ご

あ

い

さ

つ

日頃、皆様には格別のご愛顧をいただき厚く御礼申し上げます。
JA新みやぎは、情報開示を通じて経営の透明性を高めるとともに、当JAに対するご理解を
一層深めていただくために、主な事業内容や組織概要、経営の内容などについて、わかりやす
くまとめた「ディスクロージャー誌2019」を作成いたしました。
皆様に当JAの事業をさらにご利用いただくための一助として、是非ご一読いただきますよ
うお願い申し上げます。
令和元年7月1日、5JA（栗っこ、南三陸、あさひな、いわでやま、みどりの）が合併し、
「新みやぎ農業協同組合」が発足いたしました。これも偏に組合員、地域利用者の皆様のご理
解とご協力、ご期待の賜物と御礼申し上げます。
JA新みやぎの発足については、地域、農業、JAをめぐる環境の激変に対応し、組合員の農
業基盤の維持発展と地域に根差したJAとして、盤石な事業・組織基盤を確立することを目的
に結集した平成27年11月開催の「第38回JA宮城県大会」の決議を受け、平成29年7月31日
に「県北部地域JA合併推進協議会」を設立しました。概ね2年間、協議会・専門部会等で多く
の協議を重ね、平成30年11月21日「合併予備契約調印式」、平成31年1月23日には「臨時
（合併）総代会」を開催し、全JAでご承認をいただきました。
新組合の名称、「新みやぎ」は「宮城県北の地に育まれてきた伝統や文化、絆を継承しなが
らも、新しい時代の幕開けにふさわしい宮城を代表するJA」との想いから命名いたしました。
基本理念は「ふるさとを愛し緑豊かな大地と暮らしを守り命育む未来を共に創ります」とさせ
ていただきました。
そして、掲げた12の基本戦略を基にJAとしての総合力を発揮し、「農業者の所得増大」、
「農業生産の拡大」、「地域の活性化」に重点を置いた事業を展開し、「力強い農業と豊かな
地域づくり」を実現することにあります。そのためにも、営農指導・販売体制の強化、事業体
制の改善、経営基盤の強化、役職員・組合員教育の充実等に努めてまいる所存であります。
今後とも皆様方の一層のご支援とご協力、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

令和元年７月
代表理事組合長
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大坪

輝夫

１． 基本理念
（１）基本理念
あ い

「私たちは

ふるさとを愛し

みどりの
み【緑】

みどり

く

緑豊かな大地と暮らしを守り
いのち

み

ら

い

栗っこ

南三陸

く【暮らし】

み【未来】

命育む未来を共に創ります」

共創

あさひな

いわでやま

あ【愛】

い【命】

・

「私たち」は組合員・役職員を意味し、５ＪＡの頭文字（ＪＡあさひなの「あ」＝愛）
（ＪＡみどりの
・

・ ・ ・

・

の「み」＝緑【自然・農業・実り】
）
（ＪＡ栗っこの「く」＝暮らし）（ＪＡいわでやまの「い」＝命【生
・ ・

命・食物・子供たち】
）
（ＪＡ南三陸の「み」＝未来）と、
「共創」という新しいＪＡを共に創る意味をこ
めています。

（２）ＪＡ新みやぎビジョン
一．私たちは、多様な地域性を活かし、食と農を通じた豊かな未来を創造します。
一．私たちは、
「熱意」と「英知」を結集し、次代につながる持続可能な地域社会を築きます。
一．私たちは、時代の要請を的確に捉え、農業者の誇りを守り、希望に満ちた夢のある農業を実現し
ます。
一．私たちは、組織の永続的な発展のために、安定的な経営基盤を確立し、新しい時代を拓く人材を
育成します。

