
 

 

 
信用事業強化計画の履行状況報告書 

（ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の 
再編及び強化に関する法律附則第８条第１項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年 6 月 

みやぎ亘理農業協同組合 



 

 

 

目次 

 

１ 平成 24 年３月期決算概要 

（１）経営環境 

（２）震災復興への取組み体制 

（３）決算の概要 

（４）自己資本比率の状況 

 

２ 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の進捗状況 

（１）農業者に対する信用供与の円滑化のための方策 

（２）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 

（３）東日本大震災の被災者への信用供与の状況 

（４）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 

（５）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 

 

３ 剰余金の処分の方針 

 

４ 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 

（２）業務執行に対する監査または監督の体制 

（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 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

5 

 

5 

 

5 

9 

 

 

11 

13 

 

26 

 

 

29 

 

29 

 

29 

30 

30 

 

 

 



1 

 

１ 平成 24 年３月期決算概要 

 

（１）経営環境 

平成 23 年３月 11 日に発生しました東日本大震災（以下，「震災」という。）

により，当組合管内（亘理町，山元町の２町）においては，津波による農地へ

の浸水被害が農地面積の８割弱にのぼるなど基幹産業である農業をはじめ，常

磐線や国道６号線等の主要交通網など様々な社会・生活インフラが，過去に類

を見ない甚大な被害を受けました。 

亘理町，山元町とも復興計画は平成 23 年 12 月に各議会で最終案が決定し，

計画に則って当組合管内の復旧・復興に向けた各種事業への対応が始まりつつ

あります。しかし，依然として仮設住宅での生活を余儀なくされている住民や，

営農再開の見通しも立っていない農業者が多数おります。また，常磐線は宮城

県亘理と福島県相馬間で依然不通の状態が続いております。内陸に線路を移設

するため平成24年５月８日にJR東日本と県の間で覚書が締結されたところで

あり，運行再開まで鉄道工事着工から３年程度かかるとのことです。当組合管

内の組合員・利用者を取り巻く環境は引き続き厳しい状況にあります。 

 

（２）震災復興への取組み体制 

そのような状況の下，当組合は，平成 24 年３月 23 日に社団法人ジェイエイ

バンク支援協会および農水産業協同組合貯金保険機構から，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，

「再編強化法」という。）附則第３条第１項に基づく 1,860 百万円の資本支援

を受けました。 

当組合は，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たこと

から，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おります。 
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（３）決算の概要  

 

ａ 資産・負債の状況（単体） 

 

（ａ）貸出金残高 

 貸出金残高（末残）は，平成 23 年３月末比▲1,161 百万円の 5,176 百万円

となりました。 

 農業関連は，金利・保証料が優遇される復興対策資金を中心に，新規実行

は 147 百万円となりましたが，共済金による繰上償還の増加と約定償還の進

展により，平成 23 年３月末比▲225 百万円となりました。 

その他事業関連資金においては，約定償還の進展により，平成 23 年３月

末比▲211 百万円となりました。 

住宅ローンは，共済金による繰上償還に加え，町のゾーニングの遅れなど

から本格的建設需要が未だ管内に訪れず，平成 23 年３月末比▲546 百万円と

なりました。 

その他生活資金は，津波で流失した自家用車が管内では生活必需品である

ことなどから，マイカーローンの新規実行等が83百万円と伸張しましたが，

共済金による繰上償還の増加と約定償還の進展により，平成 23 年３月末比

▲119 百万円となりました。 

地公体は，約定償還の進展により，平成 23 年３月末比▲58 百万円となり

ました。 

    

（ｂ）貯金残高 

 貯金残高（末残）は，平成 23 年３月末比＋18,803 百万円の 63,385 百万円

となりました。 

 残高が増加した背景は，建物共済金の支払い等により当組合の口座に入金

されたものが，営農再開等収入の目途がつかないなか将来的な生活資金を確

保したいことなどから，払い出しが行われていないものです。 
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＜資産・負債の推移＞                  （単位：百万円） 

 平成 24 年 

3 月末実績 

平成 23 年 

3 月末実績 

前年度末比 

資産 71,461 49,209 22,252

うち預金 54,885 30,523 24,362

うち貸出金 5,176 6,337 ▲1,161

農業関連 743 968 ▲225 

その他事業関連 1,115 1,326 ▲211

住宅ローン 2,857 3,403 ▲546

その他生活関連 245 364 ▲119

 

地公体等 217 275 ▲58

 

うち固定資産 2,395 2,620 ▲225

負債 66,900 46,534 20,366

 うち貯金 63,385 44,582 18,803

純資産 4,562 2,675 1,887

 

 ｂ 損益の状況（単体） 

信用事業については，共済金の支払いに伴い貯金残高が大幅に増加したこ

とを主因に運用額が増加し，信用事業総利益は前年同期比＋101 百万円とな

りました。 

共済事業については，震災後の意識の高まりが建物更生共済等への加入を

後押ししたものの，契約保有高減少という従来からのトレンドをカバーしき

れず，共済事業総利益は前年同期比▲22 百万円となりました。 

購買事業については，復興組合に対する耕作機械など生産資材の取扱いが

あったものの，被災した農地の復旧が遅れ営農再開の目途が立たない組合

員・利用者が多く，資材の取扱いが減少し，購買事業総利益は前年同期比▲

55 百万円となりました。 

販売事業についても，被災した農地の復旧が遅れたことから，特産品のい

ちご，主要農産物の米とも販売が大きく落ち込み，前年同期比▲59 百万円と

なりました。 

上記により，事業総利益は，1,045 百万円（前年同期比▲38 百万円）とな

りました。 

 事業管理費は，人件費の圧縮（前年同期比▲57 百万円）をはじめとする諸

経費の削減，坂元営農センター等の施設が震災により使用に耐えなくなった

ことなどから減損し，従来計上していた減価償却費がなくなったこと等によ
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り，980 百万円（前年同期比▲118 百万円）となりました。 

