与の円滑化その他の当組合が主として事業を行って

いる地域における経済の活性化に資する方策 

 

（１） 農業者に対する信用供与の円滑化その他の当組合が主として事業を行

っている地域における経済の活性化に資するための方針 

 

ａ 当組合管内の経済情勢 

当組合の管轄地域（気仙沼市，本吉郡南三陸町，登米市津山町）は，北

上山系の東側海岸沿いに位置し，南北に約 75ｋｍ(国道距離)と細長い地域

で，ほとんどの市町が太平洋に面していることから，特に漁業や水産加工

業への依存度が極めて高い産業構造となっております。 

平成 19 年度における県全体の総生産約 8兆 3千億円のうち，気仙沼・本

吉地域の総生産は約 3％の 2,570 億円となっております。 

第一次産業について見ると，平成 18 年度の農業算出額は 39 億円，基幹

産業である水産業の平成 20 年度主要魚種水揚高は約 210 億円です。 

耕作地の大半を中山間地が占める管内農業の特徴は,稲作よりも園芸と

畜産における担い手の割合が高くなっており,「春告げやさい」，輪菊「黄

金郷」，「仙台牛」の生産拠点として位置付けられています。 

当組合は，管内組合員・利用者の金融サービスのニーズに積極的に対応

してきた結果，平成 23 年 3 月期末の貯金残高は 348 億円，貸出金残高は

95 億円となっており，地域農業・経済を支える重責を担っているものと認

識しております。 
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ｂ 東日本大震災による影響 

 

（ａ）東日本大震災に係る管内の被害状況 

平成 23 年 3 月 11 日に発生しました東日本大震災により，東北・関東の

広域が被災し，当組合管内においても，人的被害のほか，様々な社会・生

活インフラ，生産・営業施設，物流ネットワーク等が過去にない規模の甚

大な被害を受けました。 

   市・町の発表によると，平成 23 年 10 月 31 日現在判明している気仙沼市・

南三陸町の被害状況は，死者・行方不明者が 2,296 名，半壊以上の罹災戸

数が 14,257 戸，海岸線に面した耕作地が多かったため，管内耕作面積の

44％,1,105ha が津波被害を受けております。 

 

東日本大震災に係る農業関連被害状況（平成 23 年 7 月 31 日現在 当組合

調査） 

 

ア 水田，畑，畜産の被害状況 

                   

 耕作面積 a 被害面積 b b/a×100 

水田（ｈａ） 1,560 557 35.7％

畑（ｈａ） 950 548 57.7％

合計(ｈａ) 2,510 1,105 44.0％

 

 繁殖牛 子牛 肥育 

畜産被害頭数 46 頭 23 頭 1 頭

畜産被害額(千円) 20,700 千円 8,050 千円 750 千円

 

イ 品目別被害状況                 （単位：坪，棟，千円） 

品目 坪 棟数 被害額 

野菜（本吉育苗含む） 8,823 71 126,624

いちご 11,810 33 151,620

花卉 9,248 51 113,796

しいたけ 600  0 4,368

露地（ふき等） 4,000  0 14,000

水稲 244 5 2,928

合計 34,725  160 413,336
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（ｂ）当組合の被害状況（平成 23 年 3 月 19 日現在） 

当組合でも，人的被害を蒙った他，信用事業店舗のうち本店・志津川支

店，歌津支店が津波で流失し，津山支店，本吉支店，階上支店が地震によ

り一部破損した他，ＡＴＭ7台が津波により流失いたしました。 

この他，南部葬祭センター，志津川，本吉給油所，Ａコープ大谷店，小

泉店，農業倉庫や穀物乾燥施設等，20 施設が津波により流失し，4 施設が

地震により破損しております。 

 

農地復旧予定面積（気仙沼市・南三陸町復興計画より抜粋） 

地区／年度 面積（ｈａ） 田（ｈａ） 畑（ｈａ） 

気仙沼市 平成 23 年度 118 94 24

南三陸町 平成 23 年度 59 26 33

平成 23 年度計 177 120 57

気仙沼市 平成 24 年度 139 95 44

南三陸町 平成 24 年度 87 61 26

平成 24 年度計 226 156 70

気仙沼市 平成 25 年度 211 136 75

南三陸町 平成 25 年度 143 69 74

平成 25 年度計 354 205 149

※ 農地復旧予定面積は各年度ごとの数値。 

 

   この東日本大震災の影響により，当組合管内を含む東北沿岸地域におい

ては，雇用情勢の悪化や個人消費，住宅建設，設備投資，各種生産部門の

低迷など，組合員・利用者を取り巻く環境はかつてないほどの厳しさに直

面しております。 

   加えて，東京電力福島原発事故による放射能被害の長期化や風評等が懸

念される中，東日本大震災からの一日も早い復旧・復興に向けて，当組合

には，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・継続していくことが求められているものと認識しております。 

 

ｃ 農業者に対する信用供与の円滑化その他の当組合が主として事業を行っ

ている地域における経済の活性化に資するための基本的な取組み姿勢 

 

（ａ）基本的な取組み姿勢 

   当組合は，当組合管内が直面している東日本大震災後の農業・経済情勢

及び金融円滑化法の趣旨等を踏まえ，被災地域の農業協同組合として，組
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合員・利用者の皆様からの声に丁寧に耳を傾けながら，組合員・利用者の

皆様にとって最適なサービスの提供に努めるとともに，地域復興の牽引役

となり，地域農業・経済の活性化を最優先に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

   なお，地域農業・経済の活性化については，当組合として主体的に，行

政，農協系統諸団体等との連携を図り，行政の復興計画等を踏まえつつ取

り組んでいくことといたします。 

 

（ｂ）農業者に対する相談機能の発揮 

   東日本大震災後，被災された農業者においては，農業施設の損壊・流失

や東京電力福島原発事故に伴う風評被害など，かつて経験したことのない

極めて厳しい現実に直面しております。 

   そのような中，当組合といたしましては，信用部署と営農・経済部署と

が連携のうえ，農業者のもとへ積極的に出向き，農業者からの相談への対

応・ニーズの把握を的確に行い，公的金融制度等も活用しながら，安定的

かつ円滑な資金供給機能を積極的に果たすことで，地域農業の復旧・復興

に向けて取り組んでまいります。 

 

（２） 農業者に対する信用供与の円滑化のための方策 

 

ａ 農業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策 

当組合は，主に農業者を中心とした地域の皆様が組合員となって，相互

扶助を共通理念として運営される協同組織であることから，地域金融機関

として，健全な事業を営む農業者をはじめとする地域の利用者に対し，必

要な資金を円滑に供給していくことを最も重要な役割のひとつとして位

置付け，体制を整備してまいりました。 

 

（ａ）東日本大震災前の体制 

全支店には1名ずつ融資担当者を配置のうえ，本店営農生活部や営農セン

ターに配置している営農担当者と連携し,農業者のニーズにあわせた相談

対応を行ってまいりました。 

また，農業金融機能強化のための，出向く活動の基本として，平成 22 年

度より，地域農業の担い手や農業法人 377 先を「メイン強化先」に選定し，

定期訪問による農業資金相談に対応してまいりました。 

その体制として,本店金融課に配置している農業者に対する農業融資の

企画推進・管理等の実務，関係機関・本店各部署との連携調整を図る担当

者「担い手金融リーダー」1名を取りまとめ役として，全支店の融資担当者
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6 名と営農部署担当者 9 名が連携し，「メイン強化先」に出向き，支店対応

力強化に向けた取組みを実施してまいりました。 

また,農林中金から,資金借入れにかかる経営計画書の作成指導等を受け

て実効性の向上を図る取組みを進めてまいりました。 

当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し，その適切な業務の遂行

に向け，以下の方針を定め今後とも継続的に取り組んでまいります。 

 

＜金融円滑化にかかる基本方針(概要)＞ 

ア 新規融資や貸付条件の変更等の申込みに対して，利用者の特性及び事業の状況を勘案しつつ，で

きる限り柔軟に対応。 

イ 組合員・利用者からの経営相談等，経営改善に向けた取組みを支援。役職員に対する研修等によ

り，対応能力向上に努める。 

ウ 新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する，利用者の経験等に応じた，十分な説明，

及び情報提供。申し込みに応じられない場合の理由を，可能な限り具体的かつ丁寧に説明。 

エ 新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ，要望及び苦情への公正・迅速・

誠実な対応。 

オ 中小企業者等金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応。 

カ 当組合の金融円滑化管理に関する体制を整備。 

キ 金融円滑化管理体制の適切性，有効性を定期的に検証し，必要に応じて見直し。東日本大震災か

らの復興支援に万全を期すため，一層着実に取組み。 

 

