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はじめに 

 みやぎ亘理農業協同組合（以下「当組合」という。）は，宮城県亘理町・山元

町を事業区域とする農業協同組合として，「２１世紀を生き抜く個性ある農業づ

くりと，組合員の健康で豊かな生活を目指し，「食」と「農」を通じて環境保全

と地域の発展に貢献する」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。当組合においては，本支所 7 店舗のうち２

店舗及びＡＴＭ３台が津波の浸水被害を受け,また，３営農センター・３資材店

舗のうち，１営農センター，２資材店舗が地震により損壊しました。 

 

 当組合は，東日本大震災以降，被災した組合員・利用者等への貯金払戻しや

借入金返済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，農林中央金庫は，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，農林中央金庫と，法附則第３条第１項第２号に定める信用事業
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指導契約を次のとおり締結することとしております。 

 

（１）農林中央金庫は，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）農林中央金庫は，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）農林中央金庫は，当組合から次のとおり報告を受けるものとする。 

ａ 農林中央金庫は，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，農林中央金庫

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，直ちに農林中央金庫に対し報告し，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。 
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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 当組合管内の農業・経済情勢 

当組合管内は太平洋側に面し，東北地方のなかでは日照時間がながい温

暖な地域であり，「仙台いちご」として有名な東北一のいちご栽培地であり，

平成２２年度における当組合の「仙台いちご」販売金額は３３億円に上り

ます。当組合の管内（亘理町，山元町）におきましては，総世帯数１６,８

４５世帯のうち，３１．５％にあたる５，３０３世帯が組合員世帯であり，

総面積１３,７６９ｈａのうち，３９．９％にあたる５,５００ｈａが農地

となっており，農業は管内地域の基幹産業となっています。 

また，管内における当組合の貸出金シェアは１５．８％を占め，地域の

農業メインバンクとしての重責を担っております。 

 

 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。当組合においても，２店舗が浸水し，１営農セ

ンターが地震により損壊しました。 

   亘理町の発表によると，亘理町では２９６名の命が奪われ，５,６００棟

を超える住宅の全半壊・一部損壊を被るとともに公共施設，社会インフラ

など３,３５３億円（平成２３年１０月時点の推計）を超える被害となって

います。山元町の発表によると，山元町では６１７名の命が奪われ，４,３

８８棟の住宅が全半壊・一部損壊を被り，公共施設，社会インフラなど３,

０００億円（平成２３年１０月時点の推計）を超える被害となっています。 

両町の発表によると，農地の被害については，農地面積５,５００ｈａの

うち７８．３％にあたる４,３０６ｈａが浸水被害を受けるなど，基幹産業

である農業に大きな傷跡を残しました。 
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特に，東北一の管内いちご栽培地は，作付面積９６ｈａのうち９４．８％

にあたる９１ｈａ（ハウス倒壊７８ｈａ，浸水・土砂流入１３ｈａ）が作

付不能となりました。そして，管内いちご栽培農家については，３８０戸

のうち９３．７％にあたる３５６戸が浸水・ハウス倒壊などの深刻な被害

を受け，管内のいちご栽培は壊滅的な被害を受けました。 

    

 宮城県内 当組合所管地域（亘理郡）

死者 ９,４３０ ９１３ ９．７％

行方不明者 ２,０９２ ７ ０．３％人的被害（人） 

計 １１,５２２ ９２０ ８．０％

（参考）人口比較（人） ２，３４６，８５３ ５１,０６６ ２．２％

住居被害（棟） 全半壊 １６７,７９０ ９,９８８ ６．０％

農地被害（ｈａ） 浸水 １５,００２ ４,３０６ ２８．７％

（参考）面積比較（ｈａ） ７７３,４７８ １３,７６９ １．８％

 

  また，管内を通るＪＲ常磐線は未だに亘理-広野間で不通のままであり，

国道６号線等一部道路も福島原発事故の影響により南相馬市以南方面へは

通行止めの状態が続いており，地元経済の回復への大きな障害となってお

ります。 

この東日本大震災の影響により，当組合管内を含む宮城県域においては，

雇用情勢，個人消費，住宅建設，設備投資，生産の各部門において悪化し

ているなど，当組合管内の農業者等の経営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，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

ものの，東日本大震災からの一日も早い復旧・復興に向けて，農業協同組

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

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
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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，当組合が主体的に，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行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・消失

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，信用部門と営農・経済部門と

が連携して農業者のもとへ積極的に出向き，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 

   農業者の復興のためには地域の再生が必要不可欠であり，地域の再生の

ためには，津波被害により住宅や農地・農業用資材等所有財産（農機，マ

イカー等）を流失した地域住民が多数いることから，住宅再建，農地の復

旧や農業用資材確保など生活基盤の安定化を図る必要があります。 

そのような状況を踏まえ，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，市町村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のため，住宅ロー

ンをはじめ，マイカーローンや教育ローン等生活支援資金の対応に取り組

んでまいります。 

   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，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，
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１０年以上前から毎月第三土曜日を「訪問の日」とし，農機センターの

農機担当１１名を除く全職員（平成２３年３月末現在１６７名）が３０

～４０戸の組合員を担当し，全ての組合員（平成２３年３月末現在５,３

０３戸）宅を訪問することとしております。これにより，全ての組合員

の日常生活から営農までの幅広い資金ニーズなどを当組合が把握できる

ように対応しておりました。 

上記に加えて農業者に対しては，本所及び６支所の営農部門担当者（総

勢２０名）が農業経営等に関する全般的な窓口となり，農業者からの様々

な相談に対応するなかで，金融サービスのニーズに対して，営農部門担

当者と信用部門担当者（８名）とが情報交換会の開催（隔月）等を通じ，

連携して対応を行っておりました。 

農業融資につきましては，企画推進・管理を行う「担い手金融リーダ

ー」（２名）を本所に配置し，支所融資担当者への指導・指示や，営農・

経済部門との連携，支所融資担当者へ融資勉強会を行っております。担

い手金融リーダーは，宮城県のＪＡグループの一機能として農林中央金

庫 仙台支店が担う「宮城県農業金融センター機能」による指導・サポー

トを受け，ＪＡでは経験が浅い法人向けの営業推進等の取組みを図って

まいりました。 

    また，当組合は，「金融円滑化にかかる基本方針」を制定し，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。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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

