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はじめに 
 当組合は、宮城県仙台市、多賀城市、塩竃市、利府町、七ヶ浜町、松島町を

事業区域とする農業協同組合として、「奉仕」「信頼」「安全・安心」の基本理念

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は、当組合管内の農業および経

済に甚大な被害をもたらしました。また、当組合も本支店 21 店舗のうち 18 店

舗（うち全壊 1店舗）、その他の施設 45 施設のうち 37 施設(うち全壊 3施設)が

被災するなど大きな被害を受けました。 

 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、地域の農業者をはじめ

とする当組合の組合員・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。 

 社団法人ジェイエイバンク支援協会は、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

づいたさまざまな施策に鋭意取り組んでまいります。 

 

 

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
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かる信用事業強化計画に基づき、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・助言

を受けるものとする。 
 
（４）本契約は、契約締結の日（社団法人ジェイエイバンク支援協会による当

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。 
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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 当組合管内の農業・経済情勢 

東北地方の経済の中心である政令指定都市の仙台市は「卸業」「小売業」

「サービス業」を中核とする都市であり、河川沿いや市中心部を囲むよう

に稲作を中心とする農地が広がっております。多賀城市は仙台港の「工業」、

塩竃市や七ヶ浜町は「漁業」、利府町は果樹を中心とする「農業」や「商業」、

松島町は「漁業」、「農業」、「観光業」が中心の産業となっております。 

管内農業の状況は、総地目面積 933 ㎢のうち農地面積 84 ㎢、総人口

1,233,599 人のうち農家数 6,352 戸であって、東部の平坦部を中心に稲作

が盛んであるほか、広域にわたって稲作をはじめ、だいこん、にんじん、

ほうれんそう、レタス、ねぎといった野菜、花き、畜産など多様な農業生

産活動が営まれています。 

これらの農業・経済情勢を背景として、当組合は地域農業の振興や地産

地消・食農教育を積極的に展開しているほか、地域に根ざした金融機関と

して、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 1,980 億円、貸出金残高は 1,073 億円

となっており、地域農業・経済を支えていく大きな役割を担っていると認

識しております。 
 

ｂ 東日本大震災による影響 

   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。また、当組合も本支店 21 店舗のうち 18 店舗（う

ち全壊 1店舗）、その他の施設 45 施設のうち 37 施設(うち全壊 3施設)が被

災するなど大きな被害を受けました。 

   市町等の発表によると、現在判明している管内の津波による農地の被害

状況は、1,967ha に及び、管内農地面積の約 3分の 1に相当いたします。ま

た、県内の農畜産業関連被害額は 5,194 億円（平成 23 年 12 月 6 日 宮城

県農林水産部資料）、管内住宅被害棟数は一部損壊を含めると254,043棟（平

成 23 年 12 月 28 日 宮城県災害対策本部発表）となっております。 

   この東日本大震災の影響により、当組合管内においては、雇用情勢の悪

化、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。 
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   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

念される中で、東日本大震災からの一日も早い復旧・復興に向けて、当組

合といたしましても、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、

組合員・利用者からの声に丁寧に耳を傾けながら、組合員・利用者にと

って最適な金融機能の提供に努め、地域農業・経済の活性化に向けて真

摯に取り組んでまいります。 

   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、地域の商工会等との連携を図り、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 

   東日本大震災以降、被災された農業者においては、農業施設の損壊・

消失や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、信用事業部署と営農・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、被災状況・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。 
 

（ｃ）地域再生への積極的な参画 

   当組合の組合員・利用者は、専業農家のほか、兼業農家として勤労収

入等で生計を立てている場合も多いため、組合員・利用者の復興のため

には地域の再生が必要不可欠であります。また、地域の再生のためには、

津波被害により住宅や所有資産を流出したり、地盤沈下等により住宅が

損壊した地域住民が多数いることから、住宅の再建をはじめとする生活

基盤の安定化を図る必要があります。 

当組合は、農業協同組合としての情報集積機能をさらに発揮し、行政

や農協系統諸団体との連携を密にして、様々な公的支援策も活用しなが

ら、組合員・利用者への復興支援に取り組んでまいります。 
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   また、地域経済を構成する一員として、地域復興計画等の策定や実施

などにも多面的かつ積極的に参画し、地域経済の復興と活性化に取り組

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 

 （ａ）東日本大震災前の体制 

当組合は、地域の金融機関として、農業をはじめとする地域経済の発展

に資するべく取り組んでまいりました。 

全支店に総合渉外担当者（86 名）（※）と融資担当者（20 名）を配置の

うえ、営農センターに配置している地区担当者（3 センター、31 名）と連

携し、農業者のニーズに合わせた相談対応を行ってまいりました。また、

本店信用事業部署に農業融資にかかる企画推進・管理を行う「担い手金融

リーダー」を 2 名配置し、本店関係部署間の連携調整や支店融資担当者の

資金対応にかかる相談やサポートを行ってまいりました。 
※ 総合渉外担当者は、信用・共済事業を中心に組合事業全般にかかる訪問活動を行

っております。 

また、金融サービスのニーズの掘り起こしにかかる活動として、1 営農

センターの地区担当者 1 名と本店金融推進担当者、総合渉外担当者とが連

携し、農業メイン強化先（2,150 先、当組合購買取扱高上位先等）のうち

100 戸訪問を実施（平成 23 年 12 月現在）してきております。 

加えて、上記体制による取組みを強化し、実効性の向上を図るため、農

林中金仙台支店から同行訪問やファンド等の紹介等のサポートを受けて取

組みを進めてまいりました。 

当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者

をはじめとする組合員・利用者に対して必要な資金を円滑に供給していく

こと」を、最も重要な役割の一つと認識しており、この認識に基づき、「金

融円滑化にかかる基本方針」を制定し、本支店において農業者に対する信

用供与の円滑化を適切に推進するための体制を整備してまいりました。 

 