（ｂ）東日本大震災直後の体制 

当組合は本店・志津川支店・歌津支店他 27 事業施設が流失し，電気・電

話・水道等ライフラインが絶たれた中，平成 23 年 3 月 13 日，自家発電を

装備する気仙沼市役所本吉総合支所庁舎の一室を借用して災害対策本部を

設置し，震災で甚大な被害を受けられた組合員・利用者の実状を踏まえ，

生活・事業の再建など，復興支援に向けた積極的かつ迅速な対応を行って

まいりました。 

東日本大震災直後は,利用者の多くが自宅を被災しており,公共施設や地

区集会所等での避難生活を余儀なくされました。また,津波により,着の身

着のままで避難していることから,通帳・印鑑・キャッシュカード等を多く

の方が持っておらず,当組合として,利用者の当面の生活資金確保への対応

に向けて,貯金の払戻しを実施してまいりました。 

通帳や印章，キャッシュカードを紛失した利用者に対しては，一人 10 万

円を限度として，震災直後の平成 23 年 3 月 15 日から 3月 19 日までに，422

件，37,011 千円の貯金払戻しを行いました。 

この他に，県内外のＪＡ間連携による遠方避難者への貯金払戻し，南三
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陸町の義援金口座開設（平成 23 年 9 月末残高 23,148 千円），支店外務員を

中心とした建物損害調査の実施(平成 23年 4 月 1日から 9月 30 日までの調

査件数 8,793 件。うち全損 4,793 件)，6 ケ月間の共済掛金払込猶予措置，

生命共済関連の猶予期間再延長等を行っております。 

                 

 

（ｃ）現在の体制 

未曾有の大震災により多くの組合員・利用者の方々が自宅や職場を失う

などの大きな被害を受けましたが，生活基盤の建て直しなどの再生に向け

た動きも出始めていることから，地域の金融機関として震災復興に向けた

取組みに対する支援を積極的に展開いたします。 

 

ア 組合員・利用者からの相談受付体制及びサポートの強化 

被災された組合員・利用者からの営農再開資金から生活資金まで，幅広

い融資にかかる相談(既往借入金の条件変更等は除く。)と貯金，年金等を

含めた相談を受け付ける窓口を全支店に設置し，その対応については，相

談者の切実な思いを踏まえ，支店長・次長の12名がリーダーシップを取り，

対応しております。当該相談受付体制は，支店長・次長が案件に応じて直

接担当または関係部署の担当者を決定することにより，的確な対応を速や

かに行うことから，相談者の信頼と満足度の向上が図られております。 

また，本店金融課の農業金融担当者は,支店で受け付けた相談を取りまと

め，相談の対応もれ等が発生しないよう進捗管理を行うとともに，組合員・

利用者の相談に適時・適切な資金メニューの提案を行うなど，支店の相談

窓口体制をサポートしてまいります。 

さらに，貸出取引先からの既往債務の償還条件緩和及び返済猶予等にか

かる相談については,全支店に 1 名ずつ配置している融資担当者に加え,平

成 23 年 7 月 1 日には気仙沼支店に 1名を増員。総勢 7名体制で融資にかか

る相談窓口を設置のうえ資金相談・支払猶予相談対応を行っております。 

私的整理ガイドライン,ＡＤＲ制度等,当組合単独では対処し得ない事項

については，本店金融課が窓口となり農林中金の指導を得るほか，必要に

応じて顧問弁護士に相談のうえ対処いたします。 

 

イ 訪問活動の強化 

   仮設住宅等に入居する被災者には高齢者が多いことに加え,交通の利便

性も必ずしも良いとは言えないケースが多いことから,今後復旧・復興に向

けた動きが加速することに合わせ変化するニーズを適時・適切に把握し対

応していくために,全支店の信用渉外担当者（6 名）やＬＡ（ライフアドバ
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イザー）（20 名）が,組合員や仮設住宅等入居者を毎月訪問しております。

（平成 23年 7月 1日から 9月 30 日までの訪問件数は，志津川支店 327 件，

本吉支店 936 件，気仙沼支店 823 件となっております。） 

  その訪問結果を震災相談窓口担当者や支店長に連絡し,本店信用部署と

も協議のうえ,被災者一人ひとりのニーズに合わせた対応を行ってまいり

ます。 

 

ウ 農業金融機能強化のための出向く活動の展開 

   ＪＡバンクの本来事業である農業金融分野においては，農地の復旧に伴

い,農業機械や関連施設の農業資金需要が見込まれることから,農業金融機

能強化のための「出向く活動」により,相談・提案機能を強化するとともに,

より専門的な農業金融サービスを提供し,農業メインバンク機能を強化し

てまいります。 

今回の震災により「メイン強化先」へ出向く活動をさらに強化し,被害や

現状，資金ニーズを的確に把握し,主体的な資金提案や既往債務への対応等

を行っていきます。また, 法人等大口のメイン強化先については,必要に応

じて農林中金から支援（同行訪問等）を受けながら,「農業制度資金」など

の資金対応にきめ細かく対応します。 

 

エ 各種相談会の開催 

  組合員・利用者からの要望に応じて，住宅ローン，年金，税務といった

各種相談会を開催しております。 

  これまでに，羅災型住宅ローンの案内等を行った「住宅ローン相談会」，

社会保険労務士が個別相談に対応する「年金相談会」，税理士が個別相談に

対応する「税務相談会」などが開催されており，今後とも，組合員からの

要望に応じて，本格的な営農再開に向けて必要となる機械・施設の復旧・

購入資金等の相談，案内等を行う「農業資金相談会」の開催等，新たな相

談会の開催も検討してまいります。 

 

オ 流失支店の仮設店舗の設置 

廃止支店活用や町の給食センターを借り受け，志津川地域・歌津地域で

の仮店舗による貯金払戻し業務や建物被害調査への対応を行うとともに，

電気工事の復旧に合わせた仮設店舗設置により，平成 23 年 6 月 9 日には歌

津支店，平成23年 6月27日には志津川支店の全業務を再開いたしました。 

地域の金融機関として，他の金融機関に先駆けて壊滅的被害を受けた地

域でのサービス提供に努めております。 

また，管内に設置したＡＴＭ16 台中 7 台が流失しましたが，ライフライ
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ンや避難者の利便性を考慮し，平成 23 年度中に志津川・歌津・大谷地域に

再設置いたします。 

 

＜現在の主な相談体制のイメージ＞ 

相談・申込訪問

連携

報告

報告

営農担当者　3名
（相談窓口）

報告

被
災
者
お
よ
び
組
合
員
・
利
用
者
等

 訪問

渉外担当者(総合支店)
信用渉外　総勢6名

ＬＡ 総勢20名

<3営農センター>

 相談

 相談
 申込

支店次長　総勢6名
（震災窓口担当者）

融資担当者　総勢7名
（相談窓口）

報告

（

金
融
円
滑
化
管
理
責
任
者
）

金
融
共
済
担
当
常
務

連携

農産園芸係
営農振興係
畜　産　係

　
対
応
状
況
の
報
告

金融共済部(金融円滑化管理責任部署）

総務部次長
総務課長

金　融　課　長

担い手金融リーダー
（相談窓口）

共有

<本店>

総務部長

定期的な状況報告取次サポート

金融共済部長

相談

共有

総務部営農生活部

営農生活部長

<6支店>

センター長　3名

支
店
長

（

金
融
円
滑
化
管
理
担
当
者
）

 

ｂ 農業者に対する信用供与の実施状況を検証するための体制 

当組合では，農業者に対する信用供与の実施状況を検証するにあたり，定

期的かつ階層別に情報を共有し，進捗管理を行ってまいります。 

 

（ａ）営農・融資担当者合同会議の開催 
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金融共済担当常務は,営農担当者と融資担当者の合同会議を四半期毎に

開催し，農業メイン強化先への訪問活動結果や課題を共有し,農家組合員の

経営改善・再生支援活動等に取り組むとともに,農業資金貸出の円滑化を図

ってまいります。 

 

（ｂ）支店長会議での進捗管理 

 金融共済担当常務は,農業者向け融資及び東日本大震災の復興支援を積

極的に推進するにあたり，部長・課長・支店長が参画のうえ，原則月次で

開催する支店長会議にて，信用事業強化計画の施策の進捗及び計数実績等

に対する管理・指導を行ってまいります。 

 

（ｃ）理事会での進捗管理 

 理事会は，四半期ごとに信用事業強化計画の取組み状況の報告を受け，

計画の進捗状況を管理するとともに，復興状況に応じた当組合の地域にお

ける信用供与の対応状況を検証してまいります。また，地域の復興状況に

合わせた当組合の施策を検討し，適時・適切に実施事項の改善を図ってま

いります。 

 