で生活せざるを得ない状況となりました。そういった方々の多くは，通

【金融円滑化に係る基本的方針（概要）】 

 

１ 新規のご融資・お借入条件の変更等の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 新規のご融資・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 新規のご融資・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整備 
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帳やキャッシュカードなどを持ち出すこともできず，津波により自宅や

職場などから着の身着のまま避難されました。そのため，当組合では，

震災直後から３月末までに休日を含めて便宜支払いによる貯金の支払い

対応を行い，２０７件，１７百万円の支払いをいたしました。 

また，被災者に対しての営農復興・金融支援を目的に，営農部門担当

者（総勢２０名），営農部門生活指導員（３名），信用部門担当者（８名）

から３名を１チームとする２チームをつくり，毎日最低２か所以上の避

難所（１３か所）への巡回相談を平成２３年４月５日より平成２３年４

月末日まで実施しました。 

そのほか，震災直後からライフアドバイザー（１６名）と共済部門担

当者（３１名）が，全国共済農業協同組合連合会の指導の下，２名１チ

ームとなり，被害家屋等の状況調査を震災後の３月中旬から６月までの

間集中的に行うと共に，避難所への訪問や各店舗窓口にて建物共済金の

支払い請求に応じました。 

 

  （ｃ）現在の体制 

東日本大震災からの復興支援を万全に進めるため，本体制での取組みを

一層着実に進めることといたします。 

 

① 全組合員への訪問活動 

上記（ａ）に記載の「訪問の日」については，震災直後の平成２３年３

月の実施は見送ったものの，平成２３年４月から避難所や仮設住宅で生活

している組合員への訪問も含め，全組合員への訪問を再開しました。今後

も「訪問の日」を継続することで，地域農業者のメインバンクとして，地

元密着型の営業スタイルを継続し，引き続き全ての組合員の営農から生活

面まで全ての状況・ニーズ把握に努め，求められる対応を行ってまいりま

す。 

 

② 震災相談窓口担当者の配置 

   平成２３年３月末日に本所及び６支所全てに震災相談窓口を設置し，総

勢８名（本支所信用部門担当者７名と本所金融課長１名）にて，引き続き

融資に限らず営農から生活面全ての相談について対応を継続しております。 

  震災相談窓口担当者（信用部門担当者が兼務）は，営農部門担当者等から

の情報も踏まえ，各種相談に対して適切に対応してまいります。 

今後の相談内容としては，営農再開までの収入減に伴い，生活資金・既

往債務返済資金・営農再開資金・教育ローン等が見込まれます。また，平
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成２５年３月以降に到来する仮設住宅使用期限により，仮設住宅では確保

ができなかった駐車スペースのある住宅の建設等が見込まれることから，

住宅ローン・リフォームローン・マイカーローン等の資金ニーズが想定さ

れます。当組合では，組合員・利用者のこれらのニーズを的確に把握し，

貸出金の融資伸張を図ってまいります。 

 

③震災相談サポート班の新設 

   本所金融課に平成２３年１１月１日付けで「震災相談サポート班（課長

１名，担当１名）」を新設し，本所で蓄積されたノウハウなどを活用し，震

災相談窓口担当者のサポートや営農再開に活用できる町の補助事業，各種

公的資金制度の紹介等（営農再開に必要な農地獲得のための資金，中古の

施設等購入のための資金等）を行なってまいります。 

   また，より高い専門性などを要する事項（延滞債務者の債務整理相談等）

については，震災相談サポート班が窓口となって，農林中央金庫 仙台支店

の指導を得るほか，弁護士等の専門家の知見を活用して組合員・利用者へ

の相談に対処いたします。 

なお，震災相談サポート班においては，震災相談窓口担当者が受け付け

た全ての相談内容をとりまとめて信用担当常勤役員まで報告のうえ，金融

共済課長会議・業務会議で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。 

 

  ④融資説明会の開催 

   東日本大震災により，組合員・利用者の多くが農地や住宅・農機・自動

車などの所有財産を浸水・流失するなどの被害を受けました。そのため，

組合員・利用者の営農再開に向けた農業用資機材の取得，住宅の取得・修

復，自動車・農機の購入などの生活基盤を整えるための資金ニーズ及び営

農再開により安定した収入が確保できるようになるまでの間の生活資金ニ

ーズなどが想定されます。 

当組合では，資金の説明会を従来より１ヶ月に１度本所会議室にて開催

していました。しかし，震災後の資金ニーズの高まりを踏まえ，問い合わ

せの多い無担保・無保証の資金にかかる説明を中心に公庫資金・農業近代

化資金・当組合独自対応の資金等について，１ヶ月に２回以上へと説明会

の開催を増やしました。なお，説明会の際，希望に応じて個別に資金相談

も実施しております。 
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ｂ 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，進捗管理していくこととします。 

 

（ａ）金融共済課長会議での進捗管理 

   農業融資及び復興支援を積極的に推進するにあたり，信用事業担当役

員，本所信用事業部門・各支所の担当課長が参画のうえ，月次で金融共

済課長会議を開催します。 

    会議においては，貸出金・貯金等の計数計画に対する進捗状況の報告

が担当課長から行われ，進捗状況について検証し，進捗が思わしくない

場合等には，管内の農地復興等農業情勢及び住宅建設状況等を勘案し，

組合員・利用者が必要とする資金対応等について検討します。また，こ

こで報告，検討された結果は，業務会議にて報告され，検討結果につい

て協議が行われます。 

 