事業利益段階で，64 百万円（前年同期比+79 百万円）の黒字回復となりまし

た。 

特別利益 2,138 百万円の内訳は，義捐金等 1,166 百万円（県中央会 427 百

万円，全農みやぎ 558 百万円，共済連 83 百万円等），組合員向けのいちごハ

ウス建設にかかる補助金（予め組合員から希望する資材をヒアリングのうえ，

当組合を事業主体としてその資材購入にかかる補助金を町に申請し，補助金

受領後組合員が希望していた資材を購入してそのまま組合員に提供したも

の）797 百万円，当組合設備被災による共済金 147 百万円等となりました。

特別損失 2,166 百万円の内訳は，災害に伴う修繕費，資材処分損等 1,725 百

万円，貸倒引当金繰入 224 百万円等となりました。 

税引前当期利益から税の支払い等を経て，当期剰余金は▲16 百万円（前年

同期比＋179 百万円）となりました。 

 

＜損益状況の推移＞                 （単位：百万円） 

 平成 24 年 

3 月期実績 

平成 23 年 

3 月期実績 

前年同期比 

事業総利益 1,045 1,083 ▲38

うち信用事業 451 350 101

うち共済事業 384 406 ▲22

うち購買事業 124 179 ▲55

 

うち販売事業 51 110 ▲59

事業管理費 980 1,098 ▲118

うち人件費 755 812 ▲57 

うち施設費 121 158 ▲37

事業利益 64 ▲15 79

特別利益 2,138 206 1,932

うち義捐金 1,166 205 961

うち補助金 797 1 796

 

うち共済金 147 0 147

特別損失 2,166 383 1,783

うち災害損失 1,725 109 1,616 

うち貸倒引当金 224 260 ▲36

税前当期利益 66 ▲168 234

当期剰余金 ▲16 ▲195 179
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（４）自己資本比率の状況（単体） 

 自己資本比率は，再編強化法に基づく 1,860 百万円の優先出資を受け

20.13％（前年同期比＋6.31 ポイント）となりました。 

 

２ 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の進捗状況 

 

（１）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，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，次の

とおりの体制を整備し，組合員からの様々なニーズに応えられるよう取り組

んでおります。 

 

（ａ）全組合員への訪問活動 

全組合員を一斉訪問する「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月からは毎月 5,303 戸（平成 23

年３月末の全組合員のうち他県へ避難している組合員等を除く。）の訪問を

再開しております。 

組合員への毎月の訪問により，組合員の状況を常時把握するとともに，当

組合からの広報誌配布，連絡事項伝達等を行っております。また，訪問を行

う中で，組合員からの様々な要望（農業技術指導,資材注文等）を受けた場

合は適宜対応いたしております。 

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。 

 

【事例 1】 

・相談：平成 24 年４月 21 日，カメムシ対策の資材について問合せを受け付

けました。そして，訪問者が担当部署へ報告しました。 

・対応：平成 24 年４月 23 日，報告受領後，担当部署から資材の配布が実施

されました。 

 

【事例２】 

・相談：平成 24 年５月 19 日，自宅を修理中の組合員から，修理が完了する

６月上旬に建物更生共済に加入したいとの相談を受け付けました。
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そして，訪問者が支所内金融共済課へ報告しました。 

・対応：金融共済課が組合員を訪問し，状況をヒアリング。その後平成 24

年６月８日，契約を締結しました。 

 

（ｂ）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，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。 

平成 24 年５月末まで（様式を制定した 23 年 11 月以降）に，146 件の相談

を受け付け，受け付けた相談については全て対応をいたしました。なお，震

災相談窓口のある各支所では，営農部門の担当が常駐しているため，震災相

談窓口では営農にかかる相談実績はありませんでした。 

今後の相談内容としては，融資関連については，住宅修繕・新築住宅建設

ニーズの高まりに伴う住宅ローン，リフォームローン，マイカーローン等の

資金ニーズ及び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。一方，営農関連について

は，新たに造成するいちご団地で採用される高設ベンチでの栽培技術や統一

化される設備の使用方法，平成 24 年度の補助事業申請にかかる質問事項等

が見込まれます。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るとともに組合員が期待するサービスを提供し

てまいります。 

 

＜震災相談窓口の相談内容内訳＞          （単位：件） 

相談内容 相談件数 対応済件数 

新規融資 98 98 

既往債務の条件変更 37 37 

その他 11 11 

合計 146 146 

 

【事例 1】 

・相談：平成 24 年２月 14 日，震災により農業収入が減少した組合員から，

農業資材購入等にかかる制度資金による運転資金の借り入れ相談を

受け付けました。 

・対応：平成 24 年３月８日，公庫のセーフティネット資金による対応を検

討することとし，平成 24 年３月 19 日，借入申込書を受領し，平成

24 年４月 25 日，貸付けを実行しました。 
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【事例２】 

・相談：平成 24 年３月 21 日，震災により農機具保管庫が浸水した組合員か

ら，当組合が震災対応用に設定した「東北地方太平洋沖地震災害復

旧支援資金」の借り入れによる新築の相談を受け付けました。 

・対応：平成 24 年３月 26 日，借入申込書を受領し，平成 24 年４月 25 日，

貸付けを実行しました。 

 

（ｃ）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）を行っております。 

震災以降，平成 24 年５月末までに，震災相談窓口で支所が受け付けた案

件をはじめ合計 47 件のサポートを行いました。サポートを行った 47 件は全

て公庫資金にかかる詳細の問合せであり，本所の金融担当が公庫職員と共に

対応した案件です。 

      

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おります。 

 