（３） 担保または保証に過度に依存しない融資の促進その他の農業者の需要

に対応した信用供与の条件または方法の充実のための方策 

ａ 不動産担保または個人保証に過度に依存しない融資の促進 

当組合では,平成 23 年 5 月から取扱開始となった無利子かつ実質担保・

保証人不要の農業近代化資金などの震災特例融資をはじめとする機関保証

付貸出を積極的に活用しながら,経営の将来性や復興状況を踏まえ,不動産

担保または個人保証に過度に依存しない融資を推進してまいります。 

そのため,農林中金仙台支店や宮城県農業信用基金協会,行政等が主催す

る震災特例融資にかかる研修会,住宅金融支援機構の災害復興住宅融資制

度の説明会へ積極的に参加するとともに,今後も関係機関と連携しながら

研修会等を開催して担当者の育成を図ってまいります。 

なお,平成 23年 8月以降,系統金融機関向け総合的な監督指針の改正に伴

い,経営者以外の第三者による個人連帯保証は原則求めないこととする内

容に「貸出事務手続」を改正し,個人保証に過度に依存しない取組みを進め

ております。 

 

当組合では，不動産担保または個人保証に過度に依存しない融資を推進

するため，次の取組みを行ってまいります。 

・ 制度資金の震災特例融資の取扱い 
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・ 当組合,県，市町，農林中金などの利子補給による復興対策資金の取扱

い 

・ リフォームローン等の無担保資金の対応と罹災型特別金利の設定 

・ 住宅支援機構の災害復興住宅融資での不足分への対応 

・ 復興住宅ローンの活用 

 

資金等 内   容 
取 扱 

開始日 

制度資金の震災特例

融資の取扱 
震災による直接・間接被害に対する資金。 

農業近代化資金 
被災農業者の運転・設備資金で末端金利 0％,

無担保・無保証,融資機関はＪＡ。 

農林漁業セーフ

ティネット資金 

被災農業者の運転資金で末端金利 0％。融資機

関は公庫（ＪＡにて取扱）。 

スーパーＬ資金 
被災農業者の設備・長期運転・借換資金で末

端金利 0％。融資機関は公庫（ＪＡにて取扱）。 

平成23年

5 月 2 日 
 

 

 

 

 

 農林業災害対策

資金 

被害施設等の補修や更新に要する経費，購買

代金等に充てるための運転資金。県・市町・

ＪＡ等の利子補給有り。原則，基金協会保証。 

平成23年

10 月 21

日 

復興対策資金の取扱 震災被害に対して新設した資金。 

東日本大震災農

業経営安定資金

の創設 

災害復旧後に経営安定の維持・規模拡大に必

要な資金。ＪＡ・市町・ＪＡグループ宮城の

利子補給有り。原則，基金協会保証。 

平成23年

5 月 1 日

 
東北地方太平洋

沖地震災害復旧

支援資金の創設 

地震による住宅・家財の復旧資金，生活資金

を含むその他復旧に要する資金。原則，基金

協会保証。 

平成23年

5 月 1 日

被災した家屋の修繕（リフォームローン），被

災車両の買替え・修理費資金（マイカーロー

ン）その他震災関連資金（多目的ローン）。無

担保・特別金利設定。 

平成23年

5 月 1 日無担保資金の対応と

罹災型特別金利の設

定 

被災した家屋の建替・代替地購入資金の（住

宅ローン）。特別金利設定 

平成23年

8 月 1 日

 

ｂ 出資の機会の提供 
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管内の営農形態の動向・変化等を引き続き把握しながら，出資受入れに

よる財務安定化等のニーズにも応えるべく，アグリビジネス投資育成株式

会社※による出資等，官民の各種ファンドの活用機会に関して，農林中金

仙台支店とも連携のうえ，出資受入れを希望する方に対し，適切に紹介・

提案等を行います。 

こうした新たな信用供与の手法を追加していくことで，管内の農業経営

体に対して必要資金の供給と併せ，財務安定化のサポートを行い，管内農

業の発展に取り組んでまいります。 

※ アグリビジネス投資育成㈱とは，農業法人の発展をサポートするため，ＪＡグループ

と㈱日本政策金融公庫の出資により設立され，「農業法人に対する投資の円滑化に関す

る特別措置法」に基づく投資育成事業計画の農林水産大臣承認を受けた機関です。 

 

（４） 東日本大震災の被災者への信用供与の状況 

   当組合におきましては，東日本大震災による津波被害を受けた地域を管

轄する本支店の管内に居住する債務者を対象に，被災状況等の確認を行い

ました。概要は以下のとおりとなっております。 

  

ａ 被災者向け債権の状況 

   東日本大震災による津波被害を受けた地域を管轄する本支店の管内に居

住する債務者への貸出金等は 4,731 件，8,044 百万円，その内，東日本大震

災により影響を受けた被災者への貸出金等は1,939件，1,902百万円となり，

当組合の平成 23 年 9 月末貸出金等残高 8,044 百万円に対し，23.6％となっ

ております。なお，地方公共団体向け与信を除いた場合には，貸出金残高 6，

052 百万円に対し，31.4％となります。 

当組合の組合員は，農業に従事する傍らで，地域の中心的産業である水

産業等に従事している場合が多いため，地域の復興状況により，貸出金等

の状況は変わってまいります。地域の復興については，未だに見通しが立

っていないため，当組合の今後の財務についても，見通し難い状況です。 

 

＜被災者への信用供与の状況等（平成 23 年 9 月末現在）＞ 

                             （単位：百万円） 

支店名 津波被害支店の債務者残高 うち被災者向け債権の残高 

本店 1 件 520 - -

志津川 941 件 773 521 件 443

津山 475 件 2,346 201 件 187

歌津 270 件 550 131 件 234

本吉 1,112 件 864 371 件 149
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階上 878 件 354 364 件 52

気仙沼 1,054 件 2,637 351 件 837

合計 4,731 件 8,044 1,939 件 1,902

 

 ＜被災債権の内訳（平成 23 年 9 月末現在）＞ 

（単位：先，百万円，％） 

平成 23 年 9 月末 a※ うち被災者向け債権 ｂ ｂ/a 
資金種類 

先数 金額 先数 金額 先数 金額 

農業資金 110 418 63 230 57.3 55.0

住宅資金 390 3,506 111 1,066 28.5 30.4

その他(小口ローン

等) 

4,231 4,120 1,765 606 41.7 14.7

合計 4,731 8,044 1,939 1,902 41.0 23.6

※ 複数の支店及び資金種類を利用している場合は先数に重複あり。 

 

ｂ 条件変更等の状況（平成 23 年 12 月末現在） 

東日本大震災以降，平成 23 年 12 月末までの間，東日本大震災の影響を受

けている農業者，事業者，住宅ローン利用者等から，既往融資の返済猶予申

請，条件変更申込みを受付けました。その結果，48 件，385 百万円の返済猶

予申請を受付け，全件について 6ヶ月から 1年間の返済猶予を行うとともに，

3件，43 百万円の条件変更申込みを受付け，被災者の状況を個別に確認のう

え，全件について 6ヶ月から最長 9年間の期間延長を行いました。今後とも

被災者の状況に応じ，既往融資の条件変更等に関する相談・対応業務を柔軟

に行ってまいります。 

     

＜返済猶予の受付状況＞ 

                            （単位：先，百万円） 

平成 23年 12 月末時点累計 
資金種類 

先数 金額 

事業資金 6 103

うち農業資金 2 28  

うち賃貸住宅資金 4 75

生活資金 42 282

うち住宅ローン 21 253

うちマイカーローン 20 28

  

うち教育ローン 1 1
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合計 48 385

 

ｃ 新規貸出の状況（平成 23 年 12 月末現在） 

東日本大震災以降，平成 23 年 12 月末までの間，住宅ローン 1件,4 百万円,

リフォームローン 2 件，7 百万円，マイカーローン 20 件，24 百万円を実行

しました。なお，災害復興住宅融資 2 件，21 百万円の実行を決定済であり，

平成 24 年 3 月以降実行予定です。 

本格的な復興，営農再開はこれからですが，営農継続や自宅再建を望む声

も多く，今後の資金需要に応え，適切に対応してまいります。 

 

（５） 東日本大震災の被災地への支援をはじめとする被災地域における復興

に資する方策 

 

ａ 被災者ニーズを踏まえた支援方策の方向性 

 

