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
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１．平成 29 年度上半期概要
(1) 経営環境
東日本大震災から 6 年半あまりが経過し，宮城県の震災復興計画は「復旧期」
（平
成 23〜25 年度）を超え，
「再生期」
（平成 26〜29 年度）の最終年度に入っています。
公共施設や道路・医療をはじめとする生活インフラの再建・整備が進み，再生の取
り組みが加速しつつあります。災害公営住宅や高台移転による宅地整備でも用地取
得は完了し全工事が着手されるなど，復旧・復興に向けた動きが進んでいます。
県内の漁業においても，各種補助金や制度資金の活用等により漁船の隻数は震災
前の平成 22 年度対比で約 98%まで復旧し，漁港や生産施設等の復旧も進んでおりま
す。ただし，例えば漁港の被災箇所に対する復旧工事完成率は 73%にとどまっており，
工事の完成にはいまだ時間を要すほか，原発事故による国外における禁輸措置の継
続など，組合員を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。
このような状況下，当組合は，主に水産業を営む漁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する協同組織であること，
また地域経済を支える重責を担う地域金融機関であることから，これまで以上に金
融仲介機能を発揮し，漁業者を中心とした地域の皆様及び地域への復興支援に取り
組んでいく方針としております。

(2) 主要勘定の概要
a 貸出金残高
平成 29 年 9 月末の貸出金残高（末残）は，平成 29 年 3 月末対比 875 百万円
減少し，14,410 百万円となりました。
漁船や水産関連施設の整備にかかる事業資金について引き続き対応したほか，
被災地域の高台移転の進捗に伴い住宅ローンの取り扱いが増加している一方，3
施設保有漁協に対する貸出金の償還が継続したことにより，残高としては減少
することとなりました。
b 貯金残高
平成 29 年 9 月末の貯金残高（末残）は，水揚げが好調な地域を中心に個人貯
金が堅調に推移しました。一方で生活再建や漁業資材の購入のための資金の引
出しや地方公共団体からの貯金の減少があり，貯金残高の合計としては平成 29
年 3 月末対比 6,230 百万円減少し，86,033 百万円となりました。
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（主要勘定の推移）

（単位：百万円）
平成 28 年
9 月末実績

平成 29 年
3 月末実績

平成 29 年
9 月末実績

前年度末対比

前年同月対比

107,299
80,420
15,039
9,793
1,296
347

109,420
82,880
15,285
10,243
1,282
301

102,027
75,766
14,410
9,315
1,195
369

▲7,393
▲7,114
▲875
▲928
▲87
+68

▲5,272
▲4,654
▲629
▲478
▲101
+22

3,603

3,459

3,531

+72

▲72

7,048
95,693
91,643
11,606

6,633
97,297
92,263
12,123

6,655
89,808
86,033
12,219

+22
▲7,489
▲6,230
+96

▲393
▲5,885
▲5,610
+613

資産
うち預け金
うち貸出金
農林水産業
製造業
その他
地公体・金融
機関貸出
うち固定資産
負債
うち貯金
純資産

(3) 自己資本比率の状況
平成 29 年 9 月末時点での自己資本比率は，昨年度から開始した増資運動と利益
の計上等により自己資本が増加したことから，平成 29 年 3 月末対比で 0.59 ポイン
ト上昇し 31.14％となりました。
平成 24 年 3 月の優先出資 6,680 百万円の発行による資本支援以降，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ております。
（自己資本比率の推移）
平成 28 年 9 月末※

平成 29 年 3 月末※

平成 29 年 9 月末※

30.42%

30.55%

31.14%

※ バーゼル III 国内基準を適用。

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及び強化のための方策
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を踏まえ，既
往貸出金の返済猶予や条件変更にかかる相談への対応等を進めるとともに，事業再
開・継続に向けた資金需要への対応等に積極的に取り組んでいくため，次のとおり
体制整備等を含めた取り組みを行っております。
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(a) 復興対策室による復興支援の取り組み
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 月に設置した復興対策室では，組合員の漁業再開に向
けた共同化の推進や，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にかかる企画立案，3 施設保有漁業協同組合1に対する実
務的な支援を行っております。平成 29 年 11 月末現在，9 名の体制で引き続き
支援に取り組んでおります。
(b) 信用事業実施体制の整備について
当組合では，平成 25 年 4 月の事業本部制への移行（後述）に合わせ，効率
的な信用店舗体制を構築するために店舗機能の見直しを行い，為替店舗を本
所及び北・中・南部の各金融センターに集約するとともに，顧客利便性の維
持・補完のため，特定の曜日に営業する店舗の導入や移動店舗車2による仮設
住宅等への巡回営業のほか，ＡＴＭの増設等を進めております。平成 29 年 11
月末現在，為替店舗 4 店舗，特定の曜日に営業する店舗 16 店舗の計 20 店舗，
移動店舗車 1 台，ＡＴＭ16 台にて信用事業を実施しております。
(c) 漁業金融相談員の配置による融資相談態勢の強化
当組合では，震災以降，組合員・利用者からの様々な相談を受け付けてお
り，その件数は平成 29 年 11 月末までに 3,539 件となっております。そのう
ち，融資相談（既往借入金の返済猶予，既往借入金の条件変更，新規融資の
申込み）が 2,783 件と太宗を占めている実態を踏まえ，組合員等からの経営
相談や資金サポートにかかるニーズに応えるべく各地区に配置されている漁
業金融相談員 10 名が中心となり，借入申込時より事業計画・償還計画等の相
談を実施するなど，ニーズに即した相談機能を提供しております。
今後も，復旧・復興の進捗に合わせて，地域のコンサルティング機能の中
核として，漁業金融相談員を中心に組合員等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，より一層，相談機能の強化に取り組んで
まいります。

1

【施設保有漁業協同組合】
震災の被害により漁船・施設を失った漁業者が早期に漁業を再開することを目的として地域漁業者が設立した，共同
利用漁船・施設の保有・貸与を事業内容とする漁協です（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３組合）
。