 （ｄ）融資説明会の開催 

 当組合では，営農再開に向けた農業用資材の取得，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

の要望が高まっています。 

このような，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

合独自資金等について，本所会議室にて１ヶ月に２回（原則毎月第一木曜日，

第四土曜日）説明・相談会を開催しております。 

平成 24 年５月末までに，32 回の説明・相談会の開催をし，延べ 47 名が参

加しました。なお，各支所窓口では随時資金相談を実施しております。 
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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，進捗管理しております。 

 

（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，金融共済課長会議を開

催しております。 

 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。具体的な事例としては，各

支所からの管内の復旧状況報告や組合員からの相談事項等を勘案し，当組合

が震災対応用として設定した「東北地方太平洋沖地震災害復旧支援資金」の

取扱期限を平成 25 年３月 31 日まで１年間，金融部長の判断を受けて組合長

が延長を決定しました。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。 

 震災前は毎月実施していましたが，震災以降は震災後の対応が優先された

ことから，平成 23 年度の開催実績は３回となりました。本会議が開催でき

なかったときは，各支所から金融部長あて貸出金・貯金等の計数計画に対す

る進捗状況の報告があげられ，金融部長から各支所長あて必要に応じて状況

の確認・指示を行いました。具体的な事例としては，震災直後は各支所所管

地域の組合員安否・所在確認や被災状況，その後は復旧状況にかかる情報収

集を各支所長に指示しました。また，業務会議に報告するべき事項について

は，金融部長が判断のうえ，必要な報告等を行いました。 

 平成 24 年５月から従来通り毎月開催することとしており，５月７日に開

催しております。 

 

（ｂ）信用事業強化計画等検討会議（常勤理事，部長，支所長，及び，県下

ＪＡグループ）による進捗管理 

 信用事業強化計画の取組みにかかる進捗状況の管理・検討については，平

成 24 年４月 18 日付けで「ＪＡみやぎ亘理信用事業強化計画等検討会議設置

要領」を制定し，この検討会議によって行うこととしました。「信用事業強

化計画等検討会議」（以下，「月次検討会議」という。）は，当組合内の経営

層が参加する業務会議とは別に改めて設営することとしたものであり，当組

合からは業務会議と同じく組合長以下常勤理事，本所総務部長，営農部長，
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金融部長，共済部長，経営支援担当部長，内部監査室長，６支所の各所長（四

半期毎）が参加，当組合以外からはＪＡ宮城中央会，農林中央金庫仙台支店,

ＪＡ全農みやぎ,ＪＡ共済連宮城が参画する月次の検討会です。 

信用事業強化計画では，既存の会議体である業務会議での進捗管理を行う

こととしておりましたが，より濃密な進捗管理を行うため，平成 24 年４月

に業務会議の一部を取り込み，参集範囲も拡大したうえで，信用事業強化計

画等の進捗管理のみを目的とする会議体として月次検討会議を新設しまし

た。 

平成 24 年４月 18 日に開催した第一回月次検討会議では，会議の位置付

け・目的，信用事業強化計画等について認識を共有化のうえ，月次の進捗管

理にかかる様式等について協議を行いました。 

平成 24 年５月 23 日に開催した第二回月次検討会議では，平成 23 年度の

計画進捗状況の確認や，今後の計画達成に向けた具体的行動目標等について

協議を行いました。 

 

（ｃ）理事会での進捗管理 

 理事会は，四半期ごとに月次検討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，必要に応じて実施事項の改善を月次検討会議に指示してまい

ります。 

 平成 24 年４月 27 日の理事会においては，月次検討会議の位置付けと月次

検討会議における県連の役割等を明確にし，信用事業強化計画の進捗管理を

月次検討会議にて行うことを決定いたしました。 

 

(２)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。 

震災以降，平成 24 年５月末までにおいては，平成 23 年４月１日付で創設

した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」，「Ｊ

Ａ住宅ローンとくとくプラン」，「ＪＡマイカーローン」等の推進を積極的に

行い，87 件・260 百万円の機関保証付貸付を新規実行しました。 

引き続き，担保・保証人が不要の震災特例融資である「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）」に加え，平成 23 年５月から取
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扱を始めた農業近代化資金，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。 

 

＜担保，保証に依存しない貸出実績（平成 24 年５月末）＞（単位：百万円） 

資金名 件数 金額 

事業資金 42 218

うち東北地方太平洋沖地震災害復旧支援資金 17 53

 うち農林漁業セーフティネット資金 13 81

 うち農林漁業施設資金 7 48

 うち農業経営基盤強化資金 5 36

生活資金 70 207

 うち住宅ローン 8 119

 うちマイカーローン 58 85

 うち教育ローン 4 3

計 112 425

 

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㈱（*）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。 

震災以降，平成 24 年５月末までの間，震災後の法人化取組みの動向等に

ついて情報を収集し，一部法人化にかかる情報も収集しておりますが，アグ

リビジネス投資育成㈱が出資するコンセプトである「（地域の）中核的担い

手の早期復興をサポートする」に合致するケースはほとんどなく，出資にか

かる紹介・提案につながる実績は現状ではありません。引き続き，営農部門

との連携により情報収集を継続し，対応してまいります。 

 

（*）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。 
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（３）東日本大震災の被災者への信用供与の状況 

  

ａ 被災者向け条件変更等の対応状況 

 被災者向け条件変更等の対応状況については，震災以降，平成 24 年５月

末までの間に，農業資金・住宅ローンの債務者を中心に 45 件・328 百万円の

既往貸付金の返済猶予，期限延長，もしくは，返済猶予と期限延長を同時に

対応しました。 

 上記返済猶予・期限延長を行った 45 件・328 百万円は，被災者の状況を踏

まえた対応を進めた結果，17 件・124 百万円が約定返済の再開，４件・19 百

万円が繰上償還，４件・６百万円が返済猶予と期限延長の同時対応再実施，

そして，20 件・179 百万円が継続対応中となっております。なお，返済にか

かる条件変更以外に，金利減免等の相談は未だ受け付けの実績はありません。 

今後も農地の復旧・営農再開までの見通しが立たない債務者がいることから，

引き続き申し込みを受け付けた全ての案件に対して，適切に実施してまいり

ます。 

なお，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

わせがあったものの，制度の確認・照会のみでした。その他第三者機関が申

込みを受けた案件が１件あり，第三者機関から現在債務者が弁済計画を策定

中である旨報告をいただいている段階であり，対応した案件はまだありませ

ん。 

 

