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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により、東北・関東の広

域が被災し、宮城県沿岸部の当組合管内においても、人的被害のほか、管内

の水産業及び経済に甚大な被害をもたらしました。 

平成23年６月には水産業復興に向けた国のマスタープランが策定されるほ

か、宮城県では、平成 23 年４月に震災復興基本方針（素案）、平成 23 年 10

月に震災復興基本計画、平成 24 年３月には宮城県の将来ビジョン・震災復興

実施計画が示されるなど、復興に向けた行政の取組みも具体化されつつあり

ます。 

また、平成 23 年度補正予算においては漁業再開に向けた各種補助事業が措

置されるなど、当組合管内の復旧・復興に向けた準備は整いつつありますが、

沿岸部における漁港等の復旧の遅れや資材不足などもあり、漁船・漁具・漁

業関連施設の供給等には相応の時間を要する見通しであり、組合員を取り巻

く環境は引き続き厳しい状況にあります。 

 
（２）震災復興への取組体制 

このような状況下、当組合は、主に水産業者を中心とした地域の皆様が組

合員・利用者となって相互扶助を共通理念として運営される協同組織である

こと、また地域金融機関として地域経済を支える重責を担っていることから、

これまで以上に金融仲介機能を発揮し、水産業者等への復興支援に取り組ん

でいく方針としております。 

この方針のもと、当組合は、予防的な自己資本の増強により健全な財務基

盤を確保することが必要と判断し、平成 24 年３月 23 日に社団法人ジェイエ

フマリン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 6,680 百

万円の資本支援を受けました。 

この資本増強により、当組合の自己資本比率は 23.39％（Tier1 比率

22.83％）と、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、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

計画に基づいたさまざまな施策に鋭意取り組んでおります。 

 
（３）決算の概要 
 ａ 資産・負債の状況 
 （ａ）貸出金残高 
    貸出金残高（末残）は、平成 23 年３月末比 1,567 百万円増加し 14,530

百万円となりました。 
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    手形貸付金については、補助金つなぎ資金が発生したこと等から､平成

23 年３月末比 2,363 百万円増加し 6,868 百万円となりました。 

    証書貸付金については､共済金による繰上返済があったこと等により､

平成 23 年３月末対比 773 百万円減少の 6,773 百万円となりました。 

 
 （ｂ）貯金残高 
    貯金残高（末残）は、震災に伴う共済金等の受入れ等により、平成 23

年３月末比 14,198 百万円増加の 68,868 百万円となりました。 

 
（資産・負債の推移）                  （単位：百万円） 
 平成 23 年度

実績 

平成 22 年度

実績 

前年度末 

対比 

資産 81,432 60,528 +20,904

うち預け金 56,761 37,852 +18,909

うち貸出金 14,530 12,963 +1,567

水産業関連農林水産業 9,597 8,896 +701

その他事業向製造業 2,102 1,518 +584

その他 529 723 ▲194

 

地公体・金融機関貸出 2,302 1,826 +476

 

うち固定資産 7,051 6,113 +938

負債 73,349 58,665 +14,684

 うち貯金 68,868 54,669 +14,198

純資産 8,083 1,863 +6,220

 
ｂ 損益の状況 
   事業総利益は、購買事業において震災の影響を受けた債務者が、経営維

持安定資金・負債整理資金を活用し、経営改善計画等を策定のうえ購買未

収金等を金融債務へ借り替えたこと等から貸倒引当金の戻入が 242 百万円

発生したため前年同期比大幅増益となったものの､信用事業において震災

の影響を受けた債務者を中心に個別貸倒引当金の繰入が 531 百万円発生し

たこと、震災で漁船・施設等が壊滅したことによる水揚高減少による販売

事業における手数料減少によって、前年同期比 1,467 百万円減少の 1,091

百万円となりました。 

事業利益は、人件費削減や物件費の減少等の効果から､前年同期比 277 百

万円減少の▲872 百万円となりました。 

特別損益では、震災関連収益として共済金・義捐金等 529 百万円を計上し

た一方で、震災関連費用として固定資産滅失・減損損失を 181 百万円計上し

ております。 

以上の結果、当期剰余金は前年同期比 1,714 百万円増加し▲459 百万円の

損失になりました。 
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（損益状況の推移）                 （単位：百万円） 
 平成 23 年度

実績 

平成 22 年度 

実績 

前年度末 

対比 

事業総利益 1,091 2,558 ▲1,467

うち信用事業 ▲6 545 ▲551

うち購買事業 513 63 +451

うち販売事業 313 1,328 ▲1,014

 

うち指導事業 50 287 ▲237

事業管理費 1,963 3,153 ▲1,190

うち人件費 1,435 2,062 ▲627 

うち施設費 164 312 ▲148

事業利益 ▲872 ▲595 ▲277

事業外収益 154 205 ▲51

事業外費用 36 125 ▲89

経常利益 ▲754 ▲515 ▲239

特別利益 601 208 +393

 うち災害特別利益 529 182 +347

特別損失 296 1,857 ▲1,561

 うち固定資産関連損失 181 1,788 ▲1,607

税引前当期利益 ▲448 ▲2,164 +1,716

当期剰余金 ▲459 ▲2,173 +1,714

 
（４）自己資本比率の状況 

当組合は、震災関連の損失を計上する一方で、再編強化法に基づく 6,680

百万円の資本増強により、自己資本比率 23.39％（平成 22年度末対比＋16.09

ポイント）となりました。 

 
２ 水産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） 水産業者に対する信用供与の円滑化のための方策 

 

ａ 水産業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策 

東日本大震災以降、組合員・利用者が甚大な被害を受けている状況等

を踏まえて、既往貸出金の返済猶予申請や条件変更にかかる相談対応等

のほか、特に貸出取引先からの漁業再開に向けた新規借入等に向けて積

極的に取組んでいくため、次のとおりに体制整備等を含めた取組みを行

っております。 
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   （ａ）復興対策室の設立 

地域漁業の早期復興、組合員の早期漁業再開等に向けた企画立案及

び実践部門として、平成 23 年５月 11 日にスタッフ 13 名の復興対策室

を設置し、組合員による漁業の共同化推進等漁業再開に向けた枠組み

整備、国・宮城県・市町の補助事業活用等組合員向けの公的支援活用

サポートなどを企画立案するほか、実務的な取組みも進めております。 

     また、国、県等において措置された補助事業を最大限活用した取組

みを進めるため、本所に補助事業を専門に処理する事務所を確保し、

各支所職員の機動的な勤務による事務の効率的な処理を推進したほか、

平成 24 年３月にはスタッフ 3名の増員を決定し、更なる体制強化に取

り組んでおります。 

      