2

【移動店舗車】
あらかじめ周知した日時・場所において貯金の受払いや通帳記帳等の業務を行う車両です。専用の車両「マリン号」
を用い，仮設住宅等への巡回営業を行っています。
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（相談内容一覧表）
相談内容
既往借入金の返済猶予
既往借入金の条件変更
新規融資の申込み
相続手続
合 計

震災
〜
29/3
354
105
2,095
755
3,309

受付件数
29/4
29/10
〜
〜
29/9
29/11
0
0
0
0
156
73
1
0
157
73

累計
354
105
2,324
756
3,539

うち
対応済
354
105
2,324
756
3,539

(d) 事業本部制による復興支援体制の強化
当組合は，事業部門ごとの本所・総合支所・支所の一体的事業運営の確立
を目的に，平成 25 年 4 月に経済・信用共済・指導総務の３事業本部に機能・
権限を集約した「事業本部制」を導入し，「責任を持った支所の事業運営」と
「責任を持った本所・総合支所（平成 28 年 4 月からは後述のセンター）のサ
ポート」を実現していくこととしております。
事業本部制導入 4 年目の平成 28 年 4 月には，上記「事業本部制」の下で「部
門における責任関係・指揮命令系統の明確化」
「部門における機動的人材活用」
「地域拠点としての支所指導・収益責任の分離」を図るため，総合支所を機
能別に経済・金融・地域の各センターに分割し，各事業本部の指揮命令系統
の下に再編しております（以下，「センター化」とします）。さらに浜・事業
本部間の双方向の連携をより強化するため，その専担部署として「支所統括
室」を設置するとともに，北・中・南の各地域センターに「支所統括室」の
駐在員を 1 名ずつ配置し，支所運営サポート機能を充実させております。
(e) 事業間連携の強化
当組合では，漁業協同組合金融機関の特性を生かし，信用共済部門と経済
事業部門とが連携して信用事業債権と経済事業債権を一体的に管理するべく，
「債権管理事務手続」
（平成 25 年 10 月制定。28 年 4 月一部改正3。）に基づき，
重点的な支援等が必要な債務者等を対象に経営状況を面談等で把握し，経
営・生活再建支援に取り組んでおります。具体的には，重点的な支援が必要
とされる 34 先，与信残高約 14 億円（平成 29 年 3 月末時点）について，経営
状況等に応じて，漁業再開・継続や生活再建に資する融資商品の紹介や二重
債務にかかる関係機関の活用等を提案しました。
債務者ごとの状況や対処方針に基づく管理状況等については，平成 26 年 3
月より理事会において定期的に報告を行っております。

3

債権管理の実効性を高めること等を目的とした一部改正（①要管理債務者およびその管理ランクの決定に関する専決
権限を，全部門を統括する専務理事に変更，②要管理債務者の管理に係る手順および作業時期等を明確化）を実施して
おります。
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(f) 新人事制度の導入
当組合では，信用事業強化計画に掲げた取り組みを着実に実践していくこ
と等を目的として，平成 26 年 4 月より目標管理制度に基づく新たな人事制度
を導入しております。これまで，新制度にかかる職員への周知や目標管理の
進め方などについて考課者に対する研修等を実施するとともに，関係規程等
の整備や，新制度の理解深化のための取り組みを継続しております。また，
平成 27 年度からは職員自身による「自己申告シート」作成によるキャリアプ
ランに対する意識づけを定期的に行っております。
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) 現地検討会での進捗管理
当組合は，事業本部制による支所・センター・本所の一体的業務運営なら
びにＰＤＣＡサイクル（事業活動の管理にあたって，計画・実行・確認・処
置の４段階の取り組みを繰り返し行うことによって，継続的にプロセスを改
善していく手法。以下，ＰＤＣＡという。）の実践を目的として，管内３地区
別に，地区内の支所長と本所各事業部門が参集する「現地検討会」を平成 25
年６月以降，毎月開催しております。
現地検討会では管内の情報交換に加えて，各地区担当理事ならびに経済事
業本部・信用共済本部が毎回出席し事業の運営や漁協の経営にかかる認識の
共有化を図るほか，支所別の計数項目に沿った実績の検討を行っております。
これらを通じて，組合員等の復興支援や経営サポートに取り組んでおります。
(b) 実務者会議での進捗管理
当組合は，信用事業強化計画および経営改善計画の月次の進捗管理ととも
に，計画達成に向けた取組事項の実施状況を検討するため，全理事・全部室
長による「実務者会議」を平成 24 年 4 月以降，毎月開催しております。
実務者会議では，組合員・利用者への信用供与や復興支援等の取り組みに
関する計数により上記計画の進捗状況を検証するとともに，上記計画で定め
る重点取組事項の達成に向けた行動計画に基づく各部門の定性的目標項目に
ついてＰＤＣＡを実践しております。これらによりいっそう着実に計画を実
行し，組合員・利用者の復興支援に取り組んでおります。
(c) 理事会での進捗管理
当組合は，平成 24 年 4 月から理事会において，実務者会議での検証結果を
報告し，信用事業強化計画の進捗状況の管理及び信用供与の対応が適切に行
われていることを確認しております。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，以降の推進策等に反
映してまいります。
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(d) 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管理について，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い，組合員・利用
者への信用供与や復興支援等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に勘案のうえ対応し，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
人で対応可能な資金等を積極的に活用しながら，不動産担保や個人保証に過度に依
存しない融資に取り組んでおり，平成 29 年 4 月から 11 月末までに事業資金につい
て計 63 件，710 百万円を実行いたしました。
生活資金では，組合員・利用者の早期の生活再建・安定化に向けて，住宅ローン
をはじめとして資金ニーズにかかる相談に応じつつ，平成 29 年 4 月から 11 月末ま
でに計 38 件，769 百万円を実行しております。
また，融資担当者の育成を図るため，外部の組織が実施する融資業務に関連する
集合研修や通信研修等も積極的に活用し，職員の人材育成に継続的に取り組んでお
ります。
＜担保・個人保証に過度に依存しない融資の実績＞
資金名
事業資金
うち漁業近代化資金(制度資金)
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)
うち農林漁業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資金
うち漁業経営維持安定資金