(ａ)被災者ニーズの把握 

被災地域の現状と被災者の復興ニーズが多岐に渡る状況を踏まえ，組合

員・利用者の皆様からの声に丁寧に耳を傾け，状況・ニーズの把握を的確

に行う必要があります。 

当組合では，平成 23 年 7 月下旬から 8月中旬にかけて，総代 177 名，そ

の他組合員75名，計252名に対して，アンケート調査を実施いたしました。 

アンケート調査に基づく組合員・利用者の現状，ニーズの概要は，以下

のとおりです。 

 

ア 組合員の営農について 

被災農家の 7割以上が農業経営の継続を望んでいます。一方で，4割以

上が，機械施設の購入資金が農業復興の障害だと回答し，約 1割が，「農

地を貸したい」または「売りたい」と回答しています。 

組合員の営農支援については，農地が再生しても，機械・施設の購入資

金が復興の障害となっている状況を踏まえ，営農相談会を通じ，低利震

災資金等で復興を支援する必要があります。 

 

イ 組合員のくらしについて 

回答者の約 5割が，何らかの家屋被害を被っている状況です。また，自

宅に住める状態にない人のうち 77 名全員が，自宅再建の意思をもってい

ます。 

生活支援については，組合員の家屋被害の現状と自宅再建の意思を踏ま
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え，志津川・本吉・気仙沼の 3 総合支店において年 4 回住宅ローン相談

会を開催し，被災者支援に向けた「罹災型特別金利住宅ローン（協同住

宅ローン・宮城県基金協会保証の取扱い）」による新築・改築・修繕資金

を提供する必要があり，生活改善に向けた住宅修繕，家財の買換え資金

として新設した「東北地方太平洋沖地震災害復旧支援資金」等の低利震

災資金の提案で，生活復興を支援して行く必要があります。 

 

＜罹災型特別金利住宅ローン＞（被災者向けＪＡ住宅ローン） 

東日本大震災により,住宅に被害を受けた地域住民に対する,住宅の新

築,改築,修繕等に必要な資金の低利貸付。 

・融資内容：既存のＪＡ住宅ローンと同様 

・金  利：固定金利選択型の通常金利から-0.2％ 

・保証会社：協同住宅ローン,宮城県農業信用基金協会保証等 

・取扱期間：平成 23 年 8 月 1 日～平成 24 年 3 月 30 日 

 

＜東北地方太平洋沖地震災害復旧支援資金＞ 

   東日本大震災により,被害を受けた組合員の生活再開に向けた生活関

連施設の修復や生活支援を図ることを目的に制定した資金。 

・融資限度：500 万円 

・融資期間：12 年以内（据置期間 2年含む） 

・貸付方法：証書貸付とし貸付単位は 10 万円刻み 

・金  利：固定金利 1.7％ 

・担 保 等：宮城県農業信用基金協会保証（保証料率 0.5％）,必要に応

じ担保または保証人を徴求する場合有り 

・取扱期間：平成 23 年 5 月 1 日～平成 24 年 3 月 30 日 

 

(ｂ)復興計画の策定 

当組合は，上記アンケート調査等により組合員の現状・ニーズを把握し，

当組合の事業・財務・組織における震災後の課題を整理するとともに，「Ｊ

Ａ南三陸東日本大震災農業復興プロジェクトチーム※」からの提言と，

宮城県気仙沼地方振興事務所主催の「気仙沼本吉地域農業・復興計画策

定推進プロジェクト」での協議内容を参考に，将来を見据えた事業の選

択と集中，強固で効率的な経営体質に再構築するため，組合員の営農と

生活，ひいては地域の復興を目指す，「ＪＡ南三陸震災復興計画」を策定

し，平成 23 年 12 月の臨時総代会にて報告しております。 

 

※ プロジェクトチームは，地元行政や，当組合を含めた農業関係機関
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を構成メンバーとしています。地域農業の復旧・復興に向けて，国

の東日本大震災農業生産対策交付金事業を活用した農業生産施設の

復旧や，共同利用施設の復旧，農業機械共同利用組合の設立等につ

いて取り組んでおります。 

 

 

＜「ＪＡ南三陸震災復興計画」の基本的考え方＞ 

ア 農業生産分野 

園芸と畜産振興を核とした耕畜複合による有機農業を構築し，地域農業の持続的発展を提案します。

・ 被災農地の復旧･集積，被災農家の再建支援・経営相談 

・ 農業共同利用施設の再建，ＪＡによるリース事業 

・ 園芸振興実施体制の整備，団地化の推進，畜産経営の再生支援 

 

イ くらしの活動分野 

訪問・相談活動等地域密着型の活動・事業を通じて被災者等のくらしが一日も早く回復するよう支援

します。 

また，将来にわたって安心して生活できるよう，くらしの相談活動やイベントを通して，健康と生き

がいづくりを支援します。 

・ 震災相談体制の構築，被災者訪問活動 

・ 仮設店舗での営業再開，生活･購買事業の充実強化 

・ 各種イベントの開催，ＪＡ女性部員の加入運動，活性化対策 

 

ウ ＪＡ経営分野 

組織・事業・経営の革新を進め，健全なＪＡ経営をめざします。 

磐石な自己資本を維持し，組合員等の再生支援や金融円滑化への対応を担いうる財務基盤を実現しま

す。 

被災地の金融機関として，安定的かつ円滑な資金供給機能を強化します。 

・ 財務基盤強化による健全経営の確立 

・ 改革･改善による効率的で安定した事業経営 

・ 集落実行組合の再構築と組織力強化 

 

 

 

ｂ 金融面の対応 

 

(ａ)基本方針 

前述の組合員に対するアンケート調査結果等を踏まえ，組合員の現状，
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営農再開への意向，生活資金需要等，個々のニーズを的確に把握し，最適

な支援策を提案，実施してまいります。 

 

(ｂ)既往債務の対策 

東日本大震災により,被災した既往債務のある農業者に対しては,相談体

制を強化し経営状況の実態に応じて「返済猶予」や「償還条件変更（条件

緩和）」に対応するとともに,必要に応じ日本政策金融公庫や農業信用基金

協会と連携した負債整理資金の対応を検討いたします。また,事業の復旧等

に際し,二重債務問題への対応が必要であると判断される場合は,㈱東日本

大震災事業者再生支援機構・宮城県産業復興機構等の活用も検討してまい

ります。 

住宅ローン等生活資金の利用者に対しては,震災の影響が原因で収入減

少などにより返済が滞っている場合,将来にわたり無理のない返済が出来

るよう「返済猶予」や「償還条件変更（条件緩和）」等を提案してまいりま

す。 

また,継続的な延滞が発生している場合は,私的整理ガイドラインの活用

も含め利用者との相談を積極的に行い,状況に応じた対策を実施してまい

ります。 

 

(ｃ)新規資金需要への対応 

 

ア 基本的な考え方 

復興に向けての施設復旧，住宅再建，及びくらしに必要な資金需要につ

いては，県，市町，農業信用基金協会，日本政策金融公庫，住宅金融支

援機構, 農協中央会，農林中金等の関係機関と連携し，低利・無利子資

金等の提供を行ってまいります。 

 

イ 農業者等事業者への対応 

事業再開にかかる資金や，施設，設備の復旧資金等，幅広いニーズに対

して対応できる，農業近代化資金・農林業災害対策資金等を活用し，支

援してまいります。 

また，迅速かつ低利な資金ニーズについては，ＪＡバンク利子助成事業

を活用した農機ローン等のＪＡ農業資金を積極的に活用して対応いたし

ます。 

併せて，農業者の経営継続・再建を応援するために，東日本大震災農業

経営安定資金を活用してまいります。 
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＜農業近代化資金＞ 

津波被害により,耕作地が浸水あるいは農機や施設等が流失するなど

の影響を受けている農業者がいることから,復旧・復興に向けた資金需

要が発生することが想定されます。 

農業近代化資金は,農業者の経営安定のために必要な長期（期間18年）,

低利（実質ゼロ）,無担保無保証（農信基保証料免除）の資金であるこ

とから,積極的に提案してまいります。 

 

＜ＪＡバンク利子助成事業を活用したＪＡ農業関連資金＞ 

東日本大震災の影響を受けている農業者には,制度資金のみではカバ

ーできない農業者が発生することを踏まえ,農業者の負担軽減を図る

ため,ＪＡバンク利子助成事業（最大 1％の利子助成）を活用したＪＡ

農業資金の提案をしてまいります。 

 農機ハウスローン 

 農業経営改善促進資金 

 アグリマイティ資金 

 アグリスーパー資金 

 担い手応援ローン 

 

