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１ 信用事業強化計画の策定にあたって

（１） はじめに

当組合は、宮城県を事業区域とする漁業協同組合として、「組

合員の漁業の生産性・能率性の向上と、その事業の振興を図

るとともに社会的地位を高める」ことを経営理念として、地域に

根ざした事業活動を展開してまいりました。

東日本大震災により、当組合管内が、過去にない規模の甚大

な被害を受けているなか、当組合は、水産業者をはじめとする

組合員・利用者への安定的かつ円滑な資金供給に努め、地域

水産業・経済の一日も早い復旧・復興を実現する役割を、強

化・継続していくことが求められていると認識しております。

当組合は、今回の申請に基づく資本増強により、財務基盤の

健全性を確保し、水産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。

【経営理念】

組合員の漁業生産性と

社会的地位の向上

【目指すべき到達点】

地域水産業・経済の復興

【当組合の取組み】

組合員・利用者への安定的

かつ円滑な資金供給

宮城県漁業協同組合の

経営理念と目指す姿

（２） 信用事業強化計画の実施期間

平成23年4月から平成28年3月まで（5年間）
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２ 東日本大震災による影響

東日本大震災により、特に当組合管内の宮城県沿岸部において、

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。

【宮城県内の被害状況】 （平成23年10月20日現在）

人的被害 死者・不明者 1万人超

第一次産業
被害等

農林水産関係被害額 1兆２，２８０億円

（うち農業関係被害額約 ５，１４４億円）

（うち水産関係被害額約 ６，９４７億円）

住宅被害 ３兆９，０３６億円

当組合の被害 ４０店舗（うち信用事業実施３１店舗）が被害

＜当組合管内の被災状況＞

＜被災店舗＞

一部には震災復旧関連等の動きはありますが、津波被害が甚大

な沿岸部では、雇用情勢、個人消費、住宅建設、設備投資、生

産等において悪化が顕著であり、当組合管内の組合員・利用者

の経営にも、甚大な影響が及んでおります。



4

３ 被災者への信用供与の状況

（１） 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、東日本大震災後の平成23年4月と平成23年8月の2度にわたり10,000余人の組合
員原則全員を対象とした面談調査を実施し、被災状況・漁業経営継続意思等の確認を行いました。この調
査結果をベースに、当組合のすべての債務者を対象に被災債務者に対する信用供与の状況把握も行って
まいりました。

調査の結果、当組合の平成23年９月末の貸出金は1,007件、9,757百万円、その内、東日本大震災の影響
を少なからず受けていると想定される債務者に対する貸出金は1,004件、8,569百万円となり、金額ベースで
87.8％となっております。対象となる貸出先の過半が何らかの津波被害を受けた沿岸の組合員・利用者に
対するものであり、大部分の貸出金が被災債権となっております。

（２） 当組合の貸出金残高と被災債権

平成23年

9月末現在

うち

被災債権残高

プロパー資金 3,845 3,833

水産制度資金 2,725 2,685

うち近代化資金 1,078 1,038

合計 6,570 6,518

【貸出先別】 （単位：百万円） 【主要な水産業関係の貸出金残高】 （単位：百万円）

8,569

1,651

2,038

4,880

うち

被災債権残高

1,007

113

9

885

先数

平成23年9月末

現在貸出金残高項目

先数

組合員 4,880 885

業種別漁業協同組合

水産加工業協同組合
2,038 9

その他 2,839 110

合計 9,757 1,004
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３ 被災者への信用供与の状況

（３） 被災者に対する条件変更等の対応状況（平成２３年１２月３１日現在）

東日本大震災以降、東日本大震災の影響を受けている組合員・利用者に対しては、最大6ヶ月間の

既存融資の返済猶予に応じております。また、期限延長等の条件変更要請を受けた組合員・利用者

に対しては、最長3年間の元金据置きや最終期限の延長をできるものとし、平成23年12月末現在で11

件、452百万円の条件変更に対応しております。

また、組合員・利用者の事業基盤・生活基盤の維持や早期の漁業再開に向けて、当組合は漁船資

金・当面の運転資金等に応じてきております。

【約定返済の一時停止状況】 【新規融資の状況】

（単位：件、百万円）（単位：先、百万円）

3,994354合計

16336その他

33926うち住宅ローン

438105生活資金

2,450177うち設備資金

3,470213事業資金

債権額債務者数

3,4863494,598467合計

0000
漁業経営維持安定
資金

3151536616漁業近代化資金

3,1713344,232451
農林漁業セーフテ
ィネット資金

金額件数金額件数

うち実行件数相談受付件数
資金名
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４ 信用供与の円滑化・地域経済の活性化の方策