生活資金
うち住宅ﾛｰﾝ(災害復興住宅融資等)
うち教育ﾛｰﾝ(公庫資金)

合

計

（単位：件，百万円）

震災〜H29/3 H29/4〜29/9 H29/10〜11
累 計
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数
金額
1,541 23,616
36
490
27
220 1,604 24,326
430 13,879
31
418
8
90
469 14,387
63 1,209
886
38
304
228
4
1,845

4

7,544
601
4,279
4,224
6
27,895

67

12

105

0
0
0
0
29
617
27
614
0
0
65 1,107

0
0
9
7
1
36

0
886 7,544
0
38
601
152
342 5,048
149
262 4,987
2
5
8
372 1,946 29,374

＜集合研修受講実績＞
研修名

参加者数

金融法務研修

2名

融資法務基本研修

1名

漁業金融相談員・融資担当者研修会

1名

漁業金融リーダー研修会

1名

6

79

1,381

(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，震災発生以降，平成 23 年 12 月末までの間に 354 先，3,994 百万
円について暫定的に約定返済の停止を行う返済猶予を受け付け，組合員・利用者
の状況等に応じて期限延長や金利条件変更等の償還条件の緩和を実施してまいり
ました。平成 29 年 11 月末現在，上記の返済猶予は１先，７百万円となっており
ます。
当組合では，一時的に収益が悪化している組合員・利用者に対しては，貸出条
件変更（条件緩和）へ取り組むこととしておりますが，平成 29 年 4 月から 11 月
末までの間については，対応先はありませんでした。
＜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＞
（単位：件，百万円）
震災〜29/3
件数 金額

事業資金
うち運転資金
うち設備資金

生活資金
うち住宅ﾛｰﾝ

その他
合 計

H29/4〜29/9
件数 金額

H29/10〜11
件数 金額

累
件数

計
金額

68 2,563

0

0

0

0

68 2,563

42 2,147
26
416

0
0

0
0

0
0

0
0

42 2,147
26
416

19

218

0

0

0

0

19

218

19

218

0

0

0

0

19

218

2
2
89 2,783

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2
89 2,783

b 被災者に対する新規融資の実績
当組合では，組合員・利用者の事業再開や生活基盤の維持・安定化に必要とな
る資金について，想定されるニーズへ適時適切に相談を受け付けるとともに，こ
れら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。
事業資金については，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，
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ております。
漁業近代化資金は，施設保有漁協向けの融資を含め，平成 29 年 4 月から 11 月
末の間に計 39 件，508 百万円を対応いたしました。
また，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，同期間内において計 16 件，172 百万円を対応する等，
組合員等の早期漁業再開や経営安定化に向けて，円滑な対応を進めております。
生活資金についても，住宅ローンをはじめとして積極的な提案を行っておりま
す。漁業再開の進展に伴い，住宅ローンの取り扱いも増加傾向にあり，当組合独
自資金であるＪＦ住宅ローン及び住宅金融支援機構の災害復興住宅融資の合計で，
同期間内において計 34 件，763 百万円を対応する等，組合員等の生活再建に向け
ても積極的な支援を行っております。

7

［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，組合員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」や「水産業共同利用施設復旧整
備事業」等の国の補助事業を活用して調達する漁船や漁具，定置網等や陸上の
共同利用施設に対する融資について，積極的に対応を進めております。
［その他の制度融資等の活用］
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活用に向けて提案を行っております。
＜東日本大震災に伴う復興関連商品＞※１
商品名

開始
時期

漁業近代化資金

H23/6

実行実績※２
件数 金額

商品内容
期間 金利 担保

保証※3
機関
保証
機関
保証
無保証
機関
保証

469 14,387 23 年 0.0% 無担保

東日本大震災・漁業者等
H23/6
緊急保証対策事業資金
農林漁業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資金
H23/6
漁業経営維持安定資金

（単位：件，百万円）

79 1,381 23 年 1.55% 無担保
886 7,544 13 年 0.0% 無担保

H23/11

38

601 18 年 0.0% 無担保

※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 震災以降，平成 29 年 11 月末までの累計。
※3 機関保証は宮城県漁業信用基金協会保証。

＜新規融資実績＞

（単位：件，百万円）
震災〜H29/3
件数
金額

事業資金

H29/4〜H29/9
件数
金額

1,541 23,616

うち漁業近代化資金

H29/10〜11
件数
金額

36

490

27

累 計
件数
金額

220 1,604 24,326

430

13,879

31

418

8

90

469

14,387

うち東日本大震災・漁業者等
緊急保証対策事業資金

63

1,209

4

67

12

105

79

1,381

うち農林漁業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資金

886

7,544

0

0

0

0

886

7,544

うち漁業経営維持安定資金

38

601

0

0

0

0

38

601

304

4,279

29

617

9

152

342

5,048

228

4,224

27

614

7

149

262

4,987

45

32

0

0

0

0

45

32

4

6

0

0

1

2

5

8

65 1,107

36

生活資金
うち住宅ローン
うちライフスポットローン
うち教育ローン

合

計

1,845 27,895

372 1,946 29,374

※ 事業資金・生活資金ともに，上記以外にマリンスポットローンや漁協ローンを含む。
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(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
a 復興基本方針等に基づく復興対策室の取組強化
当組合では，震災直後の平成 23 年 3 月 14 日に，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」
（平成 23 年 4 月 27 日制定，同年 7 月 21 日に追加制定）
の下，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し
ております。
以上の方針に沿って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
立案及び実践を専門に行う部門として平成 23 年 5 月 11 日に設置した復興対策室
では，補助事業の活用による漁業再開支援や北部・中部・南部各地区の各施設保
有漁業協同組合の運営支援に取り組んでおります。
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
当組合では，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，事業面での支援に取り組むことを目的に，組合員を対象にした調査
を毎年実施してまいりました。平成 28 年 9 月の調査では，対象とした正
組合員 3,052 名中，98.0%に相当する 2,992 名から実質的に漁業を再開し
ているとの回答を得ており，正組合員の漁業再開には一定の目途がつい
たものと認識しております。一方，今年 8 月に実施した通算 8 回目の調
査では，後継者の状況や住宅再建等についての課題等を把握すべく，調
査を行っております。今後も漁業を再開した組合員の操業の継続に向け
て，本調査で把握された各種ニーズを踏まえ，漁業金融相談員をはじめ
とする役職員が一丸となって相談・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
当組合では，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最大限活
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」との基本方針に沿い，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」や「水
産業共同利用施設復旧整備事業」等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３施設
保有漁業協同組合に対して，当該補助事業の活用や運営事務（経理，総
務，資産管理等）の受託，適切な信用供与に基づく融資等を通じた支援
9