＜条件変更等の実行（平成 24 年５月末）＞     （単位：件，百万円） 

 受付件数 対応件数 金額 対応 

合計 45 45 328 

 約定返済再開 17 17 124 

 繰上償還 4 4 19 

 返済猶予・期限延長の同時

対応・再申込み 
4 4 6 

 対応継続 20 20 179 

受付案
件は全
て対応 

個人版私的整理ガイドライ

ン相談 
3 0 0 

問合せ
のみ 
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＜資金別条件変更の実行（平成 24 年５月末）＞   （単位：件，百万円） 

 ～H23.12 H24.1-3 H24.4-5 合計 

件数 16 0 2 18返済猶予及 

期限延長 金額 76 0 3 79

件数 2 0 0 2
返済猶予のみ 

金額 7 0 0 7

件数 18 0 2 20

農
業
資
金 

合計 
金額 83 0 3 86

件数 3 1 0 4返済猶予及 

期限延長 金額 43 11 0 54

件数 16 1 0 17
返済猶予のみ 

金額 170 13 0 183

件数 19 2 0 21

住
宅
ロ
ー
ン 

合計 
金額 213 24 0 237

件数 3 0 0 3返済猶予及 

期限延長 金額 3 0 0 3

件数 1 0 0 1
返済猶予のみ 

金額 2 0 0 2

件数 4 0 0 4

そ
の
他 

合計 
金額 5 0 0 5

件数 41 2 2 45
合計 

金額 301 24 3 328

 

 ｂ 被災者向け新規実行 

被災者向け新規実行は，震災後平成 24 年５月までに申し込みを受け付け

た案件全てに対応し，210 件，548 百万円となっております。 

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おります。 
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（４）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 金融面の対策 

 

（ａ）既往債務の対策 

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が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。 

震災以降，平成 24 年５月末までには，被災者からの既往債務にかかる借

換えの相談実績はありませんでした。そのため，日本政策金融公庫原資によ

る経営体育成強化資金及び当組合原資による農家負担軽減支援特別資金に

よる新規実行実績もありませんでした。 

 また，二重債務問題の整理が必要な場合，宮城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。 

宮城産業復興機構・東日本大震災事業者再生支援機構等の立ち上げに際し

ても，本所金融部金融課が支所に配置されている震災相談窓口担当者をサポ

ートし，利用者からの相談に一元的に対応できるよう体制を整備しており，

今までの実績はありませんが，引き続き利用者の希望を踏まえ，対応を検討

してまいります。 

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が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。 
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（ｂ）農業者等事業者の新規資金及び生活資金需要への対応 

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，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Ｊ

Ａ農業関係資金，審査期間が短いことなどから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」等を積極的に推進

いたしました。 

震災以降，平成 24 年５月末までの融資実績は，「東北地方太平洋沖地震災

害復旧支援資金」（農業資金向け）が 17 件（53 百万円），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」13 件（81 百万円），「農林漁業施

設資金」７件（48 百万円），「農業経営基盤強化資金（スーパーL 資金）」５

件（36 百万円）となっています。 

 

（ｃ）生活資金の新規資金需要への対応 

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，住宅金融支援機構の上限額

以上の資金ニーズ等に対しては，「ＪＡ住宅ローンとくとくプラン」や「Ｊ

Ａリフォームローン」を優遇金利適用のうえ提案いたしました。また，マイ

カー購入や生活再建のための資金についても優遇金利を適用のうえ推進を

行いました。 

震災以降，平成 24 年５月末までの融資実績は，流失した生活必需品であ

る自家用車の購入に係る「マイカーローン」が 58 件（85 百万円）と最も多

く，次いで「住宅ローン」8件（119 百万円）となっています。 
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＜新規実行実績（平成 24 年５月末）＞       (単位：件，百万円) 

資金名  ～H23.12 H24.1-3 H24.4-5 合計 

件数 10 4 3 17東北地方太平洋沖地震

災害復旧支援資金 金額 35 9 9 53

件数 4 6 3 13農林漁業セーフティ

ネット資金 金額 18 38 25 81

件数 0 4 3 7
農林漁業施設資金 

金額 0 31 17 48

件数 3 1 1 5農業経営基盤強化資

金（スーパーL資金） 金額 11 5 20 36

件数 17 15 10 42

事
業
資
金 

事業資金合計 
金額 64 83 71 218

件数 34 21 3 58
マイカーローン 

金額 47 35 3 85

件数 2 3 3 8
住宅ローン 

金額 34 40 45 119

件数 0 1 3 4
教育ローン 

金額 0 1 2 3

件数 36 25 9 70

生
活
資
金 

生活資金合計 
金額 81 76 50 207

件数 65 21 12 98
その他資金 

金額 45 38 40 123

件数 118 61 31 210
合計 

金額 190 197 161 548
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＜震災対応資金別 新規貸出実績（平成 24 年５月末）＞      （単位：百万円） 

平成 24年 5月

末累計実績 資金等 内  容 
取 扱 

開始日 
件数 金額 

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最長

18 年間 0％，無担保・無保証。融資機関は当

組合。 

0 0

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最長 18 年

間 0％。無担・無保証。融資機関は公庫（当

組合にて取扱）。 

13 81

農林漁業施設資金 被災した農業用施設・農機具取得のための設

備資金で，末端金利最長 18 年間 0％。無担・

無保証。融資機関は公庫（当組合にて取扱）。

7 48

 