   （ｂ）組合員に対する面談調査の実施 

東日本大震災により被災された組合員・利用者においては、水産業

施設の大規模な損壊・流失や東京電力福島原発事故に伴う風評被害等、

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、当組合では平成 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、

今後の漁業再開に向けた相談、ニーズ把握等を実施いたしました。 

今回の調査結果を踏まえ、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、地域漁業の復旧・

復興に向けて取り組んでまいります。 

具体的には、今後も毎年、組合員原則全員を対象とした面談調査を

実施し、組合員の漁業再開状況や資金対応等の各種ニーズを把握する

等を通じて、当組合の各種施策に反映させていきます。 

 

   （ｃ）店舗の復旧状況について 

当組合の本支所・出張所は、51 店舗の約 8割に相当する 40 店舗が流

出・損壊するなどの甚大な被害を受けましたが、震災後次営業日であ

る３月 14 日から被災を免れた４店舗（本所・塩釜総合支所・唐桑支所・

気仙沼地区支所）において被災された貯金者を支援するべく、貯金の

便宜支払い対応や、通帳・証書・キャッシュカードの弾力的かつ速や

かな再発行に努めるとともに、平成 24 年５月末時点では震災の影響が

軽微であった 11 店舗、修繕等の復旧を通じて再開した６店舗、閉鎖し

た 34 店舗のうち仮設店舗で再開した 23 店舗を含めた 40 店舗（うち信

用店舗は 24 店舗）まで営業を再開させ、組合員・利用者の漁業再開に

向けたサポートや融資相談等にも積極的に取り組んでおります。 

      

（ｄ）漁業金融相談員の設置 

当組合では、震災以降、甚大な被害を受けた組合員・利用者からの
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様々な相談を受け付けており、その件数は平成24年５月末までに1,845

件となっております。なかでも融資相談が 1,247 件と太宗を占めてい

る実態を踏まえまして、漁業者等からの経営相談・資金サポートにか

かるニーズ増等に応えられるよう、漁業融資の専門的な知識を有し、

様々なニーズにも対応できる漁業金融相談員を各地区（北部・中部・

南部）に 1 名ずつ配置し、日常的な融資相談等を受けるとともに、必

要に応じて漁業者の再建計画を策定支援する等のサポートにも取り組

んでおります。 

今後本格化する復旧・復興段階においては、ますます多様な相談が

発生することが想定されるため、当組合内の県域漁協金融の中核を担

う人材である「漁業金融相談員」を中心に、組合員・利用者からの要

望をきめ細かく把握し、ニーズに即した対応が行えるよう、相談機能

の強化に取り組んでまいります。 

 

  （相談内容一覧表） 

受付件数 

相談内容 震災～ 

24 年 3 月

24年 3月～

24 年 5 月
累計 

うち対応済

既往借入金の返済猶予 354 0 354 354

既往借入金の条件変更 

（うち繰上償還等） 
40 6 46 46

新規融資の申込み 824 23 847 819

相続手続 551 46 597 597

私的整理ガイドライン 1 0 1 1

合計 1,770 75 1,845 1,817

 

   （ｅ）事業本部制移行に向けた検討 

当組合は、これまでの支所を中心とした分散型の事業運営体制を見

直し、平成 25 年４月をめどに事業本部制（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・経営統括室）へ移行する

ことを予定しています。各事業本部へ人員を集中しスタッフ機能を強

化するとともに、専門性を高めた人材を総合支所単位で配置すること

で、組合員からのニーズに対応する施策立案などの意思決定を迅速に

行うとともに、より専門性を高めた人材が組合員・利用者の復旧支援・

経営サポートに対応できる体制を目指しています。 
また、今後の経営体制・組織体制の再構築にかかる事業本部制の導

入・支所機能の再編およびスタッフ機能の強化に向けた施策等を検討

するために、経営管理委員会の下に支所運営委員長ならびに経営管理

委員等を構成メンバーとする｢組織経営改善検討委員会｣を平成24年３

月に設置いたしました。平成 24 年４月に第 1 回目、平成 24 年５月に
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第２回目の委員会を開催し、今後の検討内容やスケジュールを決定し

たほか、事業本部制導入に向けた組織再編案や信用・共済事業体制の

再構築案について協議を開始しております。 
 

＜今後の事業運営体制のイメージ＞ 

 
 

（ｆ）事業間連携の強化 

信用共済部においては、漁業協同組合金融機関の特性を生かし、経

済事業部門との連携を深めて、組合員・利用者の設備・資材購入ニー

ズや運転資金の情報を共有するため、平成 24 年６月に第 1回目の信用

共済部・経済事業部との合同会議を開催し、両部門間の業務内容等の

共有化に取組みました。 

     今後も、原則月次で開催し、機動的に組合員・利用者のニーズ等に

対応できるように取り組んでまいります。 

 

ｂ 水産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 

  （ａ）実務者会議での進捗管理 

当組合は、組合員・利用者向け融資及び東日本大震災の復興支援等

を積極的に推進するため、総務担当部門を責任部門として、信用担当

部門や復興対策部門などが参画する実務者会議を平成24年４月以降月

次で開催し、理事会において十分な検討などができるよう、信用事業

強化計画の進捗状況の検証作業や取りまとめ作業等を行っておりま

す。 

 