＜東日本大震災農業経営安定資金＞ 

東日本大震災により被害を受けた農業者（正組合員）の，農業経営維

持安定と，地域農業基盤の拡充を図ることを目的として，農業施設の取

得・復旧費用，農機具の取得・修理，営農再開のための運転資金に活用

いただくため当組合が独自に制定した資金です。 

融資限度額 30 百万円，融資期間 12 年以内で，管内市町，農林中金，

および当組合の利子補給により，当初金利ゼロでご利用いただけます。 

 

ウ 生活資金利用者への対応 

住宅再建等のニーズが，今後，本格化することが想定されますが，当初

5年間無利子の，住宅金融支援機構の住宅融資制度を積極的に活用してま

いります。住宅金融支援機構の上限額以上の資金ニーズや，迅速かつ低

利での資金調達ニーズに対しては，ＪＡ住宅ローンやＪＡリフォームロ

ーンを提案してまいります。 

マイカー購入や生活再建のための資金需要に対しては，被災者用に金利

を引下げたＪＡマイカーローンやＪＡ多目的ローンにより，被災者の生

活必需品購入を支援いたします。 
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＜災害復興住宅融資制度＞ 

平成 23 年 5 月から住宅金融支援機構にて取扱いが開始となった融資

制度であり,主に被災者が住宅再建を行う際に,当初 5 年間無利子,元金

据置期間を 5年（通常 3年）に拡充した被災者支援のための住宅融資制

度です。受託金融機関である当組合として,被災者支援のためＪＡ住宅

ローンやＪＡリフォームローンとあわせて提案してまいります。 

 

 

＜ＪＡ住宅ローン＞ 

平成 23 年 8 月，10 月に住宅ローン相談会を開催し，8 月実施の住宅

ローン相談会における相談者数 4 名，10 月実施の相談会における相談

者数 9名，12 月末の貸出実績は 4百万円となっております。 

東日本大震災で住宅を罹災した方々や地域の復興をお手伝いするた

め，罹災型住宅ローン（特別金利）を設定し,罹災型リフォームローン

と合わせて積極的に提案し,住宅再建支援を行ってまいります。 

 

＜ＪＡリフォームローン＞ 

津波や地震被害により多くの住宅が損壊あるいは浸水の被害にあっ

ております。今後一部損壊した住宅については修繕,浸水のみの住宅等

については耐震性向上のための補修等を行うことが想定されることか

ら,被災者支援を目的に,住宅ローンとあわせて積極的に提案してまい

ります。 

 

＜ＪＡマイカーローン＞ 

津波被害によりマイカーが多く失われ,被災者の生活の足は奪われま

した。当組合管内においては,日々の生活にマイカーが必要不可欠であ

ることから,被災者支援を目的とした罹災者対応型ＪＡマイカーローン

を取り扱っております。具体的には,通常商品よりも金利を下げたうえ,

保証機関と連携し保証料を下げて被災者の負担軽減を図っております。 

 

＜ＪＡ多目的ローン＞ 

津波被害により,家財家具を含む所有資産が流失しました。このため,

被災者は生活を安定させるため,生活必需品の取得は欠かせません。従

いまして,当組合では被災者が耐久消費財購入等を資金使途とする特別

金利を設定した罹災者対応型多目的ローンを準備して,被災者の負担軽

減を図っております。 
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＜想定されるニーズへの対応＞ 

資金種類 想定されるニーズ 公的資金 当組合 

農業資金等

事業資金 

 

 

 

 

・災害復旧に必要な

資金 

・経営安定の維持・

規模拡大資金   

・新規事業資金 

・農林業災害対策資

金 

・農業近代化資金 

・農林漁業セーフテ

ィネット資金 

・農業基盤整備資金

・スーパーＬ資金 

・東日本大震災農業

施設等災害復旧資

金 

・東日本大震災農業

経営安定資金 

・事業者資金 

住宅ローン

等生活資金 

・住宅修繕資金 

・住宅再建資金 

・代替宅地取得資金

・家財等購入資金 

・代替車両取得資金

・生活再建のための

必要資金 

・災害復興住宅融資 ・東北地方太平洋沖

地震災害復旧支援

資金 

・ＪＡ住宅ローン 

・ＪＡリフォーム 

ローン 

・ＪＡマイカーロー

ン 

・ＪＡ多目的ローン

 

ｃ 人材育成と活用 

被災地域において組合員・利用者からの相談に的確に対応し，様々なニ

ーズに対応できる十分な金融手法や各種事業の知識を持った人材の育成を

図ることが不可欠です。そのため，農林中金が開催する県域集合研修や個

別勉強会への参加，資格取得を含めた通信教育の受講を，職員に対して推

奨してまいります。また，今後農業再開に向けた資金相談が見込まれるこ

とから，適切な対応が出来るようＪＡバンク農業金融プランナー（農業融

資実務）の資格取得を奨励してまいります。 

 

（ａ）奨励する主な集合研修と通信教育研修 

集合研修名 通信研修名（検定試験名） 

住宅ローン研修 ＪＡ住宅ローンコース（ＪＡ住宅ローン実務）

農業融資研修 農業融資コース（農業融資実務） 

貸出実務研修 ＪＡバンクローンコース（ＪＡバンクローン）

年金実務研修 年金推進コース（年金実務） 
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（ｂ）資格取得状況              （平成 23 年 3 月末時点） 

資格名 取得人数 

宅地建物取引主任者 5 名

ＦＰ 11 名

年金アドバイザー 2 名

 

ｄ 地域の復興計画策定への参画 

 

当組合は，農業者を代表する立場として，宮城県，登米市，気仙沼市，南

三陸町が行う「農業復旧・復興計画」策定に積極的に関わるとともに，宮城

県気仙沼地方振興事務所主催の「気仙沼本吉地域農業・復興計画策定推進プ

ロジェクト」に，組合長，営農生活担当常務，営農生活担当部長等が参画し，

「気仙沼本吉地域農業・復興計画」を策定するとともに，市・町への提言を

行います。 

 

ｅ 地域農業の復旧・復興に向けた取組みの状況 

 

（ａ）被災農地の復旧 

 

  ア「気仙沼地域農業復興組合」の事務支援 

平成 23 年 10 月 1 日設立の被災農地の再生に農家が共同で取り組む

「気仙沼地域農業復興組合」の農地復旧作業に当たる組合員の募集活

動・会議資料作成・賃金の支払い事務等の事務支援を行い，地域経済

の復興と活性化に取り組んでおります。 

 

  イ 国の事業を使った被災農地の復旧支援 

・ 東日本大震災農業生産対策交付金 

当組合が事業実施主体で被災農地の造成復旧を行い,園芸ハウス等

の建設を実施しております。 

・ 農地災害復旧事業 

県が事業実施主体で,3 年以内に農地を被災前の状態に現況復旧い

たします。 

・ 復興交付金を使った基盤整備事業 

市町村が事業実施主体で,5 年以内に基盤整備による農地復旧を行
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い,担い手への農地集積等により,地域農業の効率化と活性化を図っ

てまいります。 

・ 被災農家経営再開支援事業 

復興組合活動導入による瓦礫処理,除草,除塩等に取組んでまいり     

ます。 

 

（ｂ）リース事業の展開 

震災からの農業生産の復旧には，流失した農業施設や農業用機材や農

業機械の確保が喫緊の課題であり,当組合がいちご・園芸・花卉用大型

パイプハウス・畜産施設及び関連農業機械等の固定資産（リース投資資

産）を取得し担い手をはじめとした組合員,生産組織や農作業受託組織

に対しリースすることにより経済的負担軽減と営農活動の支援を行っ

ております。 

高設栽培システムのパイプハウスや家畜飼養管理施設及びトラクタ

ー・自動選花機といった先進的な大型施設や機械を取得し，農業者へリ

ースすることにより,「気仙沼いちご」，輪菊「黄金郷」,「仙台牛」の

生産拡大を支援します。 

 

(ｃ) 担い手に対する農業再開支援 

津波により施設や農作業機械等を流失した担い手（組織）の経営再開を

支援するため，園芸施設・機械の共同利用化及び農用地の利用集積を機

に，農作業の受委託及び農産物の付加価値化支援等により多角的な経営

が行われるよう，県や市町と連携し，担い手の組織化及び法人化を推進

し，経営の効率化と安定化に取り組みます。 

また，施設・機械のリース事業や各種補助事業による支援と経営指導を

強化し，認定農業者の確保とチャレンジ農家・企業的農業者の育成を図

り，担い手経営モデルの構築に取り組みます。 

加えて，制度資金（利子補給・利子助成）の活用や当組合の資金による

融資により，金融面でのサポートをいたします。 
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東日本大震災農業生産対策交付金事業（平成 23 年度） 