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

端金利最長 18 年間 0％。無担・無保証。融

資機関は公庫（当組合にて取扱）。 

平成23年 

5 月 2 日 

5 36

復興対策資金の取扱 震災被害に対して新設した資金。   

 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）

被災した農業者向け農業資金・住宅修復資

金・生活応援資金。優遇保証料率による基金

協会保証。 

農業資金の場合利子助成 1.0％（農中 0.5％，

ＪＡグループ 0.5％）・10 年間 

平成23年 

4 月 1 日 
17 53

罹災型特別金利の取

扱 

震災被害に対して既往資金に当組合優遇金

利を適用した資金。（平成 24 年 4 月以降は復

興ローンとして農中の利子助成 0.5％が追

加適用となった） 

  

 

ＪＡマイカーロー

ン 

自動車を流失した被災者向け自動車購入資

金。ジャックスもしくは基金協会保証。 

利子助成農中 0.5％・5 年間および当組合に

よる優遇金利適用。 

平成23年 

5 月 2 日 

（平成 24

年 4月 1日

～農中利

子助成） 

58 85

 

ＪＡ住宅ローンと

くとくプラン 

被災者向け住宅新築購入・住宅修復資金。協

同住宅ローンもしくは基金協会保証。 

利子助成農中 0.5％・5 年間および当組合に

よる優遇金利適用。 

平成23年 

9 月 1 日 

（平成 24

年 4月 1日

～農中利

子助成） 

8 119
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【事例１】 津波により農機具を流失したいちご・水稲農家向け農機具購入資金

対応（東北地方太平洋沖地震災害復旧支援資金） 

 

 当組合員であるいちご・水稲農家が，津波により農機具を流失しました。

これを受け，農機具の購入資金を「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）にて対応しました。本資金対応により農機具を購入し，

平成 23 年の米収穫に活用することができました。 

 

  ＜東北地方太平洋沖地震災害復旧支援資金の対応内容＞ 

    ①金額  5,000 千円 

    ②期間  10 年 

    ③金利   0.35％固定（当組合による優遇金利▲1.25％及び農林中金 

▲0.5％・ＪＡグループ▲0.5％の利子補給・10 年間 適用後） 

    ④担保  無担保 

    ⑤保証  宮城県農業信用基金協会 

 

【事例２】 地震により住宅を半壊した組合員向け住宅修繕資金対応（東北地方

太平洋沖地震災害復旧支援資金） 

 

 地震により自宅を半壊した組合員から住宅修繕にかかる借入れの相談が

ありました。宅地被害は小さく居住が可能であったことから，住宅修繕資金

を「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）にて対応

しました。本資金対応により住宅の修繕を行い，修繕後の住宅にて生活を再

開することができました（農林中金とＪＡグループの利子補給合計 1.0％は，

農業資金にのみ適用される）。 

 

  ＜東北地方太平洋沖地震災害復旧支援資金の対応内容＞ 

    ①金額  5,000 千円 

    ②期間  9 年 

    ③金利  1.35％固定（当組合による優遇金利▲1.25％適用後） 

    ④担保  無担保 

    ⑤保証  宮城県農業信用基金協会 

 

【事例３】 地震により被災したいちご農家の営農再開にかかる運転資金対応

（農林漁業セーフティネット資金） 
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 当組合員であるいちご農家が，地震により収穫最盛期のいちごに被害を受

け，いちご販売代金による種苗・農業用資材等の支払いが困難となりました。

営農継続にあたり，収穫できなかったいちごの販売代金に相当する資金を日

本政策金融公庫の「農林漁業セーフティネット資金」にて対応しました。本

資金対応により種苗・農業用資材の支払いを行い，営農を継続することがで

きました。 

 

  ＜農林漁業セーフティネット資金の対応内容＞ 

    ①金額  12,000 千円 

    ②期間  13 年 

    ③金利  0％ 

    ④担保  無担保 

    ⑤保証  無保証 

 

【事例４】 津波により農業用倉庫を流失した水稲・野菜農家の農業用倉庫建設

資金対応（農林漁業施設資金） 

 

 当組合員である水稲・野菜農家が，津波により農業用倉庫を流失しました。

営農再開にあたり，農業用倉庫を建設する資金を日本政策金融公庫の「農林

漁業施設資金」にて対応しました。本資金対応により農業用倉庫を再建し，

平成 24 年からの水稲作付を再開しました。 

 

  ＜農林漁業施設資金の対応内容＞ 

    ①金額  9,000 千円 

    ②期間  13 年 

    ③金利  0％ 

    ④担保  無担保 

    ⑤保証  無保証 

 

【事例５】 地震により住宅を全壊した組合員向け住宅ローン対応（ＪＡ住宅ロ

ーンとくとくプラン） 

 

 地震により自宅を全壊した組合員から住宅建設にかかる借入れの相談が

ありました。宅地の被害が小さかったため，全壊した住宅のあった場所に新

築することとなり，住宅建設資金を「ＪＡ住宅ローンとくとくプラン」にて

対応しました。本資金対応により住宅再建が行われ，新築の住宅にて生活を
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再開することができました。 

 

  ＜ＪＡ住宅ローンとくとくプランの対応内容＞ 

    ①金額  10,000 千円 

    ②期間  15 年 

    ③金利  0.5％固定（当組合による優遇金利▲0.2％及び農林中金 

▲0.5％・5年間の利子補給適用後） 

    ④担保  宅地建物担保 

    ⑤保証  協同住宅ローン 

 

【事例６】 津波により自家用車を流失した利用者向け自動車ローン対応（ＪＡ

マイカーローン） 

 

当組合員が，津波により自家用車を流失しました。営農・生活のため自家

用車が必要であることから，自家用車購入資金を「ＪＡマイカーローン」に

て対応しました。本資金により自家用車を購入することができました。 

 