  （ｂ）理事会での進捗管理 

当組合は、平成 24 年４月から、理事会における月次での信用事業強

化計画の進捗管理を開始しております。 

毎月の理事会においては、実務者会議での検証結果報告等に基づき、

信用事業強化計画の取組み状況の報告を受け、計画の進捗状況を管理

するとともに、当組合における信用供与の対応状況を検証し、対応が

事業所本所
（４本部２室）

監査室

総合支所

信用共済本部 信用共済部

経済事業本部 経済事業部

指導総務本部 指導総務部

復興対策本部 復興対策部

取次店
（曜日限定）

出張 ＡＴＭ
可動式端末

経済事業セクション→　支援　→

指導総務（除く庶務）

（本所および総合支所に集約）

経営統括室

組
合
員

実
務
者
会
議

理
　
事
　
会

経
営
管
理
委
員
会
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適切に行われていることを確認しております。 

引き続き信用事業強化計画の進捗管理を適切に行い、信用供与の対

応状況等に課題が生じた場合には、問題点の洗い出し・改善策の検討

等を行い、以降の推進策に反映してまいります。 

 

  （ｃ）経営管理委員会での進捗管理 

当組合は、平成 24 年４月から、信用事業強化計画の進捗状況につい

て、原則毎月開催される経営管理委員会において、理事から報告を行

っております。 

経営管理委員会においても、信用事業強化計画の取組み状況の報告

を受け、計画の進捗状況を管理するとともに、当組合における信用供

与の対応状況を検証し、対応が適切に行われていることを確認してお

ります。 

当組合の基本的な業務方針を検討するにあたっては、今後も信用事

業強化計画の進捗状況等を十分勘案のうえ対応し、適時適切に必要な

見直し等を実施してまいります。 

 

（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水産業者需要

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 

     

当組合では､平成 23 年６月から取扱開始となった実質無利子・無担保・

無保証人融資をはじめとする宮城県漁業信用基金協会保証付融資を積極

的に活用しながら､経営の将来性や復興状況を踏まえて、不動産担保や個

人保証に過度に依存しない融資を行った結果、平成24年５月末までに819

件、9,315 百万円を実行しております。 

その他、組合員・利用者の太宗が自宅等も失ったこと等を踏まえて、

当組合は平成 23 年５月より住宅金融支援機構の融資取扱いを開始し、組

合員・利用者からの住宅復旧ニーズや生活相談に応じて、平成 24 年５月

末時点で６件、85 百万円を実行し、早期の生活復旧に向けたサポートに

も取り組んでおります。 

あわせて、融資担当者の育成を図るため、協同セミナーによる通信研

修の受講を奨励しており、平成 24 年５月末現在で「融資コース（24 年３

月開始）」を４名の職員が受講しております。５月以降開始の通信研修に

ついても順次受講していくこととしております。 

 

＜担保・個人保証に過度に依存しない融資の実績＞   （単位：百万円） 

資金名 件数 金額 

事業資金 802 9,192

うち漁業近代化資金（制度資金） 50 1,757

うち東日本大震災漁業者等緊急保証対策 18 577
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事業資金（当組合独自資金） 

うち農林漁業セーフティネット資金 701 6,346

うち漁業経営維持安定資金 33 512

生活資金 17 123

 うち住宅ローン（災害復興住宅融資） 9 116

 うち教育ローン（公庫資金） 2 4

合計 819 9,315

  

＜協同セミナー通信研修受講実績＞ 

研修名 受講者数 

融資コース（24 年３月～） 4

 

 （３）被災者への信用供与の状況 

ａ 被災者に対する条件変更等の対応状況 

当組合では、東日本大震災の影響を受けている組合員・利用者から

の既存融資の返済猶予を受け付けた案件については、組合員・利用者

の状況に応じて、既往債務の償還条件緩和や期限延長対応を進めてま

いりました。 

この結果として、平成 23 年 12 月末までの間に受け付けた 354 先、

3,994 百万円の返済猶予について、これらの資金に対して貸出条件変更

（条件緩和）、無利子・低利で対応可能な資金等も積極的に提案した

結果、平成 24 年５月末時点では、44 先、556 百万円まで減少しており

ます。 

また、一時的な収益悪化により返済が滞っている漁業者等に対する

貸出条件変更（条件緩和）は、震災以降平成 24 年５月末で 46 件、1,526

百万円を対応しております。 

 

＜約定返済を一時停止している債務者数及び当該債務者向け債権額 

（平成 24 年５月末現在）＞ 

 債務者数（先） 債権額（百万円） 

事業資金 31 466 

 うち運転資金 5 11 

 うち設備資金 26 455 

生活資金 11 89 

 うち住宅ローン 8 88 

その他 2 1 

合計 44 556 
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＜条件変更契約を締結した貸付債権の数及び当該債務者向け債権額 

（平成 24 年５月末現在）＞ 

 貸付債権の数 債権額（百万円） 

事業資金 33 1,377 

 うち運転資金 16 995 

 うち設備資金 17 382 

生活資金 11 147 

 うち住宅ローン 11 147 

その他 2 2 

合計 46 1,526 

 

ｂ 被災者に対する新規融資の実績 

当組合では、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、組合員や利用者の事業基盤・生活基盤の維持や、

早期の漁業再開において必要となる資金については、想定されるニーズ

へ適時適切に対応するための資金メニューを用意し、積極的に融資を行

ってまいりました。 

具体的には、事業再開や漁船等の設備取得を希望する組合員等に対し

ては、漁業近代化資金や農林漁業セーフティネット資金等を提案し、平

成 24 年５月末には漁業近代化資金で 50 件、1,757 百万円、農林漁業セ

ーフティネット資金で 701 件、6,346 百万円を対応しております。 

     また、組合員の状況やニーズ等を踏まえて、当組合の独自資金である

東日本大震災・漁業者等緊急保証対策事業資金の活用も積極的に提案

し、平成 24 年５月末で 18 件、577 百万円を対応するなど、漁業者の早

期漁業再開に向けて、円滑な対応を進めております。 

 

＜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 ＪＦ 
・漁業近代化関連資金・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 
・債務を借換したい ・漁業経営維持安定資金 

・東日本大震災・漁業

者等緊急保証対策

事業資金 

漁業資金等 
事業資金 

・種苗等を購入したい ・漁業近代化資金 
 

・マリン・スポットロ

ーン 
・住宅を新築したい 
・住宅を修理、補強したい

・災害復興住宅融資 ・ＪＦ住宅ローン 住宅ローン

等生活資金 
・教育資金を確保したい ・日本政策金融公庫国民

生活事業教育資金貸付 
・ＪＦ漁協ローン 
 

   ※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 
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＜主な新規融資の実績＞                  （単位：百万円） 