（１） 基本的な取組み姿勢

当組合は、当組合管内が直面している東日本大震災後の社会経済情勢、及び金融円滑化法の趣旨等

を踏まえ、被災地域の漁業協同組合として、組合員・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金融機能の提供に努め、地域漁業・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、地域漁業・経済の活性化については、地域の行政機関や全国漁業協同組合連合会等と連携して

取り進めていくことといたします。

地域漁業・経済の活性化

連 携

地域の行政機関

全国漁業協同組合連合会

組合員・利用者への

最適な金融機能の提供

宮城県漁業協同組合



４ 信用供与の円滑化・地域経済の活性化の方策

7

ａ 現在の実施体制

東日本大震災により、当組合は、本支所・出張所５１店舗の８割に当たる４０店舗が流出・損壊する等の

甚大な被害を受けました。

その後、仮設店舗も含めて可能なところから各支所を復旧させ、組合員・利用者の漁業再開に向けた相

談やこれに伴う資金対応、その他既往債務の条件変更等への対応について、本支所の職員が具体的

に実施できるよう体制を整えました。

平成２４年１月末時点では、仮設店舗を含めて３６の本支所・出張所において窓口を開いており、当組合

の職員が、組合員・利用者からの各種相談に対応できる体制となっております。

ｂ 今後の実施体制

今後の当組合の体制は、東日本大震災により被害を受けた組合員・利用者が多数にの

ぼること等を踏まえ、これまで以上に組合員・利用者のニーズを適切に把握し、迅速か

つ丁寧な対応を進めるため、抜本的な経営体制の見直しに取り組む予定としております。

具体的には、従来の支所を中心とした分散型の事業運営体制から、事業本部制（経済

事業本部・信用共済本部・指導総務本部・復興対策本部・監査室）へ移行し、各事業本

部のスタッフ機能強化や専門性を高めた人材の配置を進め、地域の組合員・利用者の

ニーズにこれまで以上に迅速・適切に対応できるよう取組みを進める方針です。

（２） 水産業者等に対する信用供与の実施体制



４ 信用供与の円滑化・地域経済の活性化の方策

ａ 復興基本方針の策定及び復興対策室の設置

当組合では、震災直後の平成23年3月14日には、「東日本大震災被害対策本部・支所」を設置したほ

か、震災復興にかかる基本方針を示した「ＪＦみやぎ漁業復興基本方針」を策定し、国・県等の補助事

業を活用した組合員の早期再建や資金対応、事業運営体制の見直し等を通じた当組合の再建に取り

組むこと等を明確にいたしました。

以上の方針に沿った地域の漁業の早期復興、組合員の早期漁業再開に向けた企画立案を専門に行

う部門として、平成23年5月11日に「復興対策室」を設置しております。

8

ｂ 被災地域の復興支援にかかる取組み

（a）基本的な考え方

当組合管内では漁業の復興が地域の復興に直結することを踏まえ、漁業の早期復興を通じて、被

災地域の復興に貢献してまいります。

（ｂ）漁業再開・継続に向けた相談への対応

当組合は、漁業再開・継続の意思がある組合員に対して、営漁計画の策定支援を実施するほか、

漁業再開にかかる相談を通じて設備投資ニーズ等を把握し、事業面での支援に取り組んでいます。

（３） 東日本大震災からの復興のための具体的な方策
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４ 信用供与の円滑化・地域経済の活性化の方策

水産庁の「水産復興マスタープラン」におけ

る「漁船・漁具等の生産基盤の共同化・集

約化を推進する」との基本方針に沿ったか

たちで共同化を推進しております。

具体的には、組合員が国の共同利用事業

（補助事業）を活用するにあたり、共同利用

事業の実施主体として漁業者グループが

設立した漁協および漁業生産組合につい

て、設立諸手続き等の全面的なサポートを

行いました。

今後は、共同利用施設等の取得にかかる

資金対応、経理・総務事務等の受託等を通

じて、共同利用事業の効率的な運営に向

けたサポートを行い、地域の水産業復興が

円滑に進むよう取り組んでまいります。

漁協・漁業生産組合

宮城県漁業協同組合

水産業者・漁業者グループ

国・県による
取得費用の
一部助成

取得費用の
貸出

漁船・漁具・養殖設備等の取得

　・設立事務（認可取得等）サポート
　・設備取得サポート
　・運営管理サポート
　・資金対応サポート貸　出

　・漁業の早期再開
　・初期投資の負担軽減

共同利用

貸　与

出　資

（ｃ）漁業再開に向けた枠組み整備・公的支援活用サポート
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４ 信用供与の円滑化・地域経済の活性化の方策