を実施しております。その結果，平成 29 年 11 月末現在で３施設保有漁
業協同組合へ組合員 3,461 名が加入し，これまでに登録等が完了した漁
船・漁具・定置網や陸上施設等の件数は上記３施設保有漁業協同組合の
合計で 5,230 件となっております。

＜各施設保有漁業協同組合の状況＞ （平成 29 年 11 月末現在）
名
称
北部施設保有漁業協同組合
中部施設保有漁業協同組合
南部施設保有漁業協同組合
合 計

完了件数
2,495 件
2,208 件
527 件
5,230 件

また，漁業の早期再開と経営安定化に資する取り組みとして，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」
，
「がんばる養殖復興支
援事業」制度の活用に向けて，組合員の状況に応じた活用の推進・提案や
円滑な実施のためＮＰＯ法人水産業・漁村活性化推進機構等との連携を強
化して取り組みました。当組合が実施主体となり，積極的に推進を行った
結果，平成 29 年 11 月末までに，関係機関等から計画承認を受けた 62 部
会 468 経営体が同事業を活用し，全部会すべての経営体が事業期間を終了
し，漁業再開を果たしております。
このほか，公的支援活用サポートの観点では，「水産業競争力強化漁船
導入緊急支援事業」4の活用による中核的漁業者への漁船リース事業にも
取り組んでおります。平成 28 年 7 月には事業実施主体となる一般社団法
人宮城県水産業構造改革支援協会を設立し，同協会ならびに広域水産業再
生委員会と連携して，漁業者の所得向上に必要となる漁船の円滑な導入を
支援しており，平成 29 年 11 月末までに 28 隻が計画承認を受け，16 隻の
リースが開始されております。
(b) その他被災地域の復興に資する取り組み
ｱ

東京電力への損害賠償請求等への取り組み
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う水産物の出荷制限や風評被
害等がもたらす価格下落は，組合員の漁業再開や経営再建さらには地域
漁業の復興に向けて大きな障害となっています。
東京電力との損害賠償の請求にかかる交渉については，当組合内に平

4

【水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業】
「浜の活力再生広域プラン」において中核的漁業者として位置づけられた漁業者の収益向上に必要となる漁船を，一
定の要件を満たすリース事業者が国の補助を得て所定の審査の下に取得し，当該漁業者にリースする取り組みを支援
する事業です。
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成 24 年７月に設置した「宮城県漁業協同組合・東京電力福島原発事故被害
対策本部」が窓口となり，組合員から委任を受け，賠償請求を継続的に実
施しております。
さらには，出荷制限や風評被害の継続が被災地域の漁業復興を阻害し
かねない状況となっていることから，宮城県や関係機関と連携し，汚染
水流出や風評被害，禁輸措置等への対策要請並びに放射性物質にかかる
検査の強化等を継続して行っております。
ｲ

漁場復旧や地域再生に資する取り組み
当組合では，平成 28 年 3 月まで，国の｢漁場生産力回復支援事業｣5を活
用して，早期の漁場復旧に向けた取り組みを進めてまいりました。
また，
「被災海域における種苗放流支援事業」等も活用し，5 月から 10
月にかけてアワビの稚貝を累計 100 万個放流するなど，漁場の再生に取
り組んでおります。

ｳ

水産資源の維持・回復，漁場の有効利用に資する取り組み
資源の回復・維持・増大に向け，当組合の七ヶ浜振興センターにおい
て栽培した稚ウニ 33 万 2600 個体（平成 29 年 4 月〜8 月），稚ナマコ 1 万
6 千個体（9〜10 月）を県内各浜において放流しました。また来春の放流
に備えて現在，同センターで親アサリから採卵し殻長 0.6mm〜1mm サイズ
まで育成したアサリ稚貝 24 万 8 千個体を，放流予定の海域において中間
育成6しております。

ｴ

水産資源の維持回復を通じた漁家経営安定に資する取り組み
資源管理の推進と漁家経営の安定を目的に平成 24 年１月から「漁業収
入安定対策事業」7 活用を通じた計画的資源管理や漁場改善への取り組み
を推進し，平成 29 年 11 月末現在，アワビ 10 支所 4,851 名，イサダ 11
支所 99 名，イカナゴ 15 支所 183 名，定置網 17 支所 143 経営体，サンマ
3 支所 3 名，スルメイカ 13 支所 55 名，ヒラメ・マコガレイ 13 支所 177
名，シロザケ 12 支所 158 名，貝桁 2 支所 55 名が計画に参加しています。

ｵ

組合員の養殖生産物の生産向上や安定生産に資する取り組み
当組合では，水産振興センターを設置し，早期復興のための種苗生産
と指導を実施しております。

5

【漁場生産力回復支援事業】
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に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です。

6

人工的な環境で培養した魚貝類の稚仔魚を，目的に適した大きさまで海中の生け簀などで中間的に育成し，抵抗力
のある種苗にする手法です。種苗をより自然環境に近い育成施設に移して放流後に生き残る力を強くし，放流種苗と
しての質を高めることを目的としています。
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【漁業収入安定対策事業】
計画的に資源管理や漁場改善に取り組む漁業者を対象として，漁業災害補償法に基づき実施する漁業共済や「積立
ぷらす」の仕組みを活用し，漁業収入が減少した場合の補填を行い，漁業者の収入の安定等を図る事業です。
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具体的には県地方振興事務所や水産技術総合センターと連携のうえ，種
苗生産や中間育成試験のほか，各浜の養殖研究会等への生産指導を行いま
した。
ｶ