相談受付 実行 
（うち条件 

変更先） 資金名 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

事業資金 820 9,449 802 9,192 16 613

うち漁業近代化資金（制度資金） 54 1,890 50 1,757 3 179

うち東日本大震災・漁業者等緊急保証

対策事業資金（当組合独自資金） 
19 600 18 577 4 336

うち農林漁業セーフティネット資金 714 6,447 701 6,346 8 71

うち漁業経営維持安定資金（制度資

金） 
33 512 33 512 1 27

生活資金 27 227 17 123 － －

 うち住宅ローン 19 220 9 116 － －

 うちライフスポットローン 6 3 6 3 － －

 うち教育ローン 2 4 2 4 － －

合計 847 9,676 819 9,315 16 613

(注)上記は、東日本大震災以降から平成 24 年５月 31 日までの融資実績。 

 

＜宮城県漁業信用基金協会と連携した緊急保証対策の活用＞ 

宮城県漁業信用基金協会と連携し、｢東日本大震災・漁業者等緊急

保証対策事業資金｣等の緊急保証対策を活用し、漁業者等の設備資金

や中長期運転資金を積極的に対応しております。 
 

＜国・宮城県の利子補給等による無利子の漁業近代化資金の活用＞ 

組合員が｢共同利用漁船等復旧支援対策事業1」等の国の補助事業を

活用して調達する漁船や漁具等の融資について、積極的に対応を進

めております。 
 
    ＜漁業経営維持安定資金の活用＞ 
      東日本大震災で失った漁船や生産施設にかかる借入金や経済事業    

の未収金等が多く残存し、当該債務が障害となり漁業再開が困難な

漁業者・利用者に対しては、再建計画を策定支援のうえ、「漁業経営

維持安定資金」を積極的に対応しております。 
 

＜その他の制度融資等の活用＞ 

その他、組合員・利用者の状況等に応じて、日本政策金融公庫の

「農林漁業セーフティネット資金」や各種制度資金の積極的な提案

                                                   
1 漁船等に被害を受けた漁業者のために漁業協同組合が行う漁船の建造、中古船の導入、定置網

等漁具の導入に対して支援する国の補助事業。 
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を行っております。 
  

  ＜東日本大震災に伴う復興関連商品＞             （単位：百万円） 

実行実績 商品内容※ 
商品名 開始時期 

件数 金額 期間 金利 担保 保証 

漁業近代化資金 H23/6 月 50 1,757 23 年 0.0% 無担保 無保証 

東日本大震災・漁業者等

緊急保証対策事業資金 
H23/6 月 18 577 23 年 1.55% 無担保 機関保証

農林漁業セーフティネ

ット資金 
H23/6 月 701 6,346 13 年 0.0% 無担保 無保証 

漁業経営維持安定資金 H23/11 月 33 512 18 年 0.0% 無担保 機関保証

   ※１ 各種資金の代表的な指標を記載したものであり、資金使途や借入申込者の経営状

況等による内容変更あり。 

   ※２  機関保証は宮城県漁業信用基金協会保証。 

 

＜直接被災者への主な支援事例＞ 

 

    【事例１】北部・中部・南部施設保有漁業協同組合や漁業生産組合の

設立支援と共同利用施設の取得にかかる資金対応 

      

 東日本大震災で漁船や生産施設などが流失・損壊した組合員のグ

ループが早期漁業再開に向けて共同事業の実施主体として新たに設

立した漁業生産組合 2、「宮城県北部施設保有漁業協同組合」、「宮 

城県中部施設保有漁業協同組合」、「宮城県南部施設保有漁業協同

組合」の設立諸手続きについて事務的事項を全面的に支援するとと

もに、平成 24 年５月末までに、これら共同事業実施主体が国・県の

各種補助事業を活用するうえで必要な、補助金交付までの間のつな

ぎ資金 3,817 百万円や、補助金を除く自己負担部分の資金対応 939

百万円を実施いたしました。 

      

＜各施設保有漁業協同組合に対する融資実績＞   （単位：百万円） 

 

     

 

 

 

                                                   
2 2  水産業協同組合の一種で、生産面の協同化を図るための組織。労働の協同化を中心とした

人的結合体であるから准組合員は存在せず、組合員の３分の２以上は組合事業に常時従事

する者であること等が必要。 

つなぎ資金 漁業近代化資金 
資金名 

件数 金額 件数 金額 
北部施設保有漁業協同組合 3 2,400 7 431

中部施設保有漁業協同組合 3 762 9 313

南部施設保有漁業協同組合 2 655 5 195

合 計 8 3,817 21 939
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【事例２】銀ざけ養殖業者等に対する漁業経営維持安定資金の資金対 

応などを通じた経営支援 

 

      東日本大震災で養殖生産施設を失った銀ざけ養殖業者等に対して

は、各養殖業者と度重なる個別面談等を通じて被災状況や復旧・復

興ニーズ等を把握のうえ、今後の事業再開に向けて、既往債務の借

換等を含めた再建計画の策定支援とともに、平成 24 年５月末までに

16先に対して漁業経営維持安定資金 355百万円を対応する等の支援

をおこないました。 

また、生産品の「伊達のぎん」ブランドの維持向上および販売価

格の安定化に向けて、一部量販店などとも連携し、販促イベントも

開催いたしました。 

 

＜銀ざけ養殖業者に対する融資実績＞      （単位：百万円） 

対応先数 漁業経営維持安定資金 

16 355 

 

【事例３】地域の漁業再生に向けた冷凍・冷蔵設備の復旧等にかかる

資金対応支援 

 

      当組合の取引先である水産加工業協同組合等の多くは、津波で冷

凍・冷蔵倉庫の設備が全壊いたしました。震災前に取引先が所有し

ていた冷凍・冷蔵倉庫の設備は、多くの地元企業の事業再開や地元

漁港の水揚回復などにおいて必要不可欠な設備であることから、当

組合は平成 24 年５月末までに国等の「水産業共同利用施設復旧支援

事業3」の活用にかかるつなぎ資金 200 百万円や、本設備の復旧に向

けた設備資金 258 百万円を対応する等の支援をおこないました。 

 