事業項目 
対象

地区 
事業区分 

事業規模

（千円） 
事業内容 

リース先 

（対象者） 

農業機械の
共同利用 

階上 
本吉 

機械の導入 33,409

・トラクター2 台，動
力噴霧器，田植機 2
台，コンバイン 2 台枝
豆ハーベスタ，ブーム
スプレイヤー，大豆播
種機他 

階上・大谷機械
利用組合（5 名）

畜舎・機械の
共同利用 

戸倉 
施設・機械の
導入 

78,647

・畜舎，堆肥舎，飼料
保管庫，機械保管庫 
・素牛 30 頭 
・トラクター1 台，ホ
イルローダー1台，家
畜運搬用具他 

南三陸あぐり第
一復興組合（3
名） 

いちご生産
施設 

階上 

施設・機械の
導入 
生産資材の
導入 

158,016

・いちご用高設栽培シ
ステム付大型パイプ
ハウス３棟 6,500 ㎡ 
・予冷庫 2台，動力噴
霧器一式他 

階上いちご生産
組合（3名） 
 

いちご生産
施設 

志津川 

施設・機械の
導入 
生産資材の
導入 

48,930

・いちご用大型パイプ
ハウス14棟6,000㎡， 
・いちご用管理機 2
台，トラクター1台，
自走式動力噴霧器一
式他 
 

南三陸町いちご
生産組合（3 名）

野菜生産施
設 
（ ほ う れ ん

草,小松菜） 

戸倉 

施設・機械の
導入 
生産資材の
導入 

115,977

・園芸用大型パイプハ
ウス 38 棟 10,000 ㎡ 
・管理機 1台，自走式
ほうれん草根切機，自
走式肥料散布機，自走
式動力噴霧器，トラク
ター各 1 台他 

南三陸あぐり第
一復興組合（3
名） 

花卉施設 志津川 

施設・機械の
導入 
生産資材の
導入 

503,937

・いちご用大型パイプ
ハウス 31 棟 19,844
㎡ 
・暖房機等関連施，自
動選花械，結束機他 
・小規模基盤整備
3.5ha 
 

南三陸町復興組
合・華（4名）

 

(ｄ) 大型施設園芸への転換 

管内農業の方向性として，遊休農地や水田を活用した「春告げやさい」,

輪菊「黄金郷」,「気仙沼いちご」,「気仙沼茶豆」の振興等，高収益作

目の生産拡大を図ってまいります。 

米価に左右されない地域の特性を生かした耕畜複合による有機農業を

確立するため，補助事業等を活用した施設化を進めながら栽培面積の拡

大を図り，園芸産地づくりに取り組みます。 
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金融面では，農業経営規模拡大や生産方式の合理化に必要な資金や，パ

イプハウス等農業施設・設備取得のための必要な資金の提供を図ります。 

 

(ｅ) 畜産の復興と再生 

津波により多くの畜産経営基盤を流失しておりますが，畜舎の復旧･再

建，機械・装備に係る改修等については，国の補助事業等の有効活用を

図っていくとともに，共同利用畜舎等の建設・取得等の新たな生産シス

テム導入にも取り組みます。また，気仙沼市の肉用牛優良子牛保留事業

などによる優良繁殖牛の確保に努めるとともに，気仙沼市繁殖和牛導入

資金貸付基金※などを活用した牛の導入により被災畜産農家の経営再建

を支援します。当組合では，農業者や組合員の資金ニーズに応じて，仙

台牛等の肉用牛生産設備等の取得のための必要資金提供についても支援

してまいります。 

※ 気仙沼市繁殖和牛導入資金貸付基金とは，肉用牛の振興を目的とした繁殖和牛導入事業の財源 

に充てるために気仙沼市が設置した基金 

・ 貸付限度額 70 万円 

・ 利率    無利子 

・ 償還期間  5 年（うち据置期間 2年） 

・ 償還方法  元利金等年賦償還 

 

（ｆ）ブランド化の推進と販売対策の実施 

当地域の被災にあたっては，各種団体等が主催する復興市，復興イベ

ントが全国的な関心・注目を集めました。こうした産地に対する関心等

を活かし，「復興のシンボル」としての産地情報の積極的な発信を行いな

がら，管内重点振興品目である「ちぢみほうれん草」，「春つげなばな類」

等の「春告げやさい」，東北一の生産量を誇る「南三陸の水ふき」，「気仙

沼茶豆」,「気仙沼いちご」,輪菊「黄金郷」等の園芸品目のブランド化

を進め，契約栽培や相対販売の強化による販売先確保と将来を見据えた

販売拡大対策により農家所得の向上を図ります。 

また，地産池消を主とした「南三陸米」のブランド化には食育活動や

各種イベントを通じ地域一体となった取組みを行っています。 

 

(ｇ) 組合員の営農再開 

ア 組合員の農業被害支援を目的に，平成 23 年 7 月 26 日に「ＪＡ南三陸東

日本大震災農業災害支援対策実施要項」を策定し，以下の支援を決定し

ております。 

・ 肥料・農薬損失支援 使用不能となった肥料・農薬について損失額の
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80％を助成 

・ 種もみ損失支援 平成 23 年度用水稲種子流失農家に対し,供給額全

額を助成 

・ 農機損失・修理支援 被災した新品同等農機損失額・修理代金の 60％

を助成 

・ 繁殖牛・子牛斃死支援 斃死した牛に対し平成 22 年度市場平均価格

を基準とし,月齢別家畜の評価額の 2/3 を助成 

・ 廃棄乳代相当額支援 生乳を廃棄した酪農家に対し廃棄乳量の乳代

相当額の 2/3 を助成 

 

イ 東京電力福島原発事故による畜産被害への支援策 

東京電力福島原発の放射能汚染により，放射性物質を含有した稲わら

給与が発生する事態となり，放射性物質を含む牛肉が流通したことで，

牛枝肉や子牛価格の暴落や牛肉の出荷停止等畜産農家に多大な被害が

発生しました。この事態を受け当組合管内の畜産農家に対する支援策と

して以下の対策を実施するとともに，畜産農家の資金相談に応じていま

す。 

・ 飼料・素牛等の平成 24 年 1 月までの購入代金の支払期限を平成 24 年 3

月 31 日まで延長 

（実施期間：平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで） 

・ 預託牛の預託期間を 1年間延長し，延長期間中の預託利息を免除 

（実施期間：平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで） 

 

(ｈ) 店舗・事業戦略の見直し 

平成 23 年 5 月定例理事会（5月 26 日）において，当組合の被災施設・

事業所の原状回復，解体・廃止を決定。平成 23 年 6 月 1 日，組合員・利

用者に対する相談機能を強化し，事業効率化を行う機構改革を実施いた

しました。 

具体的には，津波で流失した施設のうち，営農再開に伴って多くの農機

修理，新規購入が見込まれる北部農機センター等の施設の継続，園芸と

畜産の複合経営により，今後，農業者の収益力向上を担って行く「営農

販売課」の新設等，被災後の組合員・利用者の状況，ニーズを踏まえ，

事業を効率化したうえで，迅速な意思決定の下，必要なサービスを提供

できる体制を再構築いたしました。 

 

(ｉ)被災地の農産物の販売促進・生活支援等 

商店街が壊滅した南三陸町で「復興市」を共催し，被災地区における



 

 27

地産地消を推進するため管内で生産された農畜産物の販売やＰＲ活動及

び生活必需品の円滑な供給を図っております。（平成 23 年 5 月から毎月

開催。） 

    全壊したセルフ給油所を早急に立ち上げ被災地の地域組合員・利用者

に燃料油を安定的に供給するとともに，葬祭センターを復旧させるなど

地域ライフラインの復旧・復興についてもサポートしてまいります。 

 

（６） その他当組合が主として事業を行っている地域における経済の活性化

に資する方策 

 

ａ 創業又は新事業の開拓に対する支援にかかる機能の強化のための方策 

 

（ａ）新規就農に対する支援 

当組合では，東日本大震災による被害を乗り越え，地域農業の活性化を

図っていくうえでは，新規就農の誘致と新規就農者の就農定着を支援して

いくことが必要との認識から，新規就農者に対する営農指導，中古農機の

斡旋，（財）みやぎ農業担い手基金の活用等により支援を行ってまいります。 

また，「市・町担い手総合育成推進協議会」に出席し，新規就農支援にか

かる行政との情報交換，意見具申等を継続的に行うほか，行政等との連携

を密にし，新規就農および就農定着を支援してまいります。 

 