金融円滑化にかかる基本方針（概要） 

１ お借入条件の変更等のお申込みに対する、柔軟な対応 

２ 組合員・利用者の経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援 

３ お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説

明 

４ お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応

５ 金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応 

６ 当組合の金融円滑化管理に関する体制 
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（ｂ）東日本大震災直後の体制 

東日本大震災直後は、組合員・利用者の多くが自宅を被災し避難所で生

活をせざるを得ない状況となりました。また、津波により、着の身着のま

まで避難され、通帳やキャッシュカードを持っていなかった被災者が多か

ったため、当組合といたしましては、被災者の当面の生活資金確保等、緊

急対応を実施してまいりました。 

具体的には、東日本大震災により休業した 2 信用店舗について近隣支店

で代行業務を行った（平成 23 年 5 月中旬までに営業再開済）ほか、農林中

金本店に被災者用フリーダイヤルを設置し、事故登録対応や被災者からの

照会・相談対応を実施いたしました。 

また、被災者の当面の生活資金確保のため、平成 23 年 4 月中旬まで休日

を含め貯金の便宜支払い対応を行い、86 件・8,417 千円（平成 23 年 12 月

30 日現在）の支払いを行ったほか、定期貯金等の期限前払戻しや振込手数

料の全額免除等の柔軟な対応を行いました。あわせて、平成 23 年 5 月の連

休明けまで休日を含め、共済担当者が全国共済農業協同組合連合会との連

携のもと、店舗窓口や避難所訪問等により、建物共済金等の支払い請求に

応じるほか、掛金払込の猶予や被害調査を実施し、31 千件・805 億円（平

成 23 年 12 月 30 日現在）の支払いを行いました。 

 

（ｃ）現在の体制 

ア 農業者に対する訪問活動 

 （ア）営農再開に向けた総合支援 

被災農業者に対しては、3営農センターの地区担当者 31 名が訪問活

動を通じ、農業経営等に関する全般的な窓口となり、次のような相談

等に対応しております。相談に対しては、行政や地域の復興計画及び

農地・農業用施設等の復旧・関連事業の取組みと連携して対応してま

いります。 

① 稲作・園芸作物・畜産等の生産・販売・経営指導の相談 

② 農業資金・補助金の相談 

③ 東日本大震災による被災農地における営農再開地域の瓦礫除

去・除塩・圃場整備事業等の復旧・復興の相談 

④ 農作物の安全確保を目的とした放射能調査に関する相談 

⑤ 生活・営農再開に向けての国の支援事業に関する相談等 

なお、営農再開に向けた資金ニーズ等の相談においては、地区担当者

の要請に基づき、信用事業担当部署から最適な資金の提案サポートを行

う内部連携体制を構築しております。 
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 （イ）集落営農組織に対する経営相談 

集落営農組織については、本店の営農部担い手支援課 3名体制で支

援に取り組んでおります。具体的には、行政、農協系統諸団体への交

付金申請等のとりまとめなどの統括的な業務については、組合内関係

部署と連携を図りながら業務を進め、基本的に各営農センター管内と

する地区割り制による個別対応を恒常的に行い、現状の経営内容の認

識や法人化等の経営相談ならびに記帳代行・決算処理の会計業務や東

日本大震災に係る相談及び各種補助金の申請事務に取り組んでおり

ます。また、農業資金の相談においては、営農部担い手支援課と信用

事業担当部署とが連携して提案サポートを行う等の対応を行ってお

ります。 

 

 （ウ）農業メイン強化先への出向く体制の強化 

東日本大震災からの復旧・復興の状況を踏まえつつ、営農意欲の強

い農業者として、園芸販売高 100 万円以上の 316 戸に対し、3 営農セ

ンターの地区担当者 31 名と融資渉外担当者 10 名（※）が連携し、資

金需要の掘り起こしにかかる訪問活動を進めることといたします。 
※ 融資渉外担当者 10 名は、東日本大震災からの復興に万全を期すため、農

業資金、住宅関連資金等のニーズを的確に把握し早期に対応できる体制

整備のため、実務研修を受けた（平成 24 年 1月から 3 月）者で、被災の

大きい地区の支店に 4 月より配置いたします。 

 

イ 震災復興支援にかかる相談体制の強化 

（ア）震災復興・総合企画部の体制強化 

復興支援にかかる企画推進・管理を行う震災復興・総合企画部にお

いて、震災相談窓口担当者のサポートや、経営支援と資金融通など相

談内容が組合事業の横断的な事項について調整を行います。平成 24

年 4 月に 2名増員し 8名体制とし、津波被害の大きい地区の集落営農

組織の再編等の経営指導や農業融資等について迅速な対応を行って

まいります。 

震災復興・総合企画部においては、震災相談窓口担当者が受け付け

たすべての相談内容をとりまとめ、進捗管理を行うことにより、受け

付けた相談の対応もれ等が発生しないよう取り組んでまいります。 

また、支店融資担当者への指導・指示や、営農センターの地区担当

者及び支店融資担当者への研修等も各部署を統括して行ってまいり

ます。 

法律が関わる問題や税務指導など当組合単独では対処し得ない事

項については、「震災復興・総合企画部」が窓口となって、農林中金
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仙台支店の指導を得るほか、外部専門家（弁護士・税理士）と顧問契

約を締結しており、専門家のノウハウを活用して被災者への相談に対

処いたします。 

 

（イ）震災相談窓口の設置 

営農センター及び全支店に、被災者から農業経営や生産販売、農

業・生活資金に関する相談などを受け付ける「震災相談窓口担当者（営

農相談員地区リーダー・支店融資担当者）」を平成 24 年 4 月に 23 名

任命し、窓口において明示することとします。 

震災相談窓口担当者は、被災した組合員・利用者からの相談を的確

に把握し、組合事業の横断的な対応が必要な場合は震災復興・総合企

画部が主体的に、本店関係部署や行政、農協系統諸団体等と連携のう

え被災者が抱える固有の問題に対して迅速に解決策を提供してまい

ります。 

 