燃油・飼料価格高騰対策等を通じた漁家経営安定に資する取り組み
燃油・飼料価格の高騰は，被災からの経営再建を目指す組合員にとっ
て漁業経営への影響が極めて大きいことから，
「漁業経営セーフティーネ
ット構築事業」8やこれを拡充・強化する形で措置された「漁業用燃油特
別対策」9について，関係機関と連携して加入推進を重点的に実施しまし
た。漁業経営セーフティーネット構築事業の契約者数は平成 29 年 11 月
末現在で計 320 名となり，うち 130 名が漁業用燃油特別対策を活用して
おります。また，「競争力強化型機器等導入緊急対策事業」10等の活用を
支援し，平成 29 年 11 月末までに使用漁船への省エネ型推進機関等の導
入について組合員 242 名11が計画の承認を受けております。

ｷ

被災した組合員・利用者への生活再建に資する取り組み
震災直後より，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・利用者の被災による死亡・家屋の損壊等の被害状況を把握し，
震災から平成 29 年 11 月までの間に普通厚生共済（チョコー）11,136 件，
14,168 百万円，生活総合共済（くらし）4,274 件，7,491 百万円の共済金
の支払対応を行っており，現在も継続的に実施しております。
＜共済金の支払対応実績＞
震災〜29/3
件数 金額

（単位：件，百万円）
29/4〜29/9
件数 金額

普通厚生共済
10,225 13,220
（チョコー）
生活総合共済
4,138 7,445
（くらし）

29/10〜11
件数 金額

累 計
件数 金額

633

644

278

304 11,136 14,168

86

30

50

16 4,274 7,491

上記のほか，前記エの推進にあたって，漁業共済組合と連携して資源管
理計画や漁場管理計画の策定等にかかる取り組みを実施しております。ま
た，漁船保険組合と連携し，共同利用漁船等復旧支援対策事業等の進捗に
8

【漁業経営セーフティーネット構築事業】
漁業者・養殖業者と国の拠出により，燃油価格や配合飼料価格が高騰したときに補填金を交付し，漁業・養殖業経
営の安定化と水産物の安定供給の確保を図る事業です。
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【漁業用燃油特別対策】
「漁業経営セーフティーネット構築事業」に加え，さらなる高騰時に特別発動ラインを設定し，これを超えた場合
に国の拠出割合をより高くする措置が実施されております。
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【競争力強化型機器等導入緊急対策事業】
地域全体の競争力強化を図るために域内の各漁村地域が連携して策定した「浜の活力再生広域プラン」に基づいて，
意欲ある漁業者が生産性の向上や省力・省コスト化に資する漁業用機器等を導入する場合に，当該機器の導入を支
援する事業です。
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平成 25 年度までの「省エネ機器導入支援事業」
，平成 26 年度の「漁業経営体質強化機器設備導入支援事業」による
ものを含めております。
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合わせた漁船保険の加入を推進しております。
c 金融面の対策
当組合では，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
に向けたニーズ等を的確に把握したうえで，次のとおり組合員等の状況に応じた
金融面での支援を行っております。
(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等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への対応に積極的に取り組んでおります。
具体的には，農林漁業セーフティネット資金，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等を積極的に活用し，実質無利子，
無担保・無保証で対応可能な貸付への既往債務の借り換えを進めております。
二重債務問題への対応についても，㈱東日本大震災事業者再生支援機構，
宮城産業復興機構，個人版私的整理ガイドライン等を活用し，組合員等の復
興に向け積極的な支援を進めております。
㈱東日本大震災事業者再生支援機構の活用では，震災前債権の買い取りに
かかる支援決定を受けた 1 件について，平成 29 年 5 月に買い取りが実行され
ております。このほか，平成 29 年 11 月末時点において 1 先にかかる債務整
理について，同機構と協議を継続しております。
また，個人版私的整理ガイドラインの活用では 1 件について，現在関係先
との協議を行っております。なお，宮城産業復興機構の活用による債務整理
においては，協議を継続している相談案件はありません。
また，当組合では，県内において行われる防災集団移転促進事業に関して，
自治体による買上げ対象となる宅地等にかかる抵当権の取り扱いについて対
応方向を整理しており，買上げ代金が債務に充当される場合には，住宅ロー
ンが全額返済とならない場合等を含めて基本的に抵当権解除に応じる方向で
あること，その後の債務返済のご相談についても真摯に対応することとして
おります。
＜二重債務への対応＞
相談受付件数

東日本大震災事業者再生支援機構

震災〜29/3

29/4〜29/9

12※1

0

0

12

10

0

0

3

3

11※2

0

0

11

9

26

0

0

26

22

宮城産業復興機構
私的整理ガイドライン
合

計

うち

3

29/10〜11

累計 対応済

※1 相談受付件数には，債務者自身が東日本大震災事業者再生支援機構への相談を取り下げ
た 1 案件が含まれている。
※2 相談受付件数には，計画を作成しないため手続終了となった 1 案件が含まれている。
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(b) 新規資金需要への対応
当組合では組合員・利用者の事業の再開・継続に向けて，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，組合員・利用者の状況に応じて東
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提
案し，これらの積極的な活用に取り組んでおります。
また，漁業の再開・継続にかかる事業資金だけでなく，生活資金への融資ニー
ズにも対応しており，住宅ローンの融資実績は，平成 29 年 4 月から 11 月末ま
での間において，独自資金であるＪＦ住宅ローンは 24 件，592 百万円，住宅金
融支援機構（災害復興住宅融資）の代理貸は 10 件，171 百万円となりました。
(c) 信用事業推進運動の展開
当組合では事業利用を通じて組合員等との関係を強化すべく，信用事業推
進態勢を整備しております。平成 29 年 4 月からは平成 30 年 3 月 30 日までを
対象期間として「ズバリ！ 漁協の定期貯金・定期積金」キャンペーン，年金
お受取口座新規指定者ご紹介キャンペーンを実施しているほか，全国統一キ
ャンペーンに合わせた特別推進期間を 5 月・6 月，11 月・12 月，3 月に設定
し，推進運動を展開しております。また，平成 29 年 2 月に新設された，水揚
天引によって超長期にわたり積立てることで組合員が老後や凶漁・災害等非
常時の「いざという時に備える（そなえる）」ための「そなえる貯金」を推進
すべく，組合広報誌『海と共に』や組合員集会などあらゆる場面でＰＲに努
めております。
このほか，当組合ＡＴＭから離れた地域での住宅再建等の場合においても
利便性を維持・拡大すべく，当組合のＡＴＭだけでなく他行・コンビニエン
スストア等のＡＴＭを含めた入出金手数料の実質無料化を図るためのキャッ
シュバックを継続しております。
d 人材育成と活用
当組合では，組合員・利用者からの相談に的確に応じ様々なニーズに対応する
ため，貯金・融資等にかかる通信研修の受講を奨励しているほか，階層別・分野
別の集合研修の開催，他団体が開催する研修への参画等を通じて，専門的な人材
の育成に取り組んでおります。
今後も，継続的な人材育成により，組合員等の復興支援，経営指導等への対応
力が一層向上するよう取り組んでまいります。
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＜受講奨励する通信研修の受講状況＞
通信研修