（ｂ）業務会議（常勤理事，部長，支所長）での進捗管理 

   組合長以下常勤理事，本所総務部長，営農部長，金融部長，共済部長，

内部監査室長，６支所の各所長が参画する業務会議（月２回のうち後半

の１回）のなかで，農業者向け融資にかかる取組状況と信用事業強化計

画の取組状況について進捗管理を行うとともに，金融共済課長会議での

報告・検討結果を踏まえた検証を行い，必要に応じて対応策を担当部長

に指示してまいります。 

 

（ｃ）理事会での進捗管理 

    理事会は，四半期ごとに業務会議から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・検証し，復興状況に応じた施策を

検討するとともに，必要に応じ実施事項の改善を業務会議に指示してま

いります。 

 



 

 

 

10

信用担当常勤役員

震災相談サポート班

月次
管理

震災相談対応イメージ図

本支所　『震災相談窓口』

６支所　担当者　：６名

本所　担当者　：１名

本所　金融課長　：１名

対

応

報

告

指

示

被災した組合員・利用者

農林中金
仙台支店

相談

指導

弁護士等専門家
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課
長
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議
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営農部門 情報交換

相
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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，震災前から第三者の個人による連帯保証を徴求しない融

資ができる枠組みを採用してきたことから，個人保証に過度に依存しな

い融資を従来から行ってきました。この従来からの対応に加えて，不動

産担保・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
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ってまいります。 

 

担保・保証人が不要の震災特例融資である平成２３年５月から取扱を

始めた農業近代化資金，機関保証を活用して融資を行う当組合独自資金

の「東北地方太平洋沖地震災害復旧支援資金（無担保，機関保証）」を積

極的に活用し，農業資金，住宅修復資金，生活資金等の対応をしてまい

ります。また，日本政策金融公庫の「農林漁業セーフティネット資金（無

担保，無保証，無利子）」を活用して農業資金の対応をしてまいります。 

 

 ＜震災特例融資＞ 

    被災した農業者に対して，平成２３年５月に，ＪＡ原資の「農業近代

化資金」・「農家負担軽減支援特別資金」，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」・「農業経営基盤強化

資金（スーパーＬ資金）」・「経営体育成強化資金」・「農業改良資金」・「農

業基盤整備資金」が，最長１８年間無利子かつ実質担保・保証人不要で

対応できるとす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，農業者支援につながるものと判断しており，ＪＡ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 

震災・原発災害を機に農地等を集積し，大規模化・法人化を目指す動向

も注目されております。 

こうした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（注）による出資等，官民の各種ファンドの活用機会に関し

て，農林中央金庫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。 

（注）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。  
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（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 

    当組合は，震災直後から平成２３年９月にかけて全組合員の安否確認

を行うと共に，当組合取引先の全ての債務者の安否を確認のうえ，全被

災債務者の収入状況，担保状況等を確認しました。 

その結果，被災者向け貸出は，当組合全貸出金２,７１６件・６,７２

６百万円のうち，９２２件・２,５９９百万円と全貸出債権の３８．６％

となりました。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６,５１５百万円に対し，３９．９％となります。 

       被災した農地の復旧については， 町の復旧・復興計画に沿ってゾーニ

ング及び瓦礫撤去・除塩・圃場整備等が行われることとなります。これ

らの作業については，土地の権利者や生産組合などの意見の整理を行な

ったり，撤去すべき瓦礫が地中深く埋まっているケースなど対応に時間

を要するものが想定され，必ずしも町の計画通り進まない可能性があり

ます。これらのことから，被災した組合員・利用者の営農再開までどれ

くらいの時間がかかるのか現時点では想定できず，当組合の貸出金につ

いても先行き不透明と言わざるを得えません。したがいまして，当組合

の財務についても今後の見通しが困難な状況です。 

 

（単位：件，百万円） 

平成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 ２２５ ８２４ １７０ ６６１ ８０．１％

住宅資金 ２９５ ３,０４５ ８９ ８８９ ２９．２％

その他（生

活資金等） 
２,５７１ ２,８５６ ８８５ １,０４９ ３６．７％

合計 ２,７１６ ６,７２６ ９２２ ２,５９９ ３８．６％

（*）複数の支所及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 被災者向け条件変更等の対応状況（平成２３年１２月末現在） 

    被災者向けの期限延長及び返済猶予措置については，いちご栽培地・

水田等農地が浸水したことから，瓦礫撤去・除塩等を行う必要があり，

農地の復旧・営農再開までの見通しが立たず借入金の返済目途も立たな

いことから，震災後申し込みを受け付けた全ての案件に対して，実施し

ております。今後受け付ける場合にも，適切に対応してまいります。 

個人版私的整理ガイドラインにかかる相談については，２件の問合わ
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せがあったものの，概要の説明に留まり具体的な話には進展しませんで

した。 

 

条件変更等の実行                  （単位：件，百万円） 

 受付件数 対応件数 金額 対応 

合計 ２３ ２３ １４１ 

 農業資金 １２ １２ ２９ 

  うち返済猶予及期限延長 １０ １０ ２２ 

  うち返済猶予のみ ２ ２ ７ 

 住宅ローン ７ ７ １０７ 

  うち返済猶予及期限延長 ７ ７ １０７ 

  うち返済猶予のみ ０ ０ ０ 

 その他（生活資金等） ４ ４ ５ 

  うち返済猶予及期限延長 ３ ３ ４ 

  うち返済猶予のみ １ １ １ 

受付案件

は全て対

応 

個人版私的整理ガイドライン

相談 
２ ０ ０ 

問合せの

み 

 