（ウ）営農相談会の開催 

津波等の地区被災の大きい 5支店（六郷支店、七郷支店、高砂支店、

多賀城支店、七ヶ浜支店）においては、震災復興・総合企画部の統括

のもと、農業者を対象に、営農技術・経営相談等に加え最適な資金の

提案サポートまで行う営農相談会を月1回開催することといたします。 
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 ＜組合内相談受付体制図＞ 
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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、以下のとおり進捗管理していくことと

しております。 

（ａ）信用事業強化計画等検討会議による進捗管理 

信用事業強化計画の進捗管理を行う『信用事業強化計画等検討会議』

には、当組合常勤役員・常勤監事・本店部室長が参画し、月次で開催す

ることとしております。同検討会議の中で、施策の進捗及び計数実績の

管理を行うとともに、必要に応じて個別課題に対する改善策などの協議

を行うこととします。 

 

（ｂ）理事会での進捗管理 

理事会は、信用事業強化計画等検討会議での協議を経て、四半期ごと

に信用事業強化計画の取組状況の報告を受け、計画の進捗状況を管理す

るとともに、農業者等への信用供与の実施状況を適切に検証してまいり

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、適切に

実施事項の改善を図ってまいります。 
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（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 不動産担保又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や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の状況を踏まえ、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おります。 

 そのため、農林中金仙台支店や宮城県農業信用保証基金協会による震災

特例融資にかかる研修会や改正事務手続にかかる研修会、住宅金融支援機

構の災害復興住宅融資制度の研修会などを実施しております。 

 今後も引き続き、保証会社や農林中金等関係機関と連携した研修会を開

催し、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、原則経営者以外の第三者の個人連帯保証を求

めないこととする内容に事務取扱要領を改正し、個人保証に過度に依存し

ない取組みを進めております。 

＜震災特例融資＞ 

被災した農業者に対して、当組合原資の農業近代化資金、日本政策金

融公庫原資の農林漁業セーフティネット資金、農林漁業施設資金、スー

パーＬ資金が最長 18 年無利子かつ実質担保・保証人不要で対応できる震

災特例融資の枠組みが設けられました。 

震災特例融資は、長期かつ低利であり、担保・保証人に依存しない資

金であることから、農業者の復旧・復興支援につながるものと判断して

おり、当組合原資の資金に加え、当組合が受託する日本政策金融公庫資

金についても、積極的に活用してまいります。 

 

ｂ 出資の機会の提供 

当組合としては、管内の営農形態の動向・変化等を把握しながら、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者に対し、

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
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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省承認を受けた機関

です。 

 

（４）東日本大震災の被災者への信用供与の状況 

ａ 被災者向け債権の状況 

当組合におきましては、震災直後の平成 23 年 3 月から 8月にかけて、全

組合員の安否確認を行ったほか、東日本大震災による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、担保不動産を有する債務者、職

場を有する債務者を対象に被災状況等の確認を行いました（4,954 先、645

億円）。 

 確認の結果、東日本大震災の影響を少なからず受けている被災者向けの

貸出金は合計で、903 先、126 億円となり、当組合の貸出金全体の 12.0％

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 998 億円に対し、12.6％となります。 

 当組合の組合員・利用者は、農業に従事する傍らで、勤労収入で生計を

立てている場合も多いため、地域の復興状況により、貸出金等の状況も変

わってまいります。しかしながら、地域の復興については、未だに見通し

が立っておらず、そのため、当組合の今後の財務についても、見通し難い

状況です。 

 

＜被災債権の内訳＞                  (単位：先、百万円) 

23 年 9 月末 a うち被災者向け債権 b  

先数※ 金額 先数※ 金額 

b/a 

農業資金 200 1,695 39 612 36.1％

住宅資金 2,135 86,943 199 10,959 12.6％

その他 

(小口ローン等) 

12,887 16,501 665 1,047 6.3％

合計 15,222 105,139 903 12,618 12.0％

※ 複数の支店および資金種類を利用している場合は先数に重複があります。 

 

ｂ 被災者に対する条件変更等の状況 

 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、住宅資金利用者等から既往貸出金の返済猶予

等の条件変更申請を受け付けました。その結果、28 件、675 百万円の申請

を受け付けております。 

当組合では、全支店に金融円滑化対応にかかる相談窓口を設置しており、

引き続き、既往債権の条件変更（返済猶予、期間延長等）に関する相談業
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務を柔軟に行ってまいります。 

また、私的整理ガイドライン対応につきましても、金融円滑化対応にか

かる相談窓口において相談・申請サポートができる体制を整備し、既往債

務の弁済に困難を来たしている個人債務者に対して、自助努力による生活

や事業の再建支援に向け、相談業務を行ってまいります。 

  

  ＜金融円滑化受付・実行状況（平成 23 年 12 月末）＞（単位：件、百万円） 

受付ベース 実行ベース  

件数 金額 件数 金額 

23 年度 28 675 26 581

うち事業資金・農業資金 17 558 16 485

うち一般案件 1 72 － － 

 うち東日本大震災対応案件 16 485 16 485

うち住宅ローン（住宅資金借入者） 11 117 10 96

うち一般案件 1 21 － －

 

 

 

 

 

 うち東日本大震災対応案件 10 96 10 96

   

＜私的整理ガイドライン相談・実行状況（平成 23 年 12 月末）＞ 

相談ベース 実行ベース  

件数 件数 

23 年度 3 件 － 件

   