  ＜ＪＡマイカーローンの対応内容＞ 

    ①金額  1,000 千円 

    ②期間  5 年 

    ③金利  2.0％固定（当組合による優遇金利▲1.0％適用後，平成 24 年

４月より前の実行のため，0.5％・5年間の利子補給含まず。） 

    ④担保  無担保 

⑤保証  宮城県農業信用基金協会 

 

（ｄ）新規商品の推進 

 平成 24 年４月から，被災地域の復興や被災者等支援を目的に，被災者等

が被災地域の組合から借入れする住宅ローン，リフォームローン，マイカー

ローン，教育ローン等の生活資金に対して，農林中央金庫が最大 0.5％の利

子補給を開始しました。当組合では，当該商品の総称を「復興応援ローン」

として取扱いを開始し推進しております。 

 

ｂ 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おります。 
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平成 23 年度の実績として，ＦＰの資格取得者が３名追加となったほか，

主な外部研修としては県内ＪＡ系統グループの研修施設であるＪＡ学園に

てＪＡ宮城中央会によって開催される研修等に延べ 91 名が参加し，主な内

部研修としては金融部８回，営農部４回，共済部７回と各部で研修を実施し

ました。引き続き農業については，被災した農業者の農業再開に向けた資金

ニーズや復旧・復興にあわせた営農品目の多様化や集約化のニーズが見込ま

れることから，農業経営アドバイザーや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，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。 

  

＜推奨資格取得者数（ ）内は平成 23 年度取得者数＞ 

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 8 名(3 名)

年金アドバイザー －

宅地建物取引主任者 3 名

 

＜平成 23 年度の外部研修参加実績＞ 

研修名 参加人数 

初級職研修（ＪＡ学園） 3 名

中級職研修（ＪＡ学園） 3 名

監督者研修（ＪＡ学園） 2 名

管理者研修（ＪＡ学園） 6 名

支店長研修（ＪＡ学園） 2 名

信用業務研修（ＪＡ学園） 1 名

信用業務管理者研修（ＪＡ学園） ７名

窓口・渉外研修（ＪＡ学園） 19 名

融資研修（ＪＡ学園） 7 名

国債・投資信託研修（ＪＡ学園） 8名

基金協会保証事務研修（ＪＡ学園） 13 名

共済研修（全共連） 20 名

合計 91 名
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＜平成 23 年度の内部研修会実施実績＞ 

研修名 開催回数 参加人数 

貯金・為替研修会 （*）4回 30 名/1 回 

融資研修会 （*）4回 10 名/1 回 

営農研修会 4 回 20 名/1 回 

ＬＡ（ﾗｲﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）研修会 7 回 16 名/1 回 

（*）通常２カ月に一度年６回開催しますが，震災後２回は実施できなかったものです。 

 

ｃ 地域の復興計画策定への参画 

当組合長は，亘理町においては亘理町復興会議に委員として復興計画策定

に参画し，山元町においては住民・関係団体委員として復興計画策定に参画

しました。 

亘理町，山元町の復興計画については，10 月に公表された原案が両町とも

平成 23 年 12 月に町議会にて決議されました。両町の復興計画において，復

旧期を平成 25 年度まで，再生期を平成 27・28 年度までと定めております。

そして，農地の復旧・再生にかかる事業は概ね平成 27・28 年度までとし，

各事業の取組みが本格的に開始されたところです。 

具体的な事例としては，県による「農地基盤整備事業」において，亘理町・

土地改良区・当組合によって圃場整備推進委員会が設立され，今後平成 27

年度までに７つの地区で農地面積合計1,236haの水田の圃場整備を行うとい

う方向性が６月に決まりました。 

なお，県の同事業による山元町の圃場整備については，亘理町より被害が

大きいことなどから，対象となる地域・面積について現時点において検討中

となっております。 

 

ｄ 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，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。

そして，平成 23 年 11 月 19 日に当組合管内のいちごが震災後初めて市場に

て販売され，平成 23 年度の当組合最優先課題は達成いたしました。 

当組合の最優先課題達成には，当組合，生産者，町等関係機関による度重

なる打ち合わせ等の実施により，各者との緊密な相互協力態勢を構築できた

ことが背景です。この相互協力態勢構築のため，平成 23 年度に開催された



22 

 

いちご復興のための生産者，町等関係機関が参画する当組合主催の会議等

（除塩事業会議，復旧・復興座談会等）は，合計 35 回を数えます。 

当組合は会議の参加に並行して，被災したいちご農家の意向調査を行った

うえで，町，土地の権利者，いちご農家との調整を行い，既往のいちご栽培

地での早急な復旧が困難な農家のため，新たな農地を確保しました。 
これらのいちご復興への取組みにより，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 20ha

のいちご栽培用農地を確保し，平成 23 年９月の作付を実現しました。 

平成 23 年度の当組合販売実績は，431 百万円（計画比+31 百万円）と計画

を上回りましたが，これは全国的な寒波の影響で単位当たり収量が減少した

一方で，販売単価が２割程度上昇したことによるものです。 

 

平成 24 年作付のいちごの栽培用農地は，平成 23 年の 20ha に加えて，い

ちご団地の一部 10ha での栽培が可能となり，震災前の 31.3％の 30ha となる

見通しです。 

平成 25 年度以降は，引き続きいちご団地にていちご栽培用農地を確保す

る予定であり，平成 25 年に 40ha を確保し全体で震災前の 73.0％の 70ha が

復旧する見通しです（但し，平成 25年度の作付までには 50ha の復旧となる）。 

平成 26 年度以降は 70ha にて作付を行う見通しとなっています。 

また，平成 24 年度には，いちご団地にいちご選果場など集出荷施設が町

の事業として整備される予定であり，今後のいちご生産拡大に合わせていち

ご一元集出荷を支援してまいります。 

 