 ｃ 被災者向け新規実行（平成２３年１２月末現在） 

被災者向け新規実行は，震災後申し込みを受け付けた１７件・６４百

万円の案件全てに対して，新規実行しております。 

新規実行した案件の具体的ニーズとして最も多かったのは，農地浸水

により農業収入が見込めなくなったこと，農業用施設・資材が流失した

こと等により，運転資金や施設・資材購入資金が必要になったケースで

す。これらの資金ニーズに対して，審査が早く，優遇金利を適用した「東

北地方太平洋沖地震災害復旧支援資金（当組合独自資金）」や運転資金へ

の適用が可能な公庫資金を積極的に推進し，実行に至りました。農業資

金以外の生活資金については，流失・損壊した自宅の再建・補修及び流

失した自動車購入のための資金ニーズがありました。これらについては，

生活資金の対応も可能な「東北地方太平洋沖地震災害復旧支援資金（当

組合独自資金）」を積極的に活用してまいりました。 

 

ＪＡバンク・公庫資金別新規実行           （単位：件，百万円） 

 受付件数 対応件数 金額 対応 

被災者向け新規実行 １７ １７ ６４ 

 当組合独自資金（*） １０ １０ ３５ 

受付案件は

全て対応 
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 公庫資金（直貸） ７ ７ ２９ 

（*）東北地方太平洋沖地震災害復旧支援資金 

 

農業資金・生活資金別新規実行            （単位：件，百万円） 

 受付件数 対応件数 金額 対応 

被災者向け新規実行 １７ １７ ６４ 

 農業資金 １２ １２ ４９ 

 生活資金（リフォームローン） ３ ３ １３ 

 生活資金（マイカーローン） ２ ２ ２ 

受付案件は

全て対応 

 

（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 

被災地域の現状や被災者の復興ニーズなど全組合員への訪問活動及び震

災相談窓口担当者の設置により組合員・利用者からの声に丁寧に耳を傾け

ると同時に，信用部門・営農部門の情報交換の場（月１回開催する債権検

討会）にて情報の共有化を行うことで，状況・ニーズの把握を的確に行い

ます。これらを踏まえ，状況に応じて震災相談窓口担当者が組合員・利用

者を適宜訪問して適切な金融機能を提供していく必要があると認識してお

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，当組合が単独で実

施できる範囲には限界があるため，行政や関係機関との連携を強化するこ

とで，被災者の様々なニーズへ的確に対応できる体制を構築し，復興への

支援に取り組んでまいります。 

 

ｂ 金融面の対策 

（ａ） 既往債務の対策 

当組合では，東日本大震災の影響を受けている農業者等事業者，住宅

ローン利用者等から既存融資の条件変更を受け付けた案件については順

次，被災状況に応じた手続を進めてまいりました。 

引き続き，既往債務の償還が困難となっている債務者に対しては，債

務者の状況に応じて次のような対策を行ってまいります。 

    被災した既往債務を有する農業者については，一時的な収益悪化の場

合，既往債務の償還条件緩和（条件変更）を行います。一時的な収益悪

化であっても償還条件緩和では対応が不足する場合，日本政策金融公庫
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や農業信用基金協会と連携した負債整理資金「経営体育成強化資金：公

庫資金」，「農家負担軽減支援特別資金：農業信用基金協会保証による農

林中央金庫プロパーの県利子補給資金」の対応を検討します。併せて，

一時的な収益悪化からの改善を行うべく経営改善計画の策定支援を行い，

計画策定後の進捗のフォローアップをしてまいります。 

    二重債務問題の整理が必要な場合，宮城県産業復興機構もしくは東日

本大震災事業者再生支援機構を活用する等，新規融資対応と合わせた既

往債務対策を検討します。また,事業継続に向けた事業者の意思や被災状

況，今後の収支見込等を勘案し，事業の復旧が困難と見込まれる先につ

いては，弁護士等専門家と連携した債務整理等を検討します。 

住宅ローン等生活資金の利用者については，一時的な収益悪化の場合，

既往債務の償還条件緩和（条件変更）を行います。既往債務の整理が必

要と判断される場合，個人版私的整理ガイドラインの活用検討や弁護士

等専門家と連携した債務整理等を検討します。 

   

 

＜経営体育成強化資金＞ 

   「経営体育成強化資金」は，日本政策金融公庫資金原資による償還

期間が最長２５年と超長期かつ低利の資金であることから，当組合は

受託金融機関として，東日本大震災の影響を受けている農業者の経営

安定のために，必要に応じ活用を検討してまいります。 

   なお，直接被災した農業者については，貸付期間が最長２８年に延

長されるとともに，最長１８年間の無利子化措置が図られております。 

 

   ＜農家負担軽減支援特別資金＞ 

     「農家負担軽減支援特別資金」は，ＪＡ原資による償還期間が最長

１５年の長期かつ低利の資金であり，東日本大震災の影響を受けてい

る農業者の復旧・復興に向けた既往債務対策として必要となることが

想定されることから，必要に応じ活用を検討してまいります。 

     なお，直接被災した農業者については，貸付期間が最長１８年に延

長されるとともに，無利子化措置が図られております。 

 

＜資金別の対応内容＞  

資金種類 対応内容 

農業資金 

その他事業資金 

・ 償還条件変更（条件緩和） 

・宮城県産業復興機構，東日本大震災事業者再生支援機
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構の活用 

・ 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 

・ 経営改善計画の策定支援とフォローアップ 

・弁護士等専門家と連携した債務整理 

住宅ローン等生活

資金 

・償還条件変更（条件緩和） 

・個人版私的整理ガイドラインの活用 

・弁護士等専門家と連携した債務整理 

 