受講者数
4名
3名
2名
8名
4名
3名
3名
3名
7名
6名
3名
2名
2名
4名
5名
2名
1名
1名
2名
4名

貯金コース

信用事業基本コース

年金基礎コース

為替・決済コース
融資コース

ローン基礎コース
住宅ローンコース
信用事業管理者コース
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実 績
開始時期
平成 24 年 3 月
平成 24 年 5 月
平成 26 年 7 月
平成 26 年 7 月
平成 27 年 6 月
平成 28 年 6 月
平成 29 年 6 月
平成 26 年 7 月
平成 27 年 6 月
平成 28 年 6 月
平成 29 年 6 月
平成 24 年 3 月
平成 26 年 7 月
平成 24 年 3 月
平成 27 年 6 月
平成 28 年 6 月
平成 29 年 6 月
平成 26 年 7 月
平成 26 年 7 月
平成 24 年 5 月

＜集合研修の実施・参加状況＞
集合研修
貸出法務基礎研修
コンプライアンス研修

貯金窓口事例研修(担当者向)

ローン推進基礎研修
貸出管理回収事務研修
貸出事務研修
店周・窓口対応推進研修

店舗長研修

決算税務研修

債権管理・回収実践研修
反社マネロン・コンプライアンス研修
年金研修

年金基礎研修
金融法務基本研修

融資法務基本研修

漁業金融相談員・融資担当者研修会
漁業金融リーダー研修会
為替実務研修
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参加者数
30 名
29 名
174 名
96 名
124 名
65 名
40 名
138 名
2名
60 名
24 名
27 名
1名
58 名
1名
3名
1名
1名
1名
1名
1名
2名
2名
1名
2名
1名
1名
2名
10 名
57 名
53 名
49 名
1名
1名
2名
2名
2名
2名
1名
1名
1名
2名

開催時期
平成 24 年度
平成 26 年度
平成 24 年度
平成 25 年度
平成 26 年度
平成 27 年度
平成 28 年度
平成 24 年度
平成 25 年度
平成 26 年度
平成 24 年度
平成 24 年度
平成 25 年度
平成 25 年度
平成 24 年度
平成 25 年度
平成 28 年度
平成 25 年度
平成 27 年度
平成 28 年度
平成 29 年度
平成 25 年度
平成 26 年度
平成 27 年度
平成 28 年度
平成 29 年度
平成 25 年度
平成 25 年度
平成 29 年度
平成 27 年度
平成 28 年度
平成 29 年度
平成 28 年度
平成 27 年度
平成 28 年度
平成 29 年度
平成 27 年度
平成 28 年度
平成 29 年度
平成 29 年度
平成 29 年度
平成 27 年度

【被災者への主な支援事例】
【事例１】

ホヤの海外での販路開拓
当県産の水産物は，海外では一部の国でなお，東京電力福島第一原発事故
に関連した出荷規制が解かれず禁輸措置を受けるなどしているところです。
こうした風評被害等の中でも，とくに大きな影響を受けている魚種として挙
げられるのが，当県が全国の生産量の８割（震災前）を占め海外にも多くが
輸出されていた，ホヤです。震災後に養殖が再開されたホヤが出荷サイズに
到達しはじめた一昨年以来，当組合は漁業者の操業継続に向けて，輸出先を
失ったホヤについて国内での消費を喚起すべく行政等と連携して多方面でプ
ロモーション活動を実施したほか，これまで輸出先とされていなかった国や
地域への販路開拓をめざして取り組んでまいりました。
今年度は宮城県において，宮城県産ホヤの販路拡大を図るべく，水産物・
水産加工品の輸出や海外での情報発信について専門的知見を有する株式会社
三陸コーポレーションと連携した海外でのプロモーション活動が新たに開始
されました。当組合は同社と協力し，ホヤ文化のあるアジアコミュニティが
存するアメリカ合衆国をターゲットに，輸出体制構築や外国語パンフレット
など各種ツール作成を実施しました。本年 11 月には，世界で 2 番目に韓国系
住民の多い同国カリフォルニア州サンディエゴにおいて，現地輸入業者主催
の展示会「第 15 回オーシャンフレッシュシーフードショー」に初出展し，レ
ストランシェフ等に対するプロモーションを実施しました。来場者（主催者
集計で合計 715 名）に対しパンフレットやバイヤーズリーフレットを配布し，
試食サンプルを提供するとともに，来場者からのアンケートの回収も行いま
した。これらの活動によって，今後，新たな販路を構築していくべく，引き
続き取り組んでまいります。

サンプル提供１ ホヤ刺身(解凍)

サンプル提供２ ホヤパスタ(ペペロンチーノ風)