ｃ 被災者に対する新規融資の状況 

 東日本大震災以降、地域の復旧・復興状況等が見通せない中ではありま

すが、東日本大震災で被災した組合員・利用者の復旧・復興に向けて、新

規融資を積極的に行ってまいりました。その結果、平成 23 年 12 月末まで

の間、93 件、779 百万円の新規融資を実行いたしました。 

主に地震被害のあった住宅や農業施設の緊急な修繕に要する資金、津波

被害にあった農機具の復旧資金、震災における住宅の仮住まい費用のほか、

震災直後の当座の費用等、様々な資金需要に早急にお応えするため新規融

資を行いました。 

今後も、組合員・利用者の資金ニーズを的確に把握し、主要生産物であ

る米、だいこん、にんじん等の農業生産回復のためのトラクター等農機具

等の取得や住宅・自動車等の取得などの様々な資金ニーズに対応した新規

融資を行ってまいります。 
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＜新規融資の実績 東日本大震災災害復興資金（平成 23 年 12 月末）＞ 

     （単位：実行ベース、件、百万円） 

 件数 金額 

（仙台市農業振興資金）農業災害復旧資金 - -

（日本政策金融公庫）農林漁業セーフティネット資金（直貸） 2 13

（日本政策金融公庫）農林漁業施設資金（直貸） - -

（日本政策金融公庫）スーパーＬ資金（直貸） 6 46

農業近代化資金 - -

東日本大震災災害復旧支援資金（基金協会保証型） 17 71

東日本大震災災害復旧支援資金（ＪＡ仙台独自資金） 1 3

（住宅金融支援機構）災害復興住宅融資 - -

機関保証付 11 217

プロパー型 9 311ＪＡ仙台住宅ローン 

賃貸住宅ローン 2 54

ジャックス罹災型リフォームローン 4 10

ジャックス罹災型多目的ローン 2 2

ＪＡ仙台マイカーローン 39 53

合計 93 779

 

 

（５）東日本大震災の被災者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 東日本大震災後の地域の現状と被災者のニーズ 

 東日本大震災の津波被害により、当組合が管轄する仙台市、多賀城市、

塩竃市、利府町、七ヶ浜町、松島町の沿岸部は、地域住民の生活基盤や

農業をはじめとする地域産業が壊滅的な打撃を受けております。 

 また、内陸部においては、相対的に震災の影響が軽度であった仙台市

都市地区を中心に、既に東日本大震災以前の経済活動に戻りつつありま

すが、度重なる余震により住宅の損壊や丘陵地を中心に地盤沈下等が発

生している地域も広範囲にわたっていることや一部の農業者や事業者に

おいて東京電力福島原発事故の影響を受けるなど、被災者のおかれてい

る状況は、被災状況や地区により大きく異なっております。 

 沿岸部においては、農地や住宅被害、所有資産等の流出等が大きかっ

たことから、震災直後数ヶ月間は避難所生活等での生活資金の確保によ

る払出しがありました。被災資産の共済金等保険金の受取り後は生活資

金の確保は一巡し､マイカー等生活必需品取得の金融サービスニーズが
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発生してきておりますが、県・市町等の震災復興計画にかかる建築制限

や集団移転等もあり、営農再開・住宅再建等の復旧・復興には未だ見通

しがつかない状況にあります。 

内陸部においては、経済活動は東日本大震災以前に戻りつつあり、一

部においては住宅再建のニーズはでてきておりますが、住宅資材の高騰

や施工業者の確保が困難な状況となっていることや地盤沈下等が発生し

た住宅地に対する公的な地盤修復対策が示されていないことから、住宅

再建にかかる本格的な復旧・復興には至っていない状況です。 

 

ｂ 被災者ニーズを踏まえた支援方策の方向性 

 当組合管内における被災地域の現状と被災者の復旧・復興ニーズが多

岐にわたることを踏まえると、組合員・利用者の皆様からの声に丁寧に

耳を傾けて状況・ニーズの把握を的確に行うとともに、一人ひとりの復

興をサポートするためには持続的かつ適切な金融機能を提供していくこ

とが必要であると認識しております。 

農業復興にあたっては、土地の利用調整を行いながら農地の面的集約

や経営の大規模化、作物転換等を通じて農業算出額の向上を図る等競争

力のある農業の再生、復興を目的とした宮城県の震災復興計画及びＪＡ

仙台21世紀水田農業チャレンジプランを推進する組合員の資金需要に応

えてまいります。 

また、組合員個人の生活再建に対しては、住宅及び生活再建に向けた

資金を積極的に対応してまいります。 

なお、東日本大震災による被害は極めて甚大であり、当組合単独で実

施できる範囲に限りがあることから、行政や農林中金等系統関係機関と

の連携を強化し、多岐にわたる被災者のニーズに的確に対応できる体制

を構築し、復旧・復興への支援を行ってまいります。 

 

ｃ 金融面の対策 

 前述のとおり、被災地域の現状と被災者の復旧・復興ニーズは多岐に

わたっている状況です。当組合では、被災者に対する復旧・復興支援を

行うにあたり、前述の「現在の体制」により、被災者からの声に丁寧に

耳を傾け、既往貸出金の条件変更等金融円滑化対応のほか、被災者の状

況により、私的整理ガイドラインの適用や宮城県産業復興機構及び東日

本大震災事業者再生支援機構を活用し、新規融資対応とあわせ被災者の

再生支援を行ってまいります。 

復興に向けた新規融資につきましては、日本政策金融公庫や当組合独

自資金など多様な震災関連融資資金が存在し、「どんな時に使える資金が
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あるのかわかりづらい」との被災者からの声を受け、復旧・復興に関連

する、借入期間、金利、担保、保証等の面で優遇措置のあるすべての融

資資金について以下のとおり商品一覧（「ＪＡ仙台 東日本大震災 災害

復興資金」）を作成し、当組合ホームページ・広報誌等を通じて公表のう

え、提供しております。このほかにも、農業機械・設備等取得のための

ローンや住宅・マイカー・教育等のローンを取り揃えております。 

また、復旧・復興までの間の、手元資金や将来の生活再建のための留

保資金の安全有利運用のための貯蓄性商品も適切に提案してまいります。 

 