 

（ｂ） 農業者等事業者の新規資金需要への対応 

農業者等事業者の復興に向けての施設復旧や設備投資のための資金需

要については，県，市町村，農業信用基金協会，日本政策金融公庫，宮

城県農業協同組合中央会，農林中央金庫等の関係機関と連携し，無担保・

無保証（保証料ゼロ）・無利子の「農業近代化資金」等各種公的資金制度，

ＪＡバンク利子助成事業によるＪＡ農業関係資金，迅速な対応が可能な

当組合独自資金である「東北地方太平洋沖地震災害復旧支援資金」等を

積極的に活用してまいります。なお，資金ニーズに対応するため，毎月

一回以上の説明会（相談会）開催や組合員・利用者巡回時に資金ニーズ

に応じた資金説明・相談を行ってまいります。 

 

＜農業近代化資金＞ 

      被災した農業者については，平成２３年５月から，最長１８年間

無利子かつ実質担保・保証人なしでの融資対応が可能となりました。 

      津波により，耕作地が浸水あるいは農機や施設等が流失するなど

の被害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

の経営安定ために必要な長期・低利な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農業関係資金＞ 

      従来からＪＡバンクアグリ・エコサポート基金では，厳しい経営

環境に直面している農業者に対して，農業経営の安定化・効率化を

目的に，次のＪＡ農業資金に対して最大１％の利子助成を行ってお

ります。 

      今回の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
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みではカバーできない農業者が多数いることも踏まえ，農業者の負

担軽減を図るため，ＪＡバンク利子助成事業を活用したＪＡ農業資

金を積極的に推進してまいります。 

 

・ＪＡ農機ハウスローン 

・アグリマイティ資金 

・農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金） 

・アグリスーパー資金 

・担い手応援ローン 

 

    ＜東北地方太平洋沖地震災害復旧支援資金＞ 

      平成２３年４月１日付で創設した当組合独自資金であり，農業信

用基金協会保証とＪＡグループ宮城と農林中央金庫による利子助成

を活用した優遇金利にて対応する長期低利資金です。農業者向けの

対応を前提とした農業資金・住宅修復資金・生活支援資金（最大１

００万円まで）への融資が可能となっております。また，農業信用

基金協会保証の保証料についても，通常より優遇された料率にて対

応しております。 

本資金は，当組合独自資金のため，審査が早いなど迅速な対応が

可能となるなどのメリットもあるため，早期の資金対応が必要な場

合などに積極的に推進してまいります。 

 

＜公庫資金＞ 

被災した農業者に対して，以下の公庫資金については，最長１８

年間無利子かつ実質無担保・無保証での融資対応が可能となりまし

た。 

・農林漁業セーフティネット資金 

・農林漁業施設資金 

・農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金） 

・経営体育成強化資金 

・農業改良資金 

・農業基盤整備資金 

 

  （ｃ） 生活資金の新規資金需要への対応 

地震・津波により，組合員・利用者の多くが住宅の全半壊，流失な

どの被害を受けました。町によるゾーニングの完了や平成２５年３月
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以降期限が訪れる仮設住宅使用期限を受け，今後本格化することが想

定される住宅再建や補修等のニーズに対しては，当初５年間無利子の

住宅金融支援機構の災害復興住宅融資制度を積極的に提案してまいり

ます。また，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

低利な資金ニーズに対しては，「ＪＡ住宅ローンとくとくプラン」や「Ｊ

Ａリフォームローン」を提案してまいります。また，マイカー購入や

生活再建のための資金についは，被災者用には金利引下げを行ってい

ます。 

 

    ＜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。当組合は受託金融機関として，被災者が返

済負担軽減のメリットを最大限享受できるよう，災害復興住宅融資

制度を積極的に提案してまいります。 

 

    ＜ＪＡ住宅ローンとくとくプラン・ＪＡリフォームローン＞ 

      地震・津波により，多くの住宅が全半壊・流失等の被害を受けま

した。これを受け，被災者向けに「ＪＡ住宅ローンとくとくプラン」

は平成２３年９月１日から，「ＪＡリフォームローン」平成２３年４

月１日から，当組合独自の対応として被災者向けには優遇金利を適

用しています。 

      

    ＜ＪＡマイカーローン＞ 

      地震・津波により，マイカーが多く失われ，被災者の生活の足が

奪われました。当組合管内においては，日々の生活にはマイカーが

必要不可欠であることから，被災者支援を目的としたＪＡマイカー

ローンを取り扱っております。被災者向けには，貸付期間を個別の

状況に応じて対応していると同時に，審査の段階で被災者であるこ

とを考慮に入れ，通常の審査より緩和した措置を行っています。ま

た，平成２３年４月１日から当組合独自の対応として優遇金利を適

用しています。 

 

    ＜ＪＡクローバローン＞ 

      地震・津波被害により家財道具を含む所有資産が失われました。
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被災者の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。

したがいまして，当組合では，被災者が家財購入等多目的に使用で

きるＪＡクローバローンを取り扱っております。本ローンにつきま

しては，当組合において現在優遇金利の適用を検討しており，平成

２４年３月から優遇金利が適用される見通しです。 

     

＜想定されるニーズへの対応＞ 

資金種類 想定されるニーズ 公的制度 ＪＡ 

農業資金等

事業資金 

・事業再開・再建し

たい 

・設備・機械等の復

旧・取得したい 

・新規事業に着手し

たい 

 

・農業近代化資金 

・農業経営基盤強化

資金(スーパーＬ

資金)  

・農業改良資金 

・農業基盤整備資金

・農林漁業施設資金

・農林漁業セーフテ

ィネット資金 

 