③宮城県産業復興機構や、（株）東日本大震災事業者再生支援機構等の活用

①貸出条件変更（条件緩和）の提案

c 金融面の対策

被災した漁業者等に対しては、組合員・利用者からの声に丁寧に耳を傾け、被災状況、事業再開に向

けた意向、経営課題、ニーズの把握を的確に行い、この中で把握した金融面でのニーズに対して、組

合員・利用者の状況に応じた最適な金融面での支援策を適時・適切に提案するなど、これまで以上に

きめ細かに対応してまいります。

（ａ）既往債務の対策

②日本政策金融公庫・宮城県漁業信用基金協会と連携した、実質無利子・無担保・無保証人で対応

可能な貸付への借換推進

④大口の事業資金対応先に対する、東日本大震災の影響度に応じた経営改善計画の作成や見直

し支援及び進捗状況のフォローアップ

⑤個人版私的整理ガイドラインにかかる相談体制の整備や、内部研修会の開催や弁護士等の

外部専門家との連携等を通じた、より一層迅速かつ丁寧な対応の推進



４ 信用供与の円滑化・地域経済の活性化の方策

（ｂ）新規資金需要にかかる支援内容

・漁業近代化関連資金

・ＪＦ漁協ローン・日本政策金融公庫国民生
活事業教育資金貸付

・教育資金を確保したい

・ＪＦ住宅ローン・災害復興住宅融資・住宅を新築したい
・住宅を修理、補強したい

住宅ローン等
生活資金

・マリン・スポットローン・漁業近代化資金・種苗等を購入したい

・漁業経営維持安定資金・債務を借換したい

・東日本大震災・漁業者等緊
急保証対策事業資金

・漁業近代化資金
・水産業災害対策資金
・農林漁業セーフティネット

資金

・事業再開、再建したい
・設備機械等を復旧、取得

したい
・新規事業に着手したい

漁業資金等
事業資金

ＪＦ公的制度想定されるニーズ資金種類

※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
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４ 信用供与の円滑化・地域経済の活性化の方策

d 人材育成と活用

当組合は、組合員・利用者からの相談や様々なニーズに的確に対応できる人材の育成を図るため、

各種研修受講及び資格取得の一層の奨励や、漁業融資について専門的な知識を有し、漁業者の

様々なニーズに対応できる人材育成に取り組んでまいります。

e 新規就業に対する支援

東日本大震災の被害で後継者不足となった組合員等の事業承継や、漁業への新規就業や新規就業

者の定着支援を進めるため、漁業者グループ等への加入を推進する等、地域一体となった支援体制

の構築に向けて取り組んでまいります。

ｆ 早期の事業再生に資する方策

当組合は、個別の組合員・利用者が事業の早期再生・開始できるよう、営漁計画策定支援、漁業継続

のためのコンサルティング、設備投資ニーズの把握等を行うとともに、共同利用事業への参加促進や、

養殖業者に対する公的支援活用促進等を行ってまいります。その中で必要となる資金面のニーズに

ついても、個別の事情を十分に勘案し、適切に対応してまいります。

12

g 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

地域漁業や地域社会を維持していくうえでは、後継者を確保し、事業を円滑に承継するこ

とが必要であるため、当組合は、組合員が主導する各魚種別の部会への加入を推進し、

情報交換や技術指導等の提供を行うとともに、国の3次補正で措置された｢漁業復興担い

手確保支援事業｣等の行政支援を活用した担い手対策もあわせて実施してまいります。
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５ ジェイエフマリンバンク支援協会による優先出資の引受けに
かかる事項

平成23年3月期の当組合の連結自己資本比率は7.46％、単体自己資本比率は7.30％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

合信用事業にかか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、当組合に期待され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。当組合は、強固な財務基盤を背景と

する安定的かつ円滑な資金供給、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んでまいります。

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組合員・利用者への円

滑な資金供給機能を果たしていくためには、予防的な自己資本の増強が必要と判断し、現在把握できて

いる86億円の被災者への債権等について、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、66.8億円の優先出資

を発行し、社団法人ジェイエフマリンバンク支援協会に引受けを要請するものであります。

（１） 金額の算定根拠

（２） 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。