以上のような，いちご栽培地復興への取組みが進められるなか，当組合は，

町，土地改良区と共に圃場整備推進委員会を組成し，いちご栽培地復興計画

に則って，圃場を確保するため土地所有者への説明・同意取付け，圃場整備，

ハウス建設等のスケジュール策定や圃場整備等作業者の調整等を行ってお

ります。 

 

 

 

 

 

 



23 

 

＜管内いちご栽培地復興計画＞              （単位：ha） 

 平成22年度

（震災前）

平成23年度

（実績） 

平成24年度

 

平成25年度 

 

平成26年度

以降 

既往栽培地 

（被災なし） 
96 5 5 5 5

既往栽培地 

（復旧） 
0 10 10 10 10

新栽培地 

（いちご団地等） 
0 5 15 （*）55 55

栽培地合計 96 20 30 70 70

うち作付実施 96 20 30 50 70

当初計画 

（復旧） 
- 15 35 45 65

当初計画 

（作付） 
- 20 40 50 70

（*）平成 25 年度中に復旧すると見込まれますが，うち 20ha は平成 25 年の作付に間に

合わない見込みです。 

 

（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，取り組んでおります。 

 

① 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については，当組合（30％），亘理町

（30％），山元町（30％），土地改良区（10％）が出資し，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名により，土地の利用調整や水田農業関連施設の導入等の事項を行

うこととしておりましたが，その後の協議のなかで，「水田農業関連施設の

導入」については，町の事業として町が実施することが決まったことなどか

ら，当初公社が担う予定だった業務を総合的に見直し，土地利用調整に特化

することとなりました。 

具体的な業務の内容としては，水田営農再開者や被災地近隣の農業者と，

被災して担い手を無くし自ら営農再開を行わないこととした農地所有者等

との間に立ち，どの営農再開者・近隣農業者にどの農地を利用してもらうか

を取り決める業務で，今後取組みが本格化していく見通しです。そのため，

本公社が担当する水田の農地利用集積支援については，現時点での実績はま

だありません。 
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② 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（作

付のタイミングを勘案しながらどの農地をいつ頃までに復旧させるかとい

うスケジュールの策定，工程管理，地権者への説明・同意取付け等）や指導

（工程管理上必要な作業指導）等の復興組合の管理運営の支援を行っており

ます。 

 町等行政機関との情報交換は，当組合も参加する除塩工事定例会（除塩工

事にかかるスケジュール等進捗管理，被災地ごとの適切な除塩対応などの検

討）等にて行われ，定例会は可能な限り平成 23 年４月以降週次で開催され

ました。当組合はこの定例会へ毎回参加し，町等行政機関との連携を図り，

農地復旧の支援を行ってまいりました。 

 この様な取組みを行った結果，平成 23 年度の水稲作付面積は，排水施設

復旧未了により作付を自粛した 400ha を除く 800ha の作付となりましたが，

平成 24 年度には，1,197ha の瓦礫撤去等により水田面積 2,397ha までの復旧

を行い，うち震災前の 64.3％にあたる 1,800ha にて作付を行いました。 

 平成 25 年度はさらに 816ha を加え水田面積を 3,213ha まで復旧させ，う

ち震災前の 78.6％にあたる 2,200ha にて作付を行う見通しです。 

 

以上のような，水田復興への取組みが進められるなか，当組合は，町，土

地改良区と共に圃場整備推進委員会を組成し，水田復旧計画に則って，圃場

を確保するため土地所有者への説明・同意取付け，圃場整備等のスケジュー

ル策定や圃場整備等作業者の調整等を行っております。 
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＜管内水田復旧計画＞                  （単位：ha） 

 平成22年度

（震災前）

平成23年度

（実績） 
平成24年度 平成25年度 

平成26年度

以降 

水田面積 4,300 1,200 2,397 3,213 3,613

う ち被 災

なし 
4,300 (*)1,200 1,200 1,200 1,200

うち復旧 0 0 1,197 2,013 2,413
内
訳 

（
復
旧
状
況
） 小 計 4,300 1,200 2,397 3,213 3,613

う ち水 稲

作付面積 
2,800 800 1,800 2,200 2,400

う ち大 豆

転作等 
1,500 400 597 1,013 1,213

内
訳 

（
作
付
・
転
作
別
）

小 計 4,300 (*)1,200 2,397 3,213 3,613

当初計画 

（作付） 
- 1,200 1,500 2,000 2,200

（*）排水設備復旧未了により作付を自粛した 400ha を含んでいます。 

 

③ 農地の利用集積と集落実行組合の整備・再編 

農地の利用集積については，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，いちご栽培地復興計画及び水田復

旧計画のなかで，大規模圃場の整備を推進しております。 

 

具体的には，亘理町・山元町の復興計画として，両町合計で 120ha（ハウ

ス面積 50ha）のいちご団地造成用地を確保し，平成 24 年７月から圃場整備

を開始する見通しです。 

いちご栽培地は管内の耕作面積が水田と比べて小さい（震災前の作付面積

比較でいちごは水田の 3％程度）こと，亘理町・山元町の事業として新たな

いちご栽培地を「いちご団地」として確保することが決定していることなど

から，水田と比べて利用集積が進んでいます。今後は，浸水した水田の復旧

に伴い，水田の利用集積についても議論が本格化していくこととなります。

引き続き，町の復興計画と連動した，農地の利用集積を支援してまいります。 

 

 集落実行組合(*)の整備・再編については，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，当組合が中心となって組合員・利用者の
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営農継続意向等の意識調査を行い，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した。しかし，当組合管外や

管内でも従来居住していた集落とは異なる集落へ避難した組合員も多く，こ

れらの組合員の意見等を集約するには相応の時間を要するため，管内の復興

状況を見ながら集落実行組合整備・再編を検討することとなりました。 

こうしたことから，当組合では，復興状況に合わせて，新しい集落実行組

合の構想を策定してまいります。 

 