就農者のステージ 取組み内容 

就農検討段階 ・当組合が参画している地方農業振興協議会主催の就農相

談会 

・当組合における就農相談 

就農準備段階 ・県連と連携した就農研修先等の紹介・斡旋 

・行政と連携した農地仲介・斡旋 

・ＪＡバンク新規就農応援事業の活用 

就農段階 ・各種制度資金等の紹介，活用 

・当組合における資金の対応 

・営農・経営指導 

・税務申告支援 

 

（ｂ）六次産業化に対する支援 

農産物等の価値を高め，または新たな価値を生み出すことを目指してい

くうえで，農業者による事業の多角化，高度化，新たな事業の創出等を行

っていく六次産業化の取組みは有意なものと考えられます。 
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当組合は，地域流通の核として直売所を生かし,加工品等の受入体制の整

備と六次産業化に取り組む際の運転資金や施設整備について，資金提案に

より地域の活性化に繋げています。 

全農みやぎ・取引先卸売業者㈱宮果が実施している全県的な加工事業へ

の参加として，フキ・カボチャ・ホウレン草・いちごなど管内野菜の契約

栽培を奨励しており，今後は，管内女性農業グループとの連携による農産

物の加工を推進します。 

 

ｂ 経営に関する相談その他の利用者に対する支援にかかる機能の強化のた

めの方策 

東日本大震災及び東京電力福島原発事故の影響を受けた農業者の復旧へ

の当面の施策として,当組合では農協系統諸団体からの協力もあり,繁殖牛

農家や酪農家向けの支援や風評被害等に対する助成を行ったほか,肥料・農

薬・農機・種もみ損失支援,園芸作物損害支援を実施いたしました。 

今後,東日本大震災からの復旧・復興に向けた農業者等からの経営に関す

る相談に応えるため,当組合では各種補助事業や制度資金の活用,農業再開

や集約化に向けた対応の強化に向け,引き続き営農部署と信用部署とが連

携して取り組むほか,資格取得等人材育成により相談機能向上を図ったう

えで,農業者の収益力向上に向けた営農技術や経営管理,税務申告にかかる

相談対応を行ってまいります。 

併せて,より専門的な相談やアドバイスが必要な場合には,農林中金や農

協系統諸団体及び顧問税理士と連携し対応してまいります。 

 

ｃ 早期の事業再生に資する方策 

これまで農業者に対しては,営農部署が中心となり,農業者の営農技術向

上に向けた指導や記帳等経営管理の向上に向けたサポートを行い,農業経

営にかかる諸課題を洗い出し,早期の経営再建に向けた取組みを指導して

まいりました。 

東日本大震災を受け,足元では既往資金の返済猶予にかかる相談を受け

ている状況にあります。今後の具体的な対応を協議していくにあたり,営農

部署による農業者向け営農指導やコンサルティング及び経営改善計画の策

定支援などの経営面の対策に加え，金融面では,既往債務対策や新規融資の

提供を行っていくことが必要になります。今後,農業者に対しては,営農部

署と信用部署とが連携強化したうえで早期事業再生・経営改善計画の達成

に向けて取組みをサポートしてまいります。 

また，農業者の事業再生に資するため，被災した農業者の中から「経営

改善支援取組み先」（仮称）を指定し，営農指導，被災農地・排水設備等の
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復旧支援，経営改善計画の策定支援等を行ってまいります。 

 

ｄ 事業の承継に対する支援にかかる機能の強化のための方策 

地域における農業，農地や地域社会を維持していくうえでは，事業の円

滑な承継が必要であり，営農部署と信用部署とが連携して担い手農家訪問

を行っているほか,当組合職員に対して経営・税務・法務・相続等の事業承

継に係る研修会を実施し,人材育成に努めており,引き続き情報提供や相談

対応を継続してまいります。 

また,当組合内では解決できない相談・課題等に適切に対応するため,顧

問税理士等外部専門家と連携した相続・税務相談活動を行ってまいります。 

 

 ｅ 地域や利用者に対する積極的な情報発信 

当組合は，様々な機会を通じて，当組合の経営状況等を適時適切に開示

するとともに，地域密着型金融にかかる当組合の取組み状況についても，

ディスクロージャー誌やホームページ及び広報誌を通じて，地域社会へ継

続的に発信しております。 

当組合は，今後も経済復興への支援策も含めて，これらの取組みを継続

することにより，地域社会からの信頼と支持をさらに高めてまいります。 

 

５ 指定支援法人による優先出資の引受け等に係る事項 

 

（１） 社団法人ジェイエイバンク支援協会による優先出資の引受け等を求め

る額及びその内容・金額及び条件 

 

１ 種類 社債型非累積的永久優先出資 

２ 申込期限 

（払込日） 

平成 24 年 3 月 23 日（金）（予定） 

３ 発行価格 

非資本組入額 

１口につき 1,000 円（額面金額１口 1,000 円） 

－ 

４ 発行総額 1,350 百万円 

５ 発行口数 1,350 千口 

６ 配当率 0．32％ 

（平成 24 年 3 月 31 日を基準日とする期末の剰余金の配

当の場合は，払込期日から平成 24 年 3 月 31 日までの間

の日数で日割計算とする。） 

７ 累積条項 非累積的 

８ 参加事項 非参加 
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９ 残余財産の 

配分 

次に掲げる順序により残余財産の分配を行う 

① 優先出資者に対して，優先出資の額面金額に発行済優

先出資の総口数を乗じて得た額をその有する口数に応

じて分配する。 

② ①の分配を行った後の残余財産の分配方法は，総会に

おいてこれを決める。 

③ この組合の残余財産の額が①により算定された優先出

資に対して支払うべき金額に満たないときは，優先出

資者に対して，当該残余財産の額をその口数に応じて

分配する。 

 

（２） 金額の算定根拠及び当該自己資本の活用方法 

  

ａ 必要資本額の根拠 

   平成 23 年 3 月期の当組合の単体自己資本比率は 11.00％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，組合員・利用者の事業・生活基盤に大きな被害が

及んでいるなど，当組合信用事業に係る経営基盤が震災の著しい影響を受

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，当組合はこれらの役割

を果たすため，なお一層の努力が必要であると認識しております。 

   具体的には，高い健全性に支えられた強固な財務基盤を背景に安定的か

つ円滑な資金供給を続けることであり，一方では，地域農業・経済の一日

も早い復旧・復興と活性化に向けて，今回の信用事業強化計画を着実に実

践し，金融支援を含めた復興支援策に全力で取り組むことであります。 

   こうしたことから，財務基盤の健全性を確保し，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 19 億円

の被災者への債権などについて，現時点の保全状況を踏まえ，潜在的なリ

スクが将来顕在化したとしても，十分な自己資本を確保するための額とし

て，1,350 百万円の優先出資を発行し，支援協会に引受を要請するものです。 

平成 24年 3月期決算では,今般の資本増強により,同期の当組合の純資産

額は 29 億円程度まで増加する見込みであり,東日本大震災からの復興需要

に十分耐えうる強固な財務基盤を備えることができるものと考えておりま

す。 
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 ｂ 当該自己資本の活用方針 

   今回の資本増強により，東日本大震災からの復興需要に十分耐えうる強

固な財務基盤を備えることから，金融仲介機能の発揮による農業者等に対

する信用供与の円滑化や各種サービスの向上に持続的に取り組んでまいり

ます。 

 

６ 剰余金の処分の方針 

   

当組合は，農業協同組合として，組合員から出資を受け入れ，生じた剰余

金につきましては，農業協同組合法等の定めるところにより，可能な範囲内

において内部留保の充実に努めるとともに，安定した出資金配当を維持する

ことを基本方針としております。 

  今回，支援協会を相手方とする優先出資の発行を行うこととしております

が，計画期間当初におきましては，震災復興に伴う経費の増加や信用コスト

の上昇が見込まれ，分配可能額を確保することが困難な状況が見込まれるこ

とから，平成 24 年 3 月期決算におきましては，大変遺憾ながら，優先出資・

普通出資ともに無配とさせていただかざるを得ない可能性があるものと考え

ております。 

なお，優先出資の配当を行ったうえで普通出資の配当が可能となった場合

においても，配当にあたっては，今回の東日本大震災からの復旧・復興状況

や内部留保の蓄積状況等を踏まえて，適切な配当水準を検討してまいります。 

 

７ 財務内容の健全性及び事業の健全かつ適切な運営の確保のための方策 

 

（１） 経営管理体制 

 

a ガバナンス体制 

当組合は農業者により組織された協同組合であり，正組合員の代表者で

構成される「総代会」の決定事項を踏まえ，総代会において選任された理

事により構成される「理事会」が業務執行を行っています。また，総代会

で選任された監事が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行ってい

ます。 

信用事業については担当の常務理事を置くとともに，農業協同組合法第

30 条に規定する常勤監事を設置し，ガバナンスの強化を図っています。 

 