会場遠景

ブースの様子
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【事例２】

大手食品メーカー・行政と連携した「新メニュー」提案による県産水産物の消費拡大
当県の漁業者が生産した宮城県産水産物の販売促進は，生産を再開した漁
業者の操業継続のために極めて重要な取り組みです。当組合では従来の枠に
とらわれず，あらゆるチャネルを通じて県産水産物の PR に努めております。
今年度は大手食品メーカーであるカゴメ株式会社ならびに宮城県と連携し
て，当県の主要養殖品目の一つであるカキに関する新メニューを開発し，県
内外で広くプロモーションすることにより，宮城県産カキのさらなる需要拡
大を図っています。同社は平成 27 年から県と協力関係を結び，地産地消をコ
ンセプトとしたメニュー開発を共同で取り組んでいます。今年度は同社，宮
城県ならびに当組合の三者により，秋冬シーズンに旬となるカキをターゲッ
トとして「牡蠣チリ」ほか計４つ（後掲写真）の新メニュー開発をすすめ，
シーズン序盤の 10 月 24 日，宮城県庁ロビーにて「宮城県産牡蠣 激うま！メ
ニュー発表会」を開催しました。当日は一般消費者をはじめ，量販店のバイ
ヤーや地元テレビ局を含む報道関係者など多数の来場があり，「簡単レシピ」
の実演や試食頒布は大変好評を博しました。
カキを使った家庭料理としては鍋物やフライが定番ですが，同社のトマト
ソースなどの加工品や調味料を使った新メニューは，県産食材のいわば従来
とは異なる「新しい食べ方」です。流通・消費の現場では昨今，こうした「メ
ニューの提案」によって生鮮品や各種加工品・調味料等をセットで需要喚起
することが重要な手法となっており，このように話題性のあるアピールをす
ることは大変効果的な取り組みであるといわれています12。当組合としては，
こうした新たなメニューを軸に量販店・外食・事業所給食などあらゆる場面
でカキの露出をますます高めていくことで，宮城県産水産物の販売拡大につ
なげてまいります。

ごあいさつ

レシピ実演

メニュー２ 牡蠣のトマトパッツア

12

メニュー３ 牡蠣チリ

メニュー１ 牡蠣とほうれん草のトマトクリームパスタ

メニュー４ 牡蠣オムレツ

近年，小売店の広告チラシでは，例えば 11 月の外国産ワイン販売開始の時期に「自宅でバール」との表題の下で，
ワインとともにこれと相性の良い料理として皿に盛られたグラタンやパスタの写真を中央に据え，周囲にその食材と
なるカキやほうれん草，その調理に要する調味料，加工食材などを特売価格とともに掲載し，メニューを提案しなが
ら食材をセットで消費者に訴求するような手法がしばしばみられます。今日ではこうした「メニュー」の候補となる
提案が求められており，新メニューの開発はこれに繋げるべく実施されているものです。
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(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
いくためには，漁業就業者の育成及びその定着支援が従前以上に必要との認識か
ら，指導総務部門，経済事業部門，信用共済部門が連携し，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，地域・組合員等の個別事情や復興状況を勘案しつつ，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

新規就業促進のための取り組み
漁業の担い手の漁業開始や再開までの新たな技術習得や漁家子弟の漁
業技術の習得に対する支援のため，平成 24 年 2 月から平成 27 年 3 月ま
での間，コーディネーター１名を配置し，着実に推進してまいりました。
また，新規漁業就業者受入促進のため，一般社団法人全国漁業就業者
確保育成センターの主催した「漁業就業支援フェア 2017」
（平成 29 年 7
月東京会場・仙台会場）
，宮城県・公益社団法人宮城県水産振興協会の主
催した「2017 漁業就業支援フェア in 仙台」
（平成 29 年 9 月）に出展し，
合計 12 名の就業希望者と面談を行い，4 名の研修受け入れを行いました。
このほか，前出の宮城県水産振興協会が行う「みやぎ漁師カレッジ」で
は，これまでの短期研修に加え，今年度から開設された 7 ヵ月間を期間
とする長期研修においても現地での実地研修や教室での講義への出講な
どに参画し，漁業就業希望者へのアピールを行いました。

ｲ

就業準備段階での支援内容
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・養殖業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。
その他，国で措置された「漁業復興担い手確保支援事業｣および「新規
漁業就業者確保事業」等，行政の支援を活用し，平成 29 年 11 月末まで
に 388 名が研修生として漁業技術を学んでいます。
さらに，信用事業を実施する全国の漁協系統団体（ＪＦマリンバンク）
の取り組みとして平成 28 年度から始まった「漁業新規就業支援事業」13を

13

3 親等内の親族の元で新規就業する者を研修生として受入れる漁業者に対して，研修費用を助成する事業です。公
的な支援事業においては通常は対象外とされる，家族承継する漁家子弟の新規就業者についてＪＦマリンバンクによ
り補完する目的で，平成 28 年度に創設されています。
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活用し，平成 29 年 11 月までに 12 名が親族漁業者の元で漁業の承継をめ
ざしています。
ｳ

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，指導総務部門と
連携して継続的に適切な対応を行っております。

(b) 宮城県水産物のブランド回復等に向けた取り組み
宮城県産水産物の出荷量が徐々に回復する中，東京電力福島第一原子力発
電所事故に伴う風評被害対策等の対応を進めてまいりました。当組合では，
全国団体等の関係機関と連携し，汚染水の流出にかかる東京電力への抗議や，
風評被害・禁輸措置等への対策にかかる行政への要請活動を行ったほか，県
産ブランドの要である安心・安全な水産物の提供を担保するための取り組み
として，放射性物質にかかる検査体制の充実を図ることに加えて，各種の販
売促進を継続して実施しました。検査については，平成 29 年 4 月から 11 月
末までの間に主要養殖品目を中心に，計 426 回の検査を実施し，当組合のホ
ームページに逐次その結果を公表しているほか，販売促進を目的としたイベ
ント（無料試食提供や店頭でのＰＲ等）は平成 29 年 4 月から 11 月末までに
計 46 回開催いたしました。今年度は，消費者が家でも調理してみたくなるよ
うなメニューを実際に提供することを通じて宮城県産水産物の販売拡大につ
なげるべく，新たに導入された移動式販売車（キッチンカー）を活用し，米
飯とのセットやカキフライなど，一般家庭の台所でも容易に調理可能な，本
格的なメニューを販売しております。
また，今年度は当県の養殖ギンザケのブランド「みやぎサーモン」14につい
てかねてから申請していた農林水産省の地理的表示（ＧＩ）保護制度への登
録が，盛漁期に先立つ 5 月 26 日に承認されております。当組合はこれを最大
限活用し，知名度の向上と消費拡大ならびに付加価値の向上に努め，ブラン
ド力のさらなる強化に取り組んでおります。
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，当組合では前述のと
おり面談調査を実施し，漁業再開や居住の状況について把握しております。平成
28 年 10 月に 5 名から 10 名に増員した漁業金融相談員の研修も実施しスキル向上
に努め，よりいっそう漁業経営等に関する相談をはじめとする利用者に対する支
援体制を強化しております。
14