＜「ＪＡ仙台 東日本大震災 災害復興資金」農業関連資金（平成 23 年 12 月

末現在）＞ 
お使いみち お借入金額 お借入期間 金　　利 保　　証 担　　保

農機具、ハウス、
作業場等施設の復
旧

・個人農業者の方
　　500万円以内
・農業法人等
　　2,000万円以内

6年以内
（据置期間
1年以内含）

固定金利
年０.５％

農業信用基金協会
保証料　0.46％
（一括前払い）

原則不要

農業経営維持安定
に必要な長期運転
資金

1,200万円以内
特認(年間経費等の
12/12)

13年以内
（据置期間
6年以内含）

実質無利子
原則として個人は不
要、法人は代表者

原則不要

農機具、ハウス、
作業場等施設の復
旧、果樹の補植

1施設当り1,200万円
18年以内

（据置期間
6年以内含）

実質無利子
原則として個人は不
要、法人は代表者

融資対象物件
以外は原則不
要

農機具、ハウス、
作業場等施設の復
旧、果樹の補植、
農地の取得、家畜
の購入育成

・個人農業者の方
    15,000万円以内
・法人等
　  50,000万円以内

28年以内
（据置期間
13年以内含）

最長18年間
実質無利子

原則として個人は不
要、法人は代表者

融資対象物件
以外は原則不
要

農機具、ハウス、
作業場等施設の復
旧、果樹の補植、
家畜の購入育成

・個人農業者の方
    1,800万円以内
・法人等
 　 20,000万円以内

最長18年以内
（据置期間最長
10年以内含）

最長18年間
実質無利子

農業信用基金協会
（保証料なし）

借入金額によ
り必要となる
場合がありま
す。

・住宅及び関連施
設の復旧資金
・農機具及び農業
関連施設等の復旧
資金
・その他災害復旧
に要する資金

500万円以内
（うち生活資金200万円
以内含）

15年以内
（据置期間
2年以内含）

変動金利
年０.５％

農業信用基金協会
保証料　0.5％
（一括前払い）

原則不要

農業近代化資金

「東日本大震災」
災害復旧支援資金
（基金協会保証型）

資金名

（仙台市農業振興資金）
農業災害復旧資金

（日本政策金融公庫）
農林漁業

セーフティネット資金

（日本政策金融公庫）
農林漁業施設資金

（日本政策金融公庫）
スーパーＬ資金

 
＜農業災害復旧資金＞貸付利率まで利子補給があります。 

＜日本政策金融公庫資金＞日本政策金融公庫原資の資金で、実質的な無担保・無保証人、実質無

利子（最長 18 年間金利相当分を利子助成）、償還期限・据置期間を 3年延長、融資限度

額の引き上げ等の措置がなされております。 

＜農業近代化資金＞実質的な無担保・無保証人、実質無利子（最長 18 年間金利相当分を利子補

給）、保証料負担なし、償還期限・据置期間を 3 年延長等の措置がなされております。 

＜東日本大震災災害復旧支援資金＞当組合独自の低利資金で、農業・住宅・生活復旧に関する幅

広い使途に対応します。 

 



 - 16 -

＜「ＪＡ仙台 東日本大震災 災害復興資金」生活関連資金（平成 23 年 12 月

末現在）＞ 

お使いみち
お借入
金 額

お借入期間 金　　利 保　証 担保

・住宅及び関連施設
　の復旧資金
・農機具及び農業関連
・施設等の復旧資金
・その他災害復旧に
　要する資金

500万円以内
（うち生活資金
200万円以内含）

15年以内
（据置期間
2年以内含）

変動金利
年1.0％

個人連帯
保証人
1名以上

要

① 住宅の建設
② 新築住宅の購入
③ 中古住宅の購入
④ 住宅の補修

① 1,910万円以内
② 2,880万円以内
③ 2,880万円以内
④ 640万円以内
※①～③には特例
加算額の450万円
を含む。
※他制限等があり
ます。

①～③10年以上
　　　35年以内

④ 1年以上
　　　20年以内
※上記期間は、
住宅の構造等に
より異なります。

全期間固定金利
・基本融資額
　当初5年間　0.00％
　6～10年目  1.05％
　11年目以降 1.58％
・特例加算額
　全期間　2.48％

不要 要

・住宅の建設
・新築住宅の購入
・中古住宅の購入
・住宅の補修

10万円以上
5,000万円以内

3年以上
35年以内

・全期間変動金利
　　　　 　0.80％
・固定金利選択型
　　3年　 0.75％
　　5年   0.95％
　 10年   1.40％

農業信用
基金協会
協同住宅

ローン(株)

要

・住宅の増改築及び
　住宅設備機器購入
・耐震強化工事資金
・その他

10万円以上
1,000万円以内
 (自営業者は700万円
以内）

6ヶ月以上
10年以内

変動金利
年1.9％

（保証料込）
㈱ジャックス

原則
不要

資金使途が確認でき、
耐久消費財等の健全な
消費資金
 （事業性、借入返済等
を除く資金）

10万円以上
500万円以内

6ヶ月以上
10年以内

（100万円以下
の借入は5年以内）

変動金利
年3.3％

（保証料込）
㈱ジャックス

原則
不要

自動車・バイクの購入
等（中古車を含む）

10万円以上
500万円以内

6ヶ月以上
7年以内

変動金利
　　1.0％
固定金利
　　1.6％

（保証料別）

農業信用基金
協会
㈱ジャックス
㈱オリエント
コーポレー
ション

原則
不要

ジャックス罹災型
多目的ローン

ＪＡ仙台
マイカーローン

資金名

「東日本大震災」
災害復旧支援資金

（ＪＡ仙台独自資金）

（住宅金融支援機構）
災害復興住宅融資

ＪＡ仙台
住宅ローン

ジャックス罹災型
リフォームローン

 