ほか 

・東北地方太平洋沖

地震災害復旧支

援資金 

・ＪＡバンク利子助

成事業 

・営農ローン 

・ＪＡ一般資金 

ほか 

住宅ローン

等生活資金 

・住宅を再建したい

・住宅を修理，補強

したい 

・マイカーを購入し

たい 

・生活再建のために

必要なものを購

入したい 

 

・災害復興住宅融資

 

・ＪＡ住宅ローンと

くとくプラン 

・ＪＡリフォームロ

ーン 

・ＪＡマイカーロー

 ン 

・ＪＡクローバロー

ン 

 

※下線を引いた資金は災害対応資金または災害特例対応可能な資金 

 

ｃ 人材育成と活用 

被災地域において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，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

をもった人材の育成を図るため，研修受講や資格取得の取組みを行ってま

いります。 

今後，農業については，被災した農業者の農業再開に向けた資金ニーズ



 

 

 

20

や復旧・復興にあわせた営農品目の拡大や集約化のニーズが見込まれるこ

とから，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むにつれ，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，人材の育成に努めてまいります。 

 その他，融資にかかる勉強会については年に６回実施することとしてお

り，新資金導入や既往資金の要綱変更の確認，内部監査による注意事項の

周知，実際の案件を用いた審査ポイントの再認識などを行っております。

これらの勉強会を通して，支所融資担当者のスキルアップを行い，顧客サ

ービスの向上を図っております。 

＜推奨している資格＞ 

資格名 取得者数 

農業金融プランナー ―

農業経営アドバイザー ―

ＦＰ ５名

年金アドバイザー ―

宅地建物取引主任者 ３名

 

＜奨励している主な研修名＞ 

通信研修 集合研修 

・農業融資コース 

・ＪＡバンクローン実務 

・ＪＡ住宅ローン 

ほか

・農業融資研修会 

・年金リーダー研修会 

ほか

 

ｄ 地域の復興計画策定への参画 

当組合管内の亘理町・山元町においては,農業が基幹産業であることから，

当組合は両町から地域農業者を代表する者として農業復興等について様々

な意見を求められております。 

亘理町においては，当組合長が亘理町復興会議に委員として参画し，「亘

理町復旧・復興計画」作りに積極的に関わっています。 

山元町においても，当組合長が住民・関係団体委員として「山元町復旧・

復興計画」作りに参画しております。 

当組合の参画もあり，各町において以下に記載の事業が復興計画に織り
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込まれました。これらの事業については，当組合も行政と連携して積極的

に支援してまいります。 

【亘理町】 

 ・農業用施設災害復旧事業（農業用施設の復旧） 

 ・排水路及び排水機場の復旧事業（排水施設の復旧） 

 ・被災農家経営再開支援事業（共同復旧作業支援） 

 ・ファーム事業（生産農家の就労機会創出と担い手育成） 

 ・いちご農家支援プロジェクト（東北一の産地復活等の推進） 

 ・共同利用施設整備事業（共同施設の導入） 

 ・農業用施設災害復旧事業（農業用溜池の復旧） 

 

【山元町】 

 ・農地及び農業用施設災害復旧事業（農業用施設の復旧） 

 ・東日本大震災農業生産対策事業（生産施設や共同利用施設の復旧） 

 ・農地利用集積促進事業（営農規模拡大の推進） 

 ・復興作物産地化事業（いちごに次ぐ特産品の作付け誘導） 

 ・農水産物直売所他建設事業（直売所に加工施設等を併設） 

 ・6 次産業化推進事業（新商品開発，生産体制確立） 

 ・農地利用活用景観形成事業（景観形成作物の作付等） 

      

ｅ 被災地域の復興支援にかかる取組み 

（ａ）いちご栽培復興への取組状況 

当組合営農部門では，震災後の復興のシンボルとして「今年（平成２３

年）のクリスマスに向けたいちごの出荷」を最優先課題と位置付け，被災

したいちご農家に営農再開へ向けた意識調査を行い，営農再開を希望する

農家には農地確保のため，町や生産組合などと農地確保に向けた協議・調

整を当組合が中心となって行いました。 

これにより，被災した既存農地での早期の営農再開が困難な１３戸と土

砂や瓦礫撤去・施設改修等により営農再開が可能となった６７戸に対して，

１５．４ｈａの農地を確保しました。被災を免れた２４戸の４．６ｈａと

合わせて，１０４戸のいちご栽培農家で震災前の２０．８％にあたる２０

ｈａのいちご栽培用農地を確保し，平成２３年９月の作付を実現すること

ができました。（２４年産（平成２３年１１月から平成２４年６月）のいち

ご生産を７９０ｔ，販売金額を８億円程度を見込んでおります。） 

町，生産組合，被災農家，当組合の相互努力が結実した結果，最優先課

題としていた「今年（平成２３年）のクリスマスに向けたいちごの出荷」
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が実現し，当地ブランドのいちご栽培復活への第一歩を踏み出すことがで

きました。 

引き続き，町や関係機関の指導のもとに，生産者の協力を得て未来に繋

がるいちご産地・園芸の早期復興を促進します。 

   具体的な取組みとしては，亘理町の「いちごファーム（注１）」構想・山

元町の「新ストロベリーライン（注２）」構想に基づいた新たないちご栽培

地確保のための農地利用集積に向けた土地の権利者・町との交渉，新たな

いちご栽培地への集荷施設や選果場等の共同利用施設の取得・整備と六次

産業化支援，今まで管内では普及していなかった高設ベンチによる栽培手

法の全面導入に伴う技術指導，効率化とコスト削減を目的としたハウス等

施設の統一化検討等について，当組合が中心となって行ってまいります。 

（注１） 東北一のいちご産地の早期復旧と農業経営の安定化，観光農園，後継者育成

のための拠点を被災地域に創出するもの。 

（注２） 津波被害が大きかった県道相馬亘理線に代わる新たなストロベリーラインと

する農免農道に沿っていちご畑を集約し，観光いちご園も含めた栽培施設の設

置を推進するもの。 

 