みやぎ銀ざけ振興協議会が定める，
「活け締め」や「神経締め」
，脱血などの鮮度維持処理方法をはじめとした一定
の基準を満たした養殖ギンザケに使用が認められる商標です。養殖ギンザケ最大の特徴である「新鮮で刺し身で食べ
られるサケ」にこだわった高品質，高鮮度な生食用のサケで，身にツヤと張りがあり，とろけるような食感とあまい
食味が特徴です。
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また，信用事業部門と経済事業部門をはじめとする各部・各センター・支所等
が連携し，設備・資材購入ニーズや運転資金・住宅資金の情報を共有し，具体的
な支援企画や行政と連携した取り組みを推進しております。このほか，必要に応
じて組合員への個別訪問，漁業継続のためのコンサルティング等の支援も行って
おります。
c 早期の事業再開に資する方策
当組合では，組合員・役職員が一丸となって震災被害からの早期の事業再開に
取り組んでまいりました。全組合をあげて地域漁業の復旧・復興に向けた取り組
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支援を行ってま
いりました。
具体的には，個別の組合員・利用者の漁業再開に向けた取組支援として，２（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，共同利用事業への参画促進や計画の策定，養殖業者に対する公的支援の
活用の促進等を行ってきており，これらにより正組合員の漁業再開には一定の目
途がついたと言える状況に達しております。
今後も引き続き，漁業を再開した組合員が操業を継続する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，その状況に合わせた適切
な対応を実施してまいります。
d 事業の承継に対する支援にかかる機能の強化のための方策
地域における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
を円滑に承継する環境整備が必要であります。
当組合では漁家子弟の漁業就業支援への取り組みとして，組合員による各魚種
別部会での生産性の向上や経営の安定化を通じて，後継者が参入しやすい環境整
備を図っております。
また，前述の「漁業復興担い手確保支援事業」および「新規漁業就業者確保事
業」等の行政支援やＪＦマリンバンクによる「漁業新規就業支援事業」を活用し，
若青年漁業者が着実に将来の担い手となれるよう，新たな漁法や技術を習得でき
る機会の提供にも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，前述の放射性物質の測
定結果等についても，ホームページ等を通じて継続的に情報を発信してまいりま
した。また，広報『海と共に』
（季刊）を発行し，浜の生産状況や活動及び若手漁
業者の紹介など，組合の取り組みについて定期的に伝えているほか，
「協同組合論」
に関する専門家による連載では，協同組合の今日的な意義や役割を毎回わかりや
すく解説し，協同の取り組みの持つ力について発信しております。
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，これらの取り組みを継続してまいります。
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3. 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する協同組合であり，正組合員の代表者で構成した総
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，組合の意思を決定しています。
経営管理委員会が選任した理事で構成する「理事会」は，経営管理委員会の決定の
下で，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。
経営体制・組織体制の再構築については，平成 25 年 4 月に事業本部制を導入し総
合支所・支所機能の再編と本所による一元的な予算管理体制への移行を行いました。
さらに平成 27 年度には，支所運営にかかる本所・総合支所の役割の明確化や，経済
事業における事業本部制のあり方の整理などを目的に，総合支所の業務を機能別に
3 つのセンターに再編した（センター化）ほか，浜を預かる支所と本所・各事業本
部間の情報連携をより強固にすべくその専担部署として支所統括室を新設しており
ます。
こうした経営管理体制の強化に関しては，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の進捗管理とともに，引き続き経営統括室を所管部署として，
より一層の取り組みを行っております。

(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「監査室」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使命としております。
また，内部監査は組合の本所，金融・経済・地域の各センター，支所の全てを対
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おります。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おります。

(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
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，信頼性を高めていくことが重要との認識の下，有効なリス
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ク管理体制を構築し，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
スクの種類や管理体制の仕組みなど，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にかかる厳密な審査を行い，審査にかかる牽制機能
を確保し，資産の健全性の維持・向上に努めております。
b 信用リスク管理
(a) 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
り組み，早期の情報収集に取り組んでおります。
また，リスク管理部門（経営統括室）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，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や不良債権の抑制等に取り組んでおります。
(b) 新規融資時のリスク軽減に向けた取り組み
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，機関保証付融資を積極的に活用しております。また，組合員・利
用者の資金対応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おりま
す。
また，今後も復旧・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，漁業金融相談員が中心とな
り，組合員・利用者の現状やニーズを的確に把握したうえで，適時の訪問・
面談により返済計画の策定サポートを行っております。なお資金対応後の状
況把握や計画の進捗状況等のフォローにも取り組んでおります。
(c) 信用リスクの適切な管理
信用共済部門において，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，経営統括室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，関係部門と情報共有化を図っていくこと
としております。
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おります。
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・管理しておりま
す。
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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「余裕金運用規程」に基
づく余裕金運用の徹底や，
「余裕金運用等にかかるリスク管理手続」に基づく運用
会議での協議等を通じて，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体制の改善を図るなど，市場リスク管理体制を引き続き
徹底しております。
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
体制の改善を図るなど，リスク管理体制を引き続き徹底しております。
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の遂行や毎年度実施する職員へのコンプ
ライアンス研修を通じて，事務リスクの軽減に努めるとともに，自店監査，内部監
査の体制の充実・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
然防止に努めております。
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，(株)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おります。
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
体制を整備しております。
以
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上