 

ｄ 人材育成と活用 

当組合では、農業者をはじめとする組合員・利用者からの相談に的確に

対応し、適切な助言を行いうる金融及び各種事業の知識をもった人材の育

成を図るため、農業融資・住宅ローン等の融資業務や年金・相続等の相談

業務を中心に研修受講及び資格取得の奨励を行ってまいりました。 

今後、農業融資については、被災した農業者の営農再開に向けた資金ニ
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ーズに加え、復旧・復興にあわせた営農品目の拡大や集約化に向けた資金

ニーズが見込まれることから、これら資金ニーズに一層適切に対応してい

くため、農業経営アドバイザーや新たに平成 23 年 10 月に創設されたＪＡ

バンク農業金融プランナーの資格取得を奨励してまいります。また、今後

生活基盤の安定化が進展するにつれ、住宅再建等にあわせ土地・建物取引

や生活設計にかかる相談が増加するものと見込まれることから、ＦＰ、年

金アドバイザー、宅地建物取引主任者についても資格取得を奨励してまい

ります。 

その他、被災者をはじめとする組合員・利用者からの様々な相談に適切

に対応し、適切な助言を行いうる人材の育成を行ってまいります。 

   

＜具体的取組み＞ 

・ 融資担当者による協同セミナー通信研修「農業融資コース」、「ＪＡバン

クローン実務」、「ＪＡ住宅ローン」の受講奨励 

・ 協同セミナー信用事業検定「農業金融プランナー」、「ＪＡバンクローン

基礎」、「ＪＡ住宅ローン実務」や日本政策金融公庫の「農業経営アドバ

イザー」の受験奨励 

・ 農林中金仙台支店が主催する、協同セミナー派遣講師による農業融資研

修の受講奨励 

・ 融資担当者研修会などの内部研修の開催 

・ ＦＰ資格や営農指導員資格の取得奨励 

 

＜主な資格取得状況（平成 23 年 12 月末現在）＞ 

資格・受講等 取得者数 

 ＦＰ技能士        １９１名 

 年金アドバイザー          ６名 

 宅地建物取引主任者         ２６名 

 

ｅ 地域の復興計画策定への参画 

当組合は仙台市、仙台東土地改良区とともに、農業関連の情報の共有化

や行動の迅速化を目的として「仙台東部地区農業災害復興連絡会」を設立

しました。 

同連絡会においては、被災した農業者への災害情報の周知のほかに、震

災後の平成23年4月から7月にかけて被災組合員の営農意向調査を実施し、

その結果として、約 8 割が営農継続を希望していることや多くの農業者が

農地の早期復旧を望んでいることを把握し、その後の取組みに活かしてお

ります。同連絡会の積極的な取組みを通じて国の直轄事業による排水機場
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の早期復旧や農業者負担のない圃場整備事業が行われることになりました。

また、農業災害復興事業に対する農業者の意向等を確認し、事業地区の設

定や整備内容の検討を行うため、津波浸水地域の農地を所有している方を

対象に、説明会を平成 23 年 12 月までに 3地区・各 4回開催しております。 

しかし、今後の農業の担い手や換地の問題等が山積みしており、こうし

た諸課題に対しても当組合として地域の組合員の意見が十分に反映される

ように取り組んでまいります。 

また、多賀城市では「多賀城市農業復興委員会」、七ヶ浜町、松島町では

「震災復興推進本部」がそれぞれ設立され、当組合役員、支店長、営農セ

ンター長等が委員会等のメンバーとなり、農業者からの現場の意見を復興

計画等へ反映させるため、地域の震災復興に向けて関係機関との連携を強

化しております。 

さらに、農業経営再開支援事業を活用し、当組合管内 7 つの農業復興組

合を設立し、農地の除塩や瓦礫撤去など農地の復旧作業に共同で取り組ん

でおります。 

 

ｆ 地域農業の復旧・復興に向けた取組みの状況 

（ａ）復興対策担当部署の設置及び復興基本方針の策定 

当組合では、平成 23 年 5 月 1 日に「東日本大震災復旧・復興対策 基

本方針」（理事会決定、総代会で説明）を策定し、方針に基づき「震災復

興対策本部」及び「震災復興・総合企画部 震災復興推進課」を設置し、

復旧・復興に向けた体制を整備いたしました。 

 

（ｂ）復興基本方針の取組内容 

当組合では、「東日本大震災復旧・復興対策 基本方針」の考え方は以

下のとおりであり、当組合の広報誌、ディスクロージャー誌等で発表し

ています。 

 

組合員に営農・生活の「日常」を取り戻す「復旧」に最善の努力を

払い、柔軟な組織体制と職員配置により、きめ細かな対応を行います。

また「復興」に向けた対応についても、震災復興対策本部を中心に課

題、方向の検討を行います。 

 

１ 組合員の営農と生活 

 組合員の営農と生活を、これまでの「日常」に戻すため、農業を

中心とした雇用の創出と農家収入の確保、被災者向け金融サービス

の提供を最重点課題として取り組み、安心できる組合員生活を支援
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します。 

 

２ 地域農業の再生と再興 

 被災農地の復旧を最優先にし、早期に利用可能な状況をめざしま

す。同時に、営農相談活動による被災地域の農業振興施策を検討し、

所要の対応策を講じます。 

 また、被害が甚大な地域では行政・関係機関と一体となった中長

期的な視点で地域農業の創造的再構築を図ります。 

  

平成 23 年度において、基本方針に従って部署ごとに以下のとおり具体

的取組事項を設定し、四半期ごとに進捗を確認し取り組んでおります。

具体的取組事項については、被災地域の農業復旧・復興及び具体的取組

事項の進捗にあわせて毎年度見直しを行い、当組合として最重要の経営

課題として着実に取組みを進めてまいります。 

 