（*）管内集落ごとに組成される農家による組織で，農協と農家をつなぐパイ

プ的存在です。農作業・農業用機械の共同化，農協への米集荷，減反な

どもこの組合の単位ごとに行われます。 

 

（５）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 

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「社団法人宮城県

農業公社」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。 

新規就農前の段階においては，平成 24 年５月末までに「社団法人宮城

県農業公社」の紹介を２件行いました。 

 

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を開催（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。 

新規就農後の段階においては平成24年５月末までに営農についての総
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合的な相談会を 14 回開催いたしましたが，生産基盤の復旧に時間がかか

る見通しであることなどから，当組合への相談実績もなく震災後の新規

就農者の実績はありませんでした。 

 

（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。 

 りんごジュースの加工については，従来加工を依頼していた企業が震災等

により対応ができなくなったりんご農家から，当組合に委託加工してもらい

たいという要請を受け，設備改修（りんご農家からの依頼により，従来，当

組合で行っていたパック詰めからビン詰めに変更が可能かどうか）について

検討しております。 

なお，いちご団地での一元集荷による選果場稼働は，平成 25 年度から本

格的に行われる予定であり，現時点ではいちごに関連する六次産業化にかか

る実績はありません。 

  

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 

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

アップに取り組んでおります。平成 23 年度は４回開催いたしました。 

 経営に関する相談事例としては，津波によりいちごハウスを流失した農業

者から，ハウス再建にかかる相談を受け，補助事業や制度資金の紹介による

コストの引き下げや効率の良い栽培方法・設備の説明など，ハウス再建から

営農活動が軌道に乗るまでの経営から技術的な事項にわたった広範なアド

バイスを実施するなど，組合員からの経営相談に対して適宜対応いたしまし

た。 

 

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
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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。 

経営再建に向けた取組みとしては，今後具体的な支援を行うにあたって，

経営改善計画の策定等に加え，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。平成 24 年５月から実施している営農と金融の部門

間打ち合わせによる連携強化を継続し，農業者の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。 

 

被災したいちご農家の多くは，地下水の塩分濃度が高水準で推移している

ため，既往の栽培地での営農再開は困難な状況です。そのため，新たな栽培

地での早期営農再開を図るべく，町が新たにいちご団地を造成しております。

このいちご団地での栽培法については，従来の栽培法より効率的かつ収量の

多い「高設ベンチによる水耕栽培」の導入を当組合が提案し，営農を再開す

る農業者等を対象に技術指導（平成 24 年５月末までに４回実施し，合計 120

名が技術指導を受けました。）や既に高設ベンチ栽培を導入している農家へ

の見学会を経て，「高設ベンチによる水耕栽培」の導入が決定されておりま

す。 

 今後とも，農業者の経営再建に向けた取組み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 

当組合では，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

て行っております。 

平成 24 年５月までに税務相談会は４回実施され，合計 300 人を超える参加

者となっております。 

 当組合では，担い手対策・相続対応を含む事業の円滑な承継を図るため，

信用部門と営農部門が連携した担い手訪問や，これまでの相談会での相談対

応を踏まえて取り組むこととしており，平成 24 年５月から，信用・営農の

各部門の部課長クラスによる月次定期打ち合わせを開始しております。 

 

 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

組合員向け広報誌（農協だより）等を通じて継続的に情報発信しております。 

組合員向け広報誌では，当組合での決定事項・催事等についてお知らせして

おります。平成 23 年度は，組合員向け広報誌を７回発行し，訪問の日に組
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合員に直接配布しました。 

ホームページでは，ディスクロージャー誌，重要なお知らせなどを掲載し，

組合員・利用者が必要な時にいつでも当組合の状況を把握できるよう対応し

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。 

 

３ 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。 

 平成 24 年 3 月期決算において，当期剰余金は 16 百万円の損失計上となっ

たものの，任意積立金の取崩により配当可能剰余金が確保されたことから，

優先出資の配当を行うこととなりました。 

 なお，普通出資にかかる配当につきましては,震災による今後の影響が見

極めきれないため，内部留保を優先することとし，無配とさせていただきま

した。来年度以降の配当につきましても，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。 

 

４ 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，ガバナンス強化の観点か

ら農業協同組合法第30条に規定する員外の常勤監事(1名)を設置しておりま

す。 

平成 23 年度の定例理事会は 12 回，臨時理事会は１回開催され，当組合業

務執行にかかる重要事項等の決定を行いました。また，平成 23 年度の監事

会は７回，監事監査は２回開催され，理事の決定事項・業務執行状況・当組

合保有財産について監査を実施し，監事による牽制機能が果たされているも

のと認識しております。 
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（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，当組合の本所及び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すると共に被監査部門に通知され，監査結果の重

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。 

平成 23 年度の内部監査は，当組合の本所及び６支所全てを対象に実施さ

れ，当組合経営諸活動にかかる遂行状況の適切性について評価を受け，当該

評価を適宜業務へ反映いたしました。 

 

＜平成 23 年度内部監査実績＞ 

往査時期 往査部署数 往査実施延べ日数 往査実施延べ人数

第１四半期 5 5 日 10 人 

第２四半期 29 25 日 77 人 

第３四半期 21 24 日 64 人 

第４四半期 23 21 日 62 人 

合 計 78 75 日 213 人 

 

（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
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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（平成 24 年４月 27 日）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） 

 平成 24 年３月期決算においては，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，貸倒引当

金を繰入いたしました。 

 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おります。 

 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

に対応しております。 

 また，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

して管理を行い，理事会では，信用リスクに関する報告を四半期毎若しくは

必要に応じ随時受け，改善策等を指示するなど適切にリスクを把握・管理し

ております。 
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 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，
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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 