     ＜水産加工業協同組合に対する融資実績＞   （単位：百万円） 

  

 

 

 

 

（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 

                                                   
3  被災した漁協・水産加工協等が水産業共同利用施設（製氷・貯氷施設、冷凍冷蔵施設、市場、

荷さばき施設、加工施設等）の機能の早期復旧や施設の応急的な復旧・修繕に必要不可欠

な機器等の整備に要する経費に対して補助金を交付するもの。 

資金対応額 
対応先数 

つなぎ資金 漁業近代化資金 

3 200 258
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ａ 復興基本方針の策定及び復興対策室の設立 

当組合では、震災直後の平成 23 年３月 14 日には、当組合内に「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（平成 23 年４月

27 日経営管理委員会決定、７月 21 日に追加方針策定）して、国・宮城

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方針として明確

にいたしました。 

以上の方針に沿った地域漁業の早期復興、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 日にはスタッ

フ 13 名の復興対策室を設立するほか、平成 24 年３月にはスタッフ３名

の増員を決定するなどの体制強化を図りました。 

そして、具体的な取組みとして、平成 23 年 12 月までに「『激甚災害

に対処するための特別の財政援助等に関する法律』に基づく災害復旧事

業」の活用に向けて、対象組合員 1,451 名の被害施設数 41,093 台（主

にわかめ・カキ等の養殖イカダ）にかかる被害認定申請を実施し、平成

24 年３月末で全案件の交付決定を受けるとともに、宮城県からの補助金

受領者数も 66 人、943 台の実績を確保するなど、養殖資材などの復旧復

興に向けた支援を進めております。 

そのほか、漁業の早期再開と経営安定化に資する取組みとして、漁業

再開に当面必要な経費（施設等借上費、養殖作業費、資材費等）につい

て国から助成が受けられる「がんばる漁業復興支援事業 4」、「がんばる

養殖復興支援事業 5」制度を漁業者が円滑に活用できるような取組みを

進めています。具体的には同事業について当組合が実施主体となるとと

もに、漁業者が当該事業を活用するうえで申請が必要な復興計画・実施

計画等の策定サポートに、NPO 法人水産業・漁村活性化推進機構等と連

携しつつ、積極的に取り組んでおります。この結果、平成 24 年５月末

では 19 グループ、222 人が関係機関等から計画承認を受けて、漁業再開

を果たしております。 

 

                                                   
4  4  地域で策定した復興計画に基づき、震災後の環境に対応し、震災前以上の収益性の確保を 

目指し、安定的な水産物生産体制の構築に資する事業を行う漁協等に対し、必要な経費（用

船料、燃油代、氷代等）を支援するもの。 
55  地域で策定した復興計画に基づき、養殖業の復興を推進するため、５年以内の自立を目標   

とした共同化による生産の早期再開に必要な経費（施設等借上費、殖作業費、資材費等）

を支援するもの。 
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ｂ 被災地域の復興支援にかかる取り組み 

（ａ）漁業の早期復興に向けた取り組み 

ア 漁業再開・継続に向けた相談への対応 
当組合はこれまでの取り組みとして、被災した組合員の被害状

況、漁業再開・継続意思等を把握するため、復興対策室が中心と

なり、組合員原則全員を対象とした面談調査を実施いたしました。 
その中で漁業再開・継続の意思がある組合員 3,303 名に対して

営漁にかかる計画の策定支援を実施し、漁業再開のための相談を

受けるとともに、組合員の設備投資ニーズ等を把握のうえ、事業

面での支援に取り組んでいます。 
       今後も毎年、組合員原則全員を対象とした面談調査を実施し、 

組合員の漁業再開状況や資金対応等の各種ニーズを把握し、引き 

続き事業面での支援に取り組んでまいります。 

 

イ 漁業再開に向けた枠組み整備・公的支援活用サポート 
上記により組合員のニーズを把握したうえで、組合員が早期に

漁業を再開できるよう、国が措置した各種の漁業復興に向けた支

援策を極力活用することとし、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、組合員による漁業の共同

化を推進しております。 
具体的には、組合員が国の「共同利用漁船等復旧支援対策事業」

を活用するにあたり、共同利用事業の実施主体として組合員のグ

ループが平成 23 年 12 月に設立した「宮城県北部施設保有漁業協

同組合」、「宮城県中部施設保有漁業協同組合」、「宮城県南部施設

保有漁業協同組合」について、設立諸手続きや事務的事項（経理、

総務、資産管理等）について全面的に支援いたしました。その結

果、平成 24 年５月末現在で、県より交付決定を受けた漁船数は

3,216 隻、新たに漁船登録を完了した漁船数は 937 隻を達成してお

ります。6 
 

＜各施設保有漁業協同組合の状況（平成 24 年５月末現在）＞ 

漁船数（隻） 
名称 

交付決定数 漁船登録数 

北部施設保有漁業協同組合 1,582 563 

中部施設保有漁業協同組合 1,378 292 

南部施設保有漁業協同組合 256 82 

合計 3,216 937 
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（ｂ）その他被災地域の復興に資する取り組み 

震災直後においては、｢漁場生産力回復支援事業｣6を活用した組合員

への就労機会の提供に取組み、平成 24 年５月末までに延べ 438 千人、

6,741 百万円の支払いを実施し、地域住民である漁業者の生活再建サポ

ートに取り組みました。 

その他、震災直後から共済業務では、全国共済水産業協同組合連合

会と連携し組合員の被災による死亡・家屋の損壊等の被害状況を把握

し、平成 24 年５月までには普通厚生共済（チョコー） 2,014 件 4,679

百万円、生活総合共済（くらし） 3,649 件 6,942 百万円の共済金の

支払対応を実施しており、現在も継続して対応いたしております。 

あわせて、指導部門においては、それぞれの被害調査を踏まえ、早

期の共済金・保険金の支払いに向けて、宮城県漁業共済組合や宮城県

漁船保険組合の取り組みを支援いたしました。 

また、経済事業部門においては、できるだけ早く多くの組合員・利

用者の生活不安を解消するために、平成 23 年３月から松島支所ＧＳ等

におけるガソリンの緊急供給（19 回、合計 100KL）を実施するなど、

被災漁業者等の全般的な生活支援も実施しており、今後も継続的な支

援を進めてまいります。 

 