 

（ｂ）農業復旧の取組状況 

 当組合では，所管地域の農地面積のうち浸水被害にあった面積が７８．

３％と県内でも際立って高いことから，当地ブランドのいちごと当地主要

農産品である水稲の耕作地早期復旧と営農再開に主眼を置き，取り組んで

まいります。 

 ① 災害復興本部等の設立 

当組合では，組合長を本部長とする災害対策本部を平成２３年３月１

４日に設立し，その後の被災農家への支援等の対応にあたりました。そ

して，平成２３年４月２０日に「ＪＡみやぎ亘理 東日本大震災 災害

復興本部設置要領」（理事会決定，総代会で説明。）を策定し，本格的な

震災復興に向けた以下の対策を行うべく，常勤理事（４名），代表監事・

常勤監事（２名），地区実行組合長会会長（６名），生産組織代表（６名），

その他青年部代表等（６名）の合計２４名を構成員とする体制を整えま

した。 

 

・被害状況の調査に関すること 

・災害復旧・復興に向けた対応に関すること 

・行政，ＪＡグループ及び関係機関との連携対応に関すること 
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・被災者等に対する支援及び義援金等に関すること 

・その他災害対策のために必要な事項 

 

また，平成２３年４月２６日に町・県と連携して園芸・水田営農災害

復興会議を設立し，平成２３年４月から１０月までの間，農地の復旧・

復興に向けたスケジュールや復旧手法等の具体的な取組みについて当組

合が主体となって協議を行いました。この協議結果を踏まえて，当組合

は実際の農地復旧作業を行う復興組合の運営にかかる支援を行っており

ます。（詳細は下記③参照） 

 

② 亘理郡農業振興公社の活用 

  休眠状態だった亘理郡農業振興公社を平成２３年１０月１日付けで再

立上げし，当組合から３名，亘理町役場と山元町役場から１名ずつの計

５名を派遣し，以下の事項を行うこととしました。なお,出資比率は，当

組合３０％，亘理町３０％，山元町３０％，土地改良区１０％となって

おります。 

 

・いちご団地造成に関すること 

・水田農業関連施設導入に関すること 

・土地の利用調整に関すること 

・その他農業の災害復興並びに農業振興に関すること等 

 

当公社は，いちご団地造成のため，当組合が主体となって行う農地利

用集積にかかる調整後の実務を行なうこととなります。 

   その他，個々の農家が所有していた米乾燥施設などが流失したことか

ら，当公社がライスセンタ－建設，農業用機械のリ－ス等を行う方向で

検討を進めています。 

 

③ 農地復旧と被災農家への対応 

亘理町では平成２３年６月２９日に，山元町では平成２３年９月２日

に，被災農家等１,３７０名を構成員とする地域（農業）復興組合が各々

設立されました。農地の復旧と被災農家への経済支援という観点から，

復興組合が圃場の瓦礫撤去・除塩・除草・排水対策等について従事する

ことで，水田等農地の早期復旧と農家所得確保の両立を図っております。 

当組合は，行政関係機関と情報交換を行いながら，これらの作業調整

や指導等の復興組合の管理運営の支援を行っております。 
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    引き続き浸水した水田等農地の早期復旧に取り組み，復興組合による

瓦礫撤去・除塩対策等にて作付面積拡大を図ってまいります。 

 

④ 農地の利用集積と集落実行組合の整備・再編 

６つの生産組織との連携により，支所単位部会による協議を行い，個々

の生産者の再開に向けた要望・課題を把握のうえ，行政に対して土地利

用にかかる要請を実施しました。 

具体的には，組合員・利用者を対象に営農継続等意向調査や実行組合

等から収集した情報をもとに，農地の集約化・利用の効率化を図るべく

当組合が中心となって調整を行い，大規模圃場の整備を推進していきま

す。特に管内のいちご栽培農家で構成するいちご生産連絡協議会では，

今後の栽培圃場の確保や，生産施設導入への意向確認を集落単位で実施

し，早期営農再開に向けた協議を当組合も参加して行っております。そ

して，各生産組織の意向を踏まえて必要に応じて亘理町・山元町と協議・

交渉等の対応をしております。 

  引き続き，町の復興計画と連動した，農地の利用集積を促進していき

ます。 

 集落実行組合の整備・再編については，農業及び農業協同組合の基盤

となる管内各地域の集落実行組合が，震災により離散したことなどから，

農業生産基盤が甚大な被害を受けました。そのため，当組合が中心とな

って組合員・利用者の営農継続意向等の意識調査を行って，地域農業復

興の基礎となる集落実行組合の整備・再編を図るべく対応を行ってまい

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 

次に掲げる地域経済の活性化に資する方策の実践に努めつつ，被災者か

らのニーズを的確に把握し，信用供与の円滑化を図ってまいります。 

 

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，被災耕作地の復旧と被災農家の早期営農再開に主眼を置く

ものの，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

とも必要との認識から，本所及び６支所に設置した７箇所の相談窓口や信
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用部門と営農・経済部門の部門間連携により，新規就農前後の段階で次の

取組みを行ってまいります。 

   

① 新規就農前 

就農前の就農希望者に対して，研修の実施及び農地貸借や中古農機の仲

介・斡旋等を行うことで，円滑に就農できるようサポートを行います。ま

た，新規就農にかかる研修費用の援助を行っている「財団法人みやぎ農業

担い手基金協会」の紹介や申請のための必要な手続き等について説明を行

います。 

 