ｂ 内部統制整備に向けた取組み方針 
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当組合は，業務改善・効率化や法令遵守の徹底による経営の信頼性向上，

さらに今後導入が想定される「経営者による内部統制評価報告書」の作成

と「内部統制の有効性監査」に対応するため，「内部統制整備に向けた取組

み方針」を定め，全役職員で内部統制システムの構築に取り組んでおりま

す。 

 

（２） 業務執行に対する監査または監督の体制 

   当組合では，内部監査部署を被監査部署から独立して設置し，経営全般

にわたる管理及び各部署の業務の遂行状況を，内部管理態勢の適切性と有

効性の観点から検証・評価し，改善事項の勧告などを通じて業務運営の適

切性の維持・改善に努めています。 

 また，内部監査は，当組合本店・支店のすべてを対象とし，中期及び年

度の内部監査計画に基づき実施しています。監査結果は代表理事組合長，

代表理事専務及び監事に報告したのち被監査部署に通知され，定期的に被

監査部署の改善取組み状況をフォローアップしています。また，監査結果

の概要を半期毎に理事会に報告することとしていますが，特に重要な事項

については，ただちに理事会，代表理事組合長，代表理事専務及び監事に

報告し，適切な措置を講じています。 

 

（３） 固定資産等の取得 

   震災により本支店を始め当組合の多くの施設も被災しましたが，農業の

復興を第一義とし当組合の固定資産の取得に当たっては東日本大震災農業

生産対策交付金事業を活用した農業関連施設の取得を最優先して行います。

必要な固定資産取得に当たっては，既存計画の見直しと復旧施設への投資

バランスを考慮し，固定比率の水準維持に努めます。 

 

（４） 与信リスクの管理（不良債権の適切な管理を含む。）及び市場リスクの

管理を含む各種のリスクの管理状況ならびにこれらに対する今後の方針 

 ａ リスク管理体制 

   組合員・利用者の皆様に安心して当組合をご利用いただくためには，よ

り健全性の高い経営を確保し，信頼性を高めていくことが重要と認識して

おります。 

   このため，有効な内部管理態勢を構築し，直面する様々なリスクに適切

に対応すべくリスク管理体制を整備し，認識すべきリスクの種類や管理体

制と仕組みなど，リスク管理の基本的な体系を整備しています。 

   また，この基本方針に基づき，収益とリスクの適切な管理，適切な資産

自己査定の実施などを通じてリスク管理体制の充実・強化に努めています。 
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 ｂ 信用リスク管理 

 

（ａ）信用リスク管理態勢の現状 

   当組合は，個別の重要案件または大口案件については理事会において対

応方針を決定しています。また，通常の貸出取引については，本店に融資

審査部署を設置し全支店と連携を図りながら，与信審査を行っています。

審査にあたっては，取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評

価を行うとともに，担保評価基準など厳格な審査基準を設けて，与信判定

を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため，

資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方

針を作成・実践し，資産の健全化に取り組んでいます。また，資産自己査

定の結果，貸倒引当金については「債権の償却・引当基準」に基づき必要

額を計上し，資産及び財務の健全化に努めています。 

 

（ｂ）今後の方針（不良債権の適切な管理を含む） 

   平成 23 年 3 月期決算では，東日本大震災により多くの融資取引先につい

て，実態把握や担保物件の確認等が一時的に困難な状況となっていたため，

当組合は仮査定時（平成 22 年 12 月）における情報に基づき資産自己査定

を行い，貸倒引当金を繰入いたしました。 

   平成 24 年 3 月期決算においては，東日本大震災後に進めてきた融資取引

先の実態把握や担保物件の確認作業の結果に基づき資産査定基準を遵守し

た資産自己査定を行い，震災関連の貸倒引当金を計上する予定です。 

   また，震災の影響が中長期に及ぶことが懸念されることから，当組合は，

営農・経済部署や信用事業部署などの関係部署が連携して，農業者等への

訪問・面談等を徹底し，債務者の状況把握に継続的に取り組み，早期の情

報収集に取り組んでまいります。 

   その状況を適切に踏まえたうえで，リスク管理部署が当組合全体の信用

リスク状況等を適切に把握・分析するとともに，本支店融資担当部署が中

心となって，債務者の状況等に適した再建支援等に取り組み，不良債権の

抑制等に取り組んでまいります。 

   また，理事会は信用リスクに関する報告を四半期毎かつ必要に応じて随

時に受け，必要な改善策等を指示するなど適切にリスクを把握・管理して

まいります。 

 

 ｃ 市場リスク管理 
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（ａ）市場リスク管理態勢の現状 

   当組合では，「ＪＡバンク基本方針」に基づき，経営体制・リスク管理能

力・財務体力を超えた資金運用を防止することを基本とし，余裕金の 3 分

の 2 以上を農林中金に預け入れしております。この預け金以外の資金運用

については，金利リスク，価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコ

ントロールすることにより，収益化及び財務の安定化を図っています。こ

のため，財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭ（資

産・負債管理）を基本に，資産・負債の金利感応度分析などを実施し，金

融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。 

   とりわけ，有価証券運用については，市場動向や経済見通しなどの投資

環境分析及び当組合の保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを

考慮し，経営層で構成するＡＬＭ委員会を四半期毎に定例開催して，運用

方針及びリスク管理方針を協議したのち，理事会において決定しています。

運用部署は，理事会で決定した運用方針などに基づき，有価証券の売買や

リスクヘッジ（損失等の危機回避）を行っています。運用部署が行った取

引についてはリスク管理部署が適切な執行を行っているかどうかチェック

し定期的にリスク量の測定を行い理事会に報告しています。 

   ①理事会への報告   毎月報告 

   ②ＡＬＭ委員会の開催 四半期毎定例会・市場動向により随時開催 

 

（ｂ）今後の方針 

   当組合は，今後も上記の管理態勢に基づく適切なリスク管理に取り組む

とともに，市場動向の変化や当組合ポートフォリオ動向等に応じて管理態

勢の改善を図るなど，市場リスク管理態勢を引き続き徹底してまいります。 

 

 ｄ 流動性リスク管理 

 

（ａ）流動性リスク管理態勢の現状 

   当組合では，前述のとおり，余裕金の 3 分の 2 以上を農林中金に預け入

れしており，全体として高い流動性を確保しております。そのうえで，運

用調達について毎月次の資金計画を協議・作成し，安定的な流動性の確保

に努めています。また，預け金以外の資金運用にかかる市場流動性リスク

については，投資判断を行ううえでの重要な要素と位置づけ，商品ごとに

異なる流動性（換金性）を把握したうえで，運用方針などの策定の際に検

討を行っています。 

 

（ｂ）今後の方針 
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   当組合は，今後も上記の管理態勢に基づく適切なリスク管理に取り組む

とともに，必要に応じて管理態勢の改善を図るなど，流動性リスク管理態

勢を引き続き徹底してまいります。 

 

 ｅ オペレーショナル・リスク管理 

 

（ａ）オペレーショナル・リスク管理態勢の現状 

   当組合では，収益発生を意図し能動的な要因により発生する信用リスク

や市場リスク及び流動性リスク以外のリスクで，受動的に発生する事務，

システム，法務などについて，事務手続にかかる各種規程を決め，その有

効性について内部監査や監事監査の対象とするとともに，事故・事務ミス

が発生した場合はすみやかに状況を把握して報告する体制を整備して，リ

スク発生後の対応及び改善が迅速・正確に反映できるよう努めています。 

   このうち，事務リスクについては，業務の多様化や事務量の増加に対応

して，正確な事務処理を行うため事務マニュアルを整備するとともに，自

主検査・自店検査を実施し事務リスクの削減に努めています。また，事故・

事務ミスが発生した場合には，発生状況を把握し改善を図るとともに，内

部監査により重点的なチェックを行い，再発防止策を実施しています。 

   また，システムリスクについては，コンピュータシステムの安定稼動の

ため，安全かつ円滑な運用に努めるとともに，システムの万一の災害・障

害等に備え，システムリスク管理についてのマニュアルを策定しています。 

 

（ｂ）今後の方針 

当組合は，今後も上記の管理態勢に基づく適切なリスク管理に取り組む

とともに，必要に応じて管理態勢の改善を図るなど，オペレーショナル・

リスク管理態勢を引き続き徹底してまいります 

以 上 



 

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 

化に関する法律施行規則附則第３条第２号に掲げる書類 

 

 

○ 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日に 

おける自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、 

財産及び損益の状況を知ることができる書類 

 
























