    ＜共済金の支払対応実績＞ 

 件数（件） 金額（百万円） 

普通厚生共済（チョコー） 2,014 4,679 

生活総合共済（くらし） 3,649 6,942 

(注)上記は、東日本大震災以降から平成24年5月31日までの支払実績。 

    

   ｃ 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た組合員・利用者から受

け付けた既存融資にかかる返済猶予や条件変更等について積極的に

取り組んでおります。 

      二重債務問題への対応に向けては、国等の補助事業の活用推進や

各種制度資金の実行などを通じて組合員・利用者の漁業・生活復旧

に向けた支援を進めており、平成 24 年５月末時点では活用実績はな

いものの、平成23年８月に開催された宮城県産業復興機構の説明会、

平成 24 年３月に開催された（株）東日本大震災事業者再生支援機構

                                                   
66  藻場や磯根資源が喪失したことにより著しく低下した漁場の生産力の回復を図るための漁

業者グループが行う漂流物の回収等の取り組みを支援する国の補助事業。 
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の説明会に出席するなどを通じて、既往債務の償還にかかる相談対

応の準備を進めております。 

      また、個人版私的整理ガイドラインの取扱いについては、最終的

には相談者からの取り下げとなりましたが、1 件の相談を受け付け、

相談者の理解を受けられるよう、個人版私的整理ガイドライン運営

委員会と連携しつつ、本ガイドラインの内容の説明を行うなどの対

応を実施いたしました。 

その他、平成 24 年６月には組合員や利用者の意向を踏まえつつ、

より一層迅速かつ丁寧な対応を行うため、内部研修会を開催し、体

制の強化に努めております。 

 

   （ｂ）新規資金需要への対応 

      組合員の漁業再開にかかる資金ニーズ等に対しては、漁業近代化

資金や農林漁業セーフティネット資金のほか、必要に応じて東日本

大震災・漁業者等緊急保証対策事業資金や漁業経営維持安定資金等

を積極的な対応に取り組んでおります。 

      また、漁業再開にかかる事業資金への対応等だけでなく、生活資

金への融資ニーズに対しても、平成 24 年５月末時点の災害復興住宅

融資は９件 116 百万円、ＪＦ住宅ローンは３件 31 百万円を資金対

応しております。 

      その他、組合員・利用者からの住宅取得ニーズ等を踏まえて、平

成 23 年５月からは、住宅金融支援機構の取扱いを開始し、平成 24

年５月末時点で６件、85 百万円を対応するなど、組合員・利用者の

事業及び生活に対する全面的な支援に取り組んでおります。 

  

ｄ 人材育成と活用 

当組合では、漁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・各種事業の知識をも

った人材の育成を図るため、漁業融資・住宅ローン等の融資業務や相続

等の相談業務を中心に研修受講及び資格取得の奨励等を行ってまいり

ました。 

また、漁業再開を進める組合員・利用者の、設備資金等の資金サポー

トにかかるニーズの増加が見込まれるため、漁業融資について専門的な

知識を有し、様々なニーズに対応できる職員を育成すべく、平成 24 年

４月には各地区（北部・中部・南部）に漁業金融相談員を１名ずつ配置

できるよう、現行の 1名から本年中に５名まで増員することを決定し、

全国段階の漁業金融相談員向け研修会へ参加させる体制を整備してお

ります。 

今後も、前述の研修受講及び資格取得の奨励のさらなる推進とあわ

せ、漁業者の漁業再開に向けた復旧支援、経営指導等への対応力が一層
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向上するよう取り組んでまいります。 

 

 

＜受講奨励する通信研修の受講状況＞ 

実績 
通信研修 

受講者数 開始時期 

貯金コース ４名 平成 24 年３月～ 

  〃 ３名 平成 24 年５月～ 

為替・決済コース ２名 平成 24 年３月～ 

融資コース ４名 平成 24 年３月～ 

信用事業管理者コース ３名 平成 24 年５月～ 

 

＜集合研修の実施計画＞ 

集合研修 開催スケジュール 

貸出法務基礎研修 平成 24 年６月 

コンプライアンス研修 平成 24 年７月 

貯金窓口事例研修(管理者・担当者向) 平成 24 年７月 

ローン推進基礎研修 平成 24 年９月 

貯金窓口事例研修(担当者向) 平成 24 年 10 月(２回) 

貸出管理回収事務研修 平成 24 年 11 月 

 

（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、組合

員・利用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お

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 

当組合では、東日本大震災による被害を乗り越え、地域漁業の活性

化を図っていくうえでは、今まで以上に漁業に取り組む就業者の育成

及び定着支援が必要との認識から、指導事業部門、経済事業部門、復

興対策部門、信用共済部門等が連携し、事業承継や新規就業に向けた

相談体制の整備等の取り組みを行っております。 

具体的には、組合員・利用者の個別事情や復興状況等を勘案しつつ、

次のとおり支援しております。 

 

（ａ） 新規就業に対する支援 

 

ア 就業準備段階での支援内容 
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新規就業者などが多額の初期投資を負担することなく、自立可能

な漁業・養殖技術を身につけられるよう、当組合は漁業生産組合や

漁業者グループ等への加入を推進し、情報交換や技術指導等が可能

となるような機会の提供に取り組んでおります。また、平成 24 年５

月末までに９つの漁業生産組合を設立支援するなど、新規就業の機

会拡大に向けたサポートにも取り組んでおります。 

その他、「漁業復興担い手確保支援事業｣7等行政の支援を活用し、

87 名が研修生として漁業技術を学んでいます。 

 

イ 就業段階での支援内容 
初期投資にかかる設備資金や、漁業継続に必要な資金ニーズ等が

発生した場合には、各種制度資金などの紹介に取り組んでおります。

また、就業後の営漁にかかる相談や、経営に関する相談にも、継続

的に適切な対応を行っております。 
具体的には、当組合が設立支援した 9つの漁業生産組合に対して、

平成 24 年５月末時点で８先、541 百万円の資金対応を行い、漁業継

続に必要な資金ニーズ等に応えております。 

 