 ② 新規就農後 

就農間もない農業者に対しては，営農に必要な資金ニーズに対応するた

め，町の補助事業の紹介や経営体育成強化資金等の公的資金など状況に応

じて各種制度資金の紹介を積極的に行います。また，特に認定農業者に対

しては，支援のための相談会開催（月１回開催）し，営農についての総合

的な相談対応を行います。 

 

（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有意なものと考えられます。当組合はこの

取組みを支援していくため，営農部門を中心に新たに造成されるいちご生

産拠点での選果場等の農業用共同利用施設の活用やＡコープなどの販売拠

点での販売等を通して，いちごジャム・いちごジェラート・その他りんご

ジュースの生産，加工，販売等の六次産業化支援を行ってまいります。 

    

ｂ 経営に関する相談その他の組合員・利用者に対する支援にかかる機能の

強化のための方策 

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ため，当組合では，各種補助事業や制度資金の活用，

営農再開や集約化に向けた対応を強化するため，本所及び６支所に設置し

た７箇所の相談窓口や信用部門と営農・経済部門の部門間連携により，多

岐にわたる相談に取り組むほか，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，農林中央金庫 仙台支店や農協系統諸団体と
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連携し対応してまいります。 

その他，組合員・利用者への相談対応能力向上のため，営農部門担当者

２０名を対象に，四半期に一度内部研修会を開催することで,営農部門担当

者のスキルアップに引き続き取り組んでまいります。 

これらの取組みが，地域における農業・農地や地域社会を経済活性化に

繋がるものと認識しております。 

 

 

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，営農部門が中心となり，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，経

営改善計画の策定等を行ったうえで，上記（５）のとおり既往債務対策や

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，営農部門と担い手金融リーダーを中心とする信用部門とが連携強化

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。 

 

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，農地や組合員等の生産基盤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，当組合では営農部門と信用部門とが連携して担い手農業者訪問

を行い，情報提供や相談対応を行っております。 

当組合では，引き続き，税務・法務・相続等の事業承継にかかる相談機

能強化に向けた人材育成に努めるとともに，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，税理士等外部専門家と連携した経営・

相続・税務相談会の対応を継続して行ってまいります。 

また，営農に必要な設備資金ニーズに対しては，町や県の出先機関であ

る復旧センター（技術的な専門性の高い営農支援等を行う）の指導，信用部

門と営農部門の連携・協議等を踏まえ，今後の農業経営を行う上で最適な補

助事業・各種公的資金制度，復興ファンド（注）等の紹介や対応のサポート

を行います。 

（注）アグリビジネス投資育成㈱による第三者割当増資の引受け，現経営者からの買取

りが可能。 
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 ｅ 地域や組合員・利用者に対する積極的な情報発信 

   当組合は，経営状況等についてディスクロージャー誌等により適切に開

示するとともに，当組合の地域に対する取組状況についても，ホームペー

ジや組合員会報誌等を通じて継続的に情報発信しております。 

今後も，組合員・利用者の信頼を高めるため，農業をはじめとする地域

経済復興への支援策等も含めて，これらの取組みを継続してまいります。 

 

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５,０００円（額面金額１口５,０００円） 

－ 

４ 発行総額 １,８６０百万円 

５ 発行口数 ３７２,０００口 

６ 配当率 ０．３２％ 

（平成２４年３月末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月末日ま

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

口数に応じて分配する。 
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（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月期の当組合の連結自己資本比率は１３．３２％，単体自

己資本比率は１３．８２％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

的に自己資本を増強することが必要と判断し，現在把握できている２６億

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，十分な自己資本額を確保できるよ

うにするとの考え方に基づき，１,８６０百万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。 

   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４０億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組合員・利用

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。 
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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，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，計画当初においては，震災復興に伴う経

費の増加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，普通出資については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，平成２５年３月期以降については，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，内部監査部門を被監査部門から独立して設置し，経営全般

にわたる管理及び各部門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，ＪＡの本所及び６支所全てを対象とし，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門に通知され，監査結果の



 

 

 

30

重要性に応じて被監査部門の改善取組状況をフォローアップしています。

また，監査結果の概要を四半期ごと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，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。 

   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，１件５０百万円超の案件を大口案件として，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，本所に融

資審査部署を設置し各支所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

針を毎年４月に見直しのうえ理事会の決定を受けており，この方針を実践

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） 
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   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元に，適切な資産査定を行

い，震災関連の貸倒引当金が計上される予定です。 

   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・経済部門や信用部門などの関係部門が連携して，組合員・利用者等

への訪問や面談等を適宜行うことを徹底し，債務者の状況把握を継続的に

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，ＡＬＭ委員会において当組合全体の

信用リスク状況等を適切に把握・分析するとともに，本支所融資課等が中

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

抑制等に対応してまいります。 

   また，理事会は信用リスクに関する報告を四半期ごとに実施する自己査

定結果をもとに債権管理委員会を開催して管理を行うなど定期的かつ必要

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以上を農林中央金庫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

環境分析情報を証券会社から収集のうえ，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

半期ごとに開催して，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。運用については，毎年４月に理事会にて決定
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した運用方針（保有は国債と農林債券限定）などに基づいた，余裕金の運

用を行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適

切な執行を行っているかどうか都度チェックし，リスク量については年に

一度モニタリング資料をもとにリスクの確認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以上を農林中央金庫に預

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で農林中央金庫 仙台支店と協議を行ったうえで資

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。なお，現在の運

用方針上，保有できる有価証券は，国債と農林債券のみに限定されていま

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
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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（四半期ごと）・自店検査（月次）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，内部監査により改善状況の確認が行われると同時に

状況に応じて必要な指示がなされ，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 

 












