震災復興等にかかる具体的取組事項 

＜営農部署＞ 

・ 被災農業者支援（被災農業者の経済対策） 

・ 地域農業の再建（被災農業者の意見集約、被災農地の再建、Ｊ

Ａによる再建支援） 

・ 営農事業活動の見直し 

＜経済部署＞ 

・ 購買予約品の取扱い（流出予約品、年間予約品対応等） 

・ 購買事業所の施設整備検討 

・ 地域に密着した事業展開（米の直販、ガス事業等） 

＜資産管理部署＞ 

・ 賃貸管理物件の修繕及び復旧作業の実施 

・ 地震・津波等にて被災された方への賃貸住宅斡旋支援 

・ 罹災に関する相談業務（罹災証明に付随する各種申請支援） 

＜信用共済部署＞ 

・ 組合員・利用者への資金の支援 

・ 融資対象物件、農業関連施設等の被災状況の調査及び債務者、

連帯保証人の生存確認調査 

・ 被災者に対する既往貸出金の条件変更（返済猶予、期間延長等）

に関する対応 

・ 建更罹災における事故受付・早期損害調査、支払い 

＜総務部署＞ 
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・ 経営復興に向けた事業計画の策定 

・ 被災した固定資産の復旧 

・ 災害に備えた体制整備（防災関係規程の見直し） 

＜震災復興・総合企画部署＞ 

・ 震災復興対策本部の設置・運営 

・ 新規事業の検討と業務の改善提案・合理化 

 

ｇ 被災地域の復興支援にかかる今後の取組み 

当組合では、「東日本大震災復旧・復興対策 基本方針」の具体的取組み

を進めるほか、被災地域の復興にかかる取組みを支援するため、次のよう

な取組みを行ってまいります。 

（ａ）被災地域の農産物の販売促進 

管内 120 万人の消費者をターゲットとした農産物直売所「たなばたけ

高砂店・多賀城店」は、 “食と農の発信基地”として大震災により被災

した「農業復興」の象徴（シンボル）であり、当直売所で被災地域の農

産物を販売することにより、出荷会員数 480 名の農業収入を確保と生活

の安定化を図るとともに地産地消活動を進めてまいります。 

当農産物直売所は、県内外はもとより全国の 8ＪＡのファーマーズマー

ケットと提携した品揃えやイベントを開催することで来店者数は 1 日当

り約 1,200 名となり、平成 23 年 10 月の開店以来 11 万人以上の消費者が

来店しています。 

また、高齢者・遠隔地の出荷者の利便性を考慮した輸送による出荷支

援対策、異業種との交流による商品開発（六次産業化）、マスメディア等

との協力によるイベント企画への参加を実施し、広く被災地域の農産物

の販売促進を図り、農家収入を確保し生活の安定のための活動を実施し

ております。 

 

（ｂ）パイプハウス、農業機械のリース事業 

東日本大震災農業生産対策交付金等を活用し、パイプハウスや農業機

械等の流出により農業生産を再開できない農業法人や野菜生産部会など

の野菜生産組織に対し、当組合がパイプハウスや農業機械等のリース事

業を行うことで農産物の生産活動と農業機械等への再取得に関わる初期

投資・コストを軽減し、農業所得の向上を図ることといたしました。 

津波によって被災した六郷・七郷・高砂・七ヶ浜・松島地域の 13 組織

を対象に主に野菜生産に関わるトラクター8 台、パイプハウス 63 棟を中

心にリース事業を行う見込みです。 

その他に行政が実施主体となりますが、被災地域農業復興総合支援事



 - 21 -

業による農業機械及び農業施設の支援が行われる予定となっており、行

政と連携し組合員の農業支援を行ってまいります。 

 

（ｃ）住宅再建に向けた支援 

 不動産センター（4 センター）を中心に、支店総合渉外担当者や営農セ

ンター（3センター）地区担当営農指導員などの情報を元に、組合員への

税務や資産運用相談業務を充実させ、組合員等の所有する被災したアパ

ート・マンション等の賃貸住宅の修繕や建て替えの相談に対応してまい

ります。 

  また、宮城県および仙台市等の復興の進展に合わせて、被災者の生活

の復旧・復興を支援するため、仮設住宅や民間賃貸住宅の応急仮設住宅

の入居者などに対し、移転先の斡旋や戸建住宅の紹介をローン営業セン

ターと連携して行ってまいります。 

 

（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、国の新規就農総合支援事業を活用し、新規就農者の斡旋

と対象者への農業経営者育成教育を実施してまいります。また、農業法

人組織への雇用斡旋についても研修制度を活用し、今後の地域農業のリ

ーダーとしての人材確保を図ってまいります。 

具体的には、経営管理については、信用事業部署と営農・経済事業部

署とが連携して総合的なサポートを行い、農地確保については、農地利

用集積円滑化団体の農地利用調整機能を活用し、農地の仲介・斡旋を行

ってまいります。営農技術については、営農指導員の巡回指導を実施し

ます。その他、各種補助事業・研修会等の情報提供を行ってまいります。 

 

（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、被災地域の復興促進の観点から、

有意なものと考えられます。 

当組合では現在、管内の主要農産物である米、大豆、野菜の付加価値

向上のため、地元企業等と連携して、仙台農産物ブランドの販路拡大の

ため、直接販売に取り組んでおります。今後も、行政や地域企業と連携

したうえで、付加価値向上、販売チャネルの確保等に取り組んでまいり
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ます。 

 