（ｂ）宮城県水産物のブランド回復等に向けた取り組み 

東日本大震災の被害を受けた宮城県水産物については、出荷量が減

少しておりますが、当組合としては、（４）ｂ(ａ)「漁業の早期復興

に向けた取り組み」に記載した、早期漁業復興に向けた取組みを通じ

て生産力の回復に貢献していく方針です。 

この中で、東京電力福島原発事故に伴う風評被害等のリスク軽減に

向けて定期的な放射能検査を実施する等、さらなる検査体制の充実等

を通じた安心・安全な水産物の提供、流通業者や小売店等と連携した

水産物の付加価値向上に向けた取組み、商談会等への積極的な参画等

を通じて販路拡大に取り組み、宮城県水産物ブランドのさらなる知名

度や信頼性の向上にも努めてまいります。 

     具体的には、放射能検査について、宮城県等と連携した対応を進め

ており、平成 24 年５月末時点では主要養殖品目を中心に、429 回の検

査を実施し、安心・安全な水産物の提供に努めております。 

     水産物の付加価値向上に向けた取組みについては、平成 24 年２月に

ＪＡグループ等が主催した｢ＪＡグループ宮城復興商談会｣へ当組合の

取引先等と連携した出展をおこない、宮城県水産物ブランドの知名度

や信頼性の向上に向けて取り組んでおります。 

     また、全漁連や大手小売店等とも連携し、銀ざけの拡販イベントを

平成 24 年４月、５月に関東・東北地区において計４回開催し、「伊達

                                                   
7 7  漁労技術の円滑な継承や漁業の担い手を確保するため、漁家子弟の就業や、若青年漁業者

による他の経営体の漁船等での技術習得にかかる研修等を支援する国の補助事業。 
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のぎん」ブランドの知名度・信頼性の向上に向けて取り組んでおりま

す。 

  今後も、当組合の取引先、小売業者や地元大卸等とも連携しつつ、

共同促販イベントの開催や各種商談会への積極的な出展に取り組んで

まいります。 

 

ｂ 経営に関する相談その他の利用者に対する支援にかかる機能の強化

のための方策 

漁業者等からの経営に関する相談に積極的に応えるため、組合員原

則全員を対象とした面談調査を実施し、漁業継続意思の有無について

把握いたしました。 

その中で漁業継続の意思がある組合員に対しては指導部を中心と

した各部が連携し、3,303 名の組合員について営漁計画の策定支援を

実施いたしました。 

今後も、年 1回程度の漁業者への面談調査等を通じて漁業再開状況

を把握するとともに、必要に応じて北部・中部・南部地区に 1名ずつ

配置した漁業金融相談員を中心に、組合員への個別訪問や再建計画策

定先への濃密管理に取組むとともに、漁業継続のためのコンサルティ

ングや組合員の設備投資ニーズなどを踏まえた資金対応等も行って

まいります。 

  

ｃ 早期の事業再生に資する方策 

当組合管内の漁業は、全域にわたって震災による被害が甚大であっ

たことから、大多数の組合員が早期の事業再生･再開にかかる取り組

みを迫られております。 

こうした状況下、地域漁業全体の復興の枠組みに沿って、当組合と

組合員が一体となり復興に取り組んでいくことが、地域漁業とともに

個別の組合員・利用者の再生に貢献するものと考えられることから、

当組合として地域漁業の復興･復旧に向けた枠組み全体の取り組みを

推進するとともに、個別の組合員に対する漁業再開に向けた取り組み

を支援しております。 

具体的な個別の組合員の漁業再開に向けた取り組み支援としては、

（４）ｂ(ａ)「漁業の早期復興に向けた取り組み」記載のとおり、個

別の組合員・利用者に対し営漁計画策定支援、漁業継続のためのコン

サルティングや設備投資ニーズの把握を行うとともに、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おり

ます。 

その中で必要となる資金面のニーズに対しては、個別事情を十分に

勘案のうえ、個別の組合員の状況に合わせた適切な対応を実施してお

ります。 
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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ります。 

当組合では漁家子弟の漁業就業支援を実施するため、当組合員が主導

してい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

供を行っております。また、前述の「漁業復興担い手確保支援事業」の

行政支援を活用し、漁業の再開が当面見込めない若青年漁業者が、着実

に将来の担い手となれるよう、漁業再開までの期間を活用して新たな漁

法や技術を習得できるような機会提供に取り組んでおります。 

 

ｅ 地域や利用者に対する積極的な情報発信 

当組合は、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、宮城県内の漁業の動向や地域のイベント案内等につ

いても、組合員会報誌｢海と共に｣やホームページ等を通じて継続的に情

報発信してまいりました。 

今後も、組合員・利用者からの信頼を高めるため、漁業をはじめとす

る地域経済復興への支援策等も含めて、これらの取組み等を継続してま

いります。 

 

 

３ 剰余金の処分の方針 

 

平成 24 年３月期決算は、震災により壊滅的な被害を受けた漁業基盤が復興

途上であり当期剰余金は 459 百万円の損失計上となったことから、配当可能

剰余金が確保できず、誠に遺憾ながら、優先出資・普通出資ともに無配とさ

せていただきました。 

今後につきましては、引き続き信用事業強化計画を着実に実践しつつ、一

刻も早く優先出資の配当を行うべく努めてまいります。 

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。 

 

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 

当組合は漁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

で構成する総代会で選任された経営管理委員で構成する「経営管理委員

会」が業務の基本方針など業務執行に関する重要な事項について組合の
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意思を決定いたします。 

経営管理委員会で選任された理事で構成する「理事会」では経営管理

委員会の決定のもとで業務執行に関する意思決定を行います。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について監査

を行っております。 

また、信用事業については専任の担当理事を置くとともに、常勤監事

（員外監事）を設置し、ガバナンスの強化を図っております。 

今般、経営体制・組織体制の再構築を検討するため、平成 24 年 4 月に

経営管理委員会の下に｢組織経営改善検討委員会｣を設置し、総合的な組

織・経営基盤の再編の検討に着手いたしました。 

組織経営改善検討委員会では、事業本部制の導入・支所機能の再編を

検討しスタッフ機能の強化を図ってまいります。また、検討に先駆けて、

これまでの支所（合併前漁協）に与えていた予算策定執行にかかる権限

（区分会計）について廃止し、本所による一元的な予算管理体制へ移行

いたします。 

信用事業強化計画及び事業・収支等にかかる計画の実施状況について

は、理事が把握・管理できるよう、指導総務本部が進捗管理の責任部門

となり、毎月理事会に報告しております。また、経営管理委員会に対し

ても原則毎月報告しております。 

 

（２）業務執行に対する監査または監督の体制 

当組合では、内部監査部門として他の業務執行部門から独立した「検

査室」を設置しております。内部監査は組合の経営全般にわたる管理及

び各事業部門の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事項の勧

告等を通じて、業務運営の適切性の維持・改善に資することをその使命

としております。 

また、内部監査は組合の本所・総合支所・支所・出張所及び信用事業

取次店の全てを対象とし、被監査部門のリスクの種類・程度に応じた監

査の頻度・深度等を決定し、効率的かつ実効性のある内部監査の実現に

努めております。 

内部監査は毎年度策定する監査計画に基づき実施し、監査結果は理事

長及び監事に報告のうえ、理事会及び経営管理委員会に報告しています。

監査指摘及び必要とする改善事項は理事長により被監査部門に通知し、

改善状況等の回答を受け、定期的に改善取組状況をフォローアップして

まいります。 

 

（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 
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組合員・利用者の皆様に安心して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、信用秩序の維持と信頼性を高めていくこ

とが重要との認識のもと、有効なリスク管理態勢を構築し、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や管理態勢

の仕組みなど、リスク管理の基本的な体系を整備しております。 

また、審査体制につきましては、上記の体系に基づき、融資部門、余

裕金運用部門から独立した管理部門が二次審査を実施し、与信先の経営

状況や資金使途等の把握、余裕金運用管理など厳密な審査を行い、審査

にかかる牽制機能を確保し、資産の健全性維持・向上に努めております。 

 

ｂ 信用リスク管理 

（ａ）東日本大震災の影響の取扱い 

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、東日本大震災関連の貸倒引当金を計上いたしました。 

平成 24 年３月期決算においては、東日本大震災後に進めてきた融資

取引先の実態把握や担保物件の確認作業の結果に、今後の震災の影響

等も加味したうえで、適切に資産自己査定を行い、東日本大震災関連

の貸倒引当金を計上いたしております。 

 

   （ｂ）不良債権抑制に向けた取り組み 

当組合は、信用共済部門や経済事業部門などの関係部門が連携して、

組合員・利用者への訪問・面談等を徹底し、既往取引先の状況把握に

継続的に取組み、早期の情報収集に取り組んでまいります。 
また、リスク管理部門（総務担当部門）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、本支店融資担当者が中心と

なって、取引先の状況等に適した再建支援等に取組み、不良債権の抑

制等に取り組んでまいります。 
 

   （ｃ）新規融資時のリスク軽減に向けた取り組み 

これまで取引先の資産や信用力を基準とした融資を行ってまいりま

したが、今回の東日本大震災による被害状況を踏まえ、自然災害によ

る毀損リスクを軽減するため、今まで以上に機関保証付融資を積極的

に活用するほか、組合員・利用者の資金対応にニーズに応えられるよ

う、経営状況等に応じつつ、農林漁業セーフティネット資金や各種制

度資金等の提案にも積極的に取り組んでまいります。 
また今後、復旧・復興に向けた多岐にわたる資金ニーズが発生する

ことが想定されることから、新規融資時においては、組合員・利用者

の現状やニーズを的確に把握したうえで、返済計画の策定サポートを
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行うとともに、適時訪問等により、資金対応後の状況把握や計画の進

捗状況をフォローしてまいります。 
 

   （ｄ）信用リスクの適切な管理 

信用事業部門において、月次で東日本大震災の影響を受けた債権の

状況を確認し、進捗状況を管理するほか、総務担当部門が被災者への

信用供与の状況や信用リスクに関して取りまとめ、月次で開催する実

務者会議において、関係部門とも情報共有化を図ってまいります。 
特に被災者向け債権の管理・回収につきましては、被災者に対する

相談機能を適切に発揮し、債務者の状況に応じた適切なサポート策を

提供することで、不良債権の抑制・信用リスクの低減等に取り組んで

まいります。 
また、理事会は被災者への信用供与の状況や信用リスクに関する報

告を毎月受け、必要な改善策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 

当組合は、直面する様々なリスクに適切に対応すべく整備したリス

ク管理の基本的な体系に基づいて、今後も適切なリスク管理に取り組

むとともに、市場動向の変化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 

当組合は、不祥事発生や風評被害等による貯金流出時の流動性（資

金繰り）リスクへの対応策として制定した「不祥事対応マニュアル・

流動性リスクにかかる管理の手引」等に基づきリスクの低減に取り組

むとともに、必要に応じて管理態勢の改善を図るなど、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・システムリスク管理 

  当組合では、各種業務規程に基づく事務を遂行することにより、事

務リスクの軽減に努めるとともに、自店監査、内部監査の態勢の充実・

強化を図り、引き続き事務処理ミス等の早期発見及び事故等の未然防

止に努めてまいります。 

また、システムリスクについても、漁協系統の集中センターである、

㈱全国漁協オンラインセンターと連携のうえ、システムの万一の障害

や災害時等の対応も含め、コンピュータ・システムの安定稼動と円滑

な運用に努めてまいります。 
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ｆ 危機管理への対応 

当組合の業務遂行上、万一不測の事態をきたした場合に遺漏なく顧

客対応を行い、早急に平常業務体制に復帰するために、業務運営上の

様々なケースを想定した危機管理計画を策定し、これに基づくリスク

管理の徹底を図っております。また火災・震災等の災害時の対応につ

いて、「災害時緊急対策マニュアル」に基づく体制整備を図っておりま

す。 

 

以 上 

 