商品名 原材料 連携企業等 

清流育ち秋保米【米】 

（環境保全プロジェクト） 

環境保全米ひとめぼれ 

（秋保産） 

秋保温泉旅館組合，宮城

県地方振興事務所、仙台

市 

めごの舞、いろはの舞【米】

（松島発！環境保全米プロ

ジェクト） 

環境保全米ササニシキ 

環境保全米ひとめぼれ 

（松島産） 

宮城県地方振興事務所、

松島町、松島町地域活性

化推進協議会 

仙臺驛政宗【日本酒】 環境保全米ひとめぼれ 

（根白石産） 

勝山酒造㈱、仙臺驛政宗

酒造り協議会 

あきうまい【日本酒】 環境保全米ひとめぼれ 

（秋保産） 

勝山酒造㈱、秋保温泉旅

館組合，宮城県地方振興

事務所、仙台市 

仙台小粒納豆【納豆】 

（仙台・みやぎ納豆プロジェ

クト） 

小粒大豆すずほのか 

（宮城、泉産） 

萬歳食品工業㈱、宮城県

地方振興事務所 

野菜スイーツ【菓子】 管内産野菜等 ㈱イヌイ[ポタジェ] 

 

木綿豆腐、絹豆腐、トマトー

フ 

ミヤギシロメ 

（七ヶ浜産） 

みお七ヶ浜 

ソフト木綿豆腐、木綿豆腐、

寄せ豆腐、油揚げ 

ミヤギシロメ 

（ＪＡ仙台産） 

ＪＡ仙台農産物直売所 

  

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、肥

料、農薬、種子、農機具修理等にかかる費用の一部を助成することを決定

しているところです。 

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

する相談等に応えるとともに、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を強化するため、引き続き、営農部署

（営農部担い手支援課（専担 3名））、信用部署（金融共済推進部推進課（専

担 1名））、営農センター（3センター地区担当 31 名）、総合渉外担当者（86

名）とが連携して取り組むほか、農業者の収入向上に向けた営農技術や経

営管理、税務申告等にかかる相談対応を行ってまいります。 

  

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簿記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
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てまいりました。また、特に大口の事業資金対応先に対しては、本店信用

事業部署が担当支店と共同で経営改善計画の策定サポートや進捗管理を行

うことにより、経営再建に向けた取組みを行ってまいりました。 

東日本大震災の影響を受け、足元では既往資金の返済猶予にかかる相談

を多数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、経営改善計画の策定等を行ったうえで、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が、農業者に対しては、営農部

署と担い手金融リーダーを中心とする信用事業部署とが、担当支店と連携

を強化したうえで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、大口の事業資金対応先に対しては引き続き本店信用事業部

署が担当支店と共同で、東日本大震災の影響度合いを勘案のうえで経営改

善計画の見直しを行い、進捗状況のフォローアップを実施してまいります。 

 

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、担い手対

策、相続対応を含む事業の円滑な承継が必要と認識しております。そのた

め、農協系統諸団体の協力を得ながら、営農部署における相談窓口の設置

や営農部署と信用事業部署との連携により、担い手農家の訪問を行ってま

いります。当組合職員に対しては、農業経営・税務・相続等の事業承継に

かかる研修会を開催し、人材の育成を図ってまいります。 

農業者に対しては、相続税務の相談に適切に対応するとともに、当組合

では解決できない相談に対しては税理士等外部専門家を派遣して対応して

まいります。また、相続等に際して営農事業継続が困難な場合には、農地

利用集積円滑化事業の活用を検討し、農地の有効活用を図ってまいります。 

 

e 地域や利用者に対する積極的な情報発信 

当組合は、地域密着の農業協同組合として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、金融円滑化対応、地域貢献活動

等にかかる当組合の取組状況についても、ディスクロージャー誌、ホームペ

ージ、ニュースリリース等を通じて、地域社会へ継続的に発信しております。 

当組合は、今後も、地域の農業・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をさらに高めてまいりま

す。 
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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 10,510 百万円 

５ 発行口数 10,510,000 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り計算とする。） 

７ 累積条項 非累積的 

８ 参加事項 非参加 

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定める。 

③ この組合の残余財産の額が①により算定され

た優先出資者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

財産の額をその有する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 9.94％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、当組合の組合員・利用者の皆様は、東日本大震災による

地震・津波・液状化現象等により、農地・住宅等が直接被害を受けており、

被害を受けられた皆様に対する貸出金残高は、平成 23 年 9 月末日現在、903

先・126 億円となっております。そのうち、農業者が 39 先・6 億円、住宅

資金取引先が 199 先・110 億円、その他が 665 先・10 億円となっておりま
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す。当組合自身も店舗・施設等に甚大な被害を受けたほか、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、当組合信用事業にか

か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、当組合はそれらを果た

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

的に自己資本の増強が必要と判断し、現在把握できている 126 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

将来的に顕在化したとしても、十分な自己資本を確保できるようにすると

の考え方に基づき、10,510 百万円の優先出資の発行を行い、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。 

   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 180 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。 

 

 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、社団法人ジェイエイバンク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、計画期間当初は、震災復興に伴う経費の増加
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や信用コストの上昇等が見込まれ、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 

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及び員外監事を設置し、ガバナンスの強化を図ってい

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、当組合の本店・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

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、監査結果の概要を定期

的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、代表理事組合長及び監事に報告し、すみやかに適切な措

置を講じています。 

 

（３） 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
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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、認識すべきリスクの種類と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おり、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。 

   当組合は、今後も上記の管理体制に基づく適切なリスク管理に、引き続

き取り組んでまいります。 

 

 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、個別の重要案件又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

査部署を設置し各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、資産およ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、当組合は期末日までに把握してい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をもとに、適切に資産査定を

行い、震災関連の貸倒引当金を追加計上する予定です。 

   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、本支店融資担当者等が中
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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定期的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 

（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、収益化およ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委員会を定期的に開催して、運用方針

およ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経営層に報告しています。 

 

（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、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

用調達について月次の資金計画を作成し、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



 - 29 -

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 

   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

や市場リスクおよ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

スク発生後の対応および改善が迅速・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 

 






