（３）ＪＡ新みやぎ役職員行動指針
１．地域・営農・くらしの未来をプロデュース（Produce＝企画・制作）します。
２．組合員・地域のみなさま、役職員同士の強固なパートナーシップ（Partnership＝協力関係・協
同・共同・提携）で、明日の価値を創造します。
３．たぎるパッション（Passion＝情熱・熱意）で組合員・地域のみなさまと向き合い、与えられた
使命・役割・責任を全うします。
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２．基本方針
農業・ＪＡを取り巻く情勢は、環太平洋経済連携協定「ＴＰＰ11」、ＥＵとの経済連携協定「日欧Ｅ
ＰＡ」の発効に加え、日米 2 国間での物品貿易協定（ＴＡＧ）の動向等、自由貿易交渉は予断を許さず、
我が国農業への大きな影響が懸念されております。また、国による主食用米の生産調整が見直され、新
たな米政策に取り組む 2 年目となり、より一層の需給調整に取り組む必要があります。これらに加え、
地域人口や組合員の減少・高齢化の進展は、農業基盤の縮小や地域のくらしにも大きな影響を与えてお
ります。
そうした中、ＪＡみどりの、ＪＡ栗っこ、ＪＡ南三陸、ＪＡあさひな、ＪＡいわでやまの 5ＪＡでは
「ＪＡ自己改革」に取組み、これまで以上に組合員の営農と生活を守り、農業・地域の発展に貢献する
活動を強化してまいりました。
7 月 1 日、5ＪＡはひとつになり、
「新みやぎ農業協同組合」
（ＪＡ新みやぎ）が誕生しました。
ＪＡ新みやぎにおいては、引き続き将来に亘り組合員とともに地域を支えられるＪＡであり続けるた
めに、5ＪＡの経営資源（人財・施設・資金・ノウハウ）を結集し、新たな協同の力を発揮しながら、
宮城を代表するＪＡとして、
「農業者の所得増大」
、
「農業生産の拡大」、
「地域の活性化」を実践し、
「力
強い農業と豊かな地域づくり」を実現してまいります。

（１）基本戦略
１）地域農業戦略
① 信頼される営農指導事業の強化
② 販売力の強化と生産者手取りの向上
③ 生産資材価格の低減

２）地域・くらし戦略
① 支店を拠点とした地域貢献活動「ＪＡくらしの活動」の強化
② 女性組織や目的別組織の活動を支援し、地域に根差した活動の実践強化
③ 各事業のサービス向上、職員の出向く体制強化により相談機能を充実
④ 協同組合のメリットを最大限発揮し、組合員・利用者の満足度向上

３）経営基盤戦略
① 地区本部制により、地域の特色や組合員の意思を事業運営に反映
② 安定した財務基盤のもと、組合員・地域に信頼される経営を実践
③ 信頼に応えられる職員育成・人材確保
④ 組合員拡大・加入メリット対策、次世代対策の強化
⑤ 信頼に応えるコンプライアンス経営の実践

3． 経営管理体制
当ＪＡ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。
組合の業務執行を行う理事には、組合員の各層の意思反映を行うため、青年部や女性部などから理事
の登用を行っています。また、信用事業については担当の理事を置くとともに、農業協同組合法第３０
条に規定する常勤監事及び員外監事を設置し、ガバナンス（企業統治）の強化を図っています。
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4． 事業の概況
平成30年度は国による生産数量目標の配分が廃止され、代わりに国が示す需給見通しを
踏まえ宮城県農業再生協議会が策定する「生産の目安」が示されております。これを受け当
ＪＡでは、需給調整と米価の安定化を軸とした「平成30年度営農計画」を策定、管内各農
業再生協議会と連携し主要品種の作付誘導、土地利用型作物等による水田の有効活用に取り
組みました。
その結果、主食用水稲7,607.4ha、小麦654.3ha、大豆1,577.6ha、水田活用米穀では
備蓄米119.8ha、飼料用米1,156.1ha、加工用米43.1ha、加工用馬鈴薯等土地利用型野
菜の作付けが71.0haとなりました。
信用事業におきましては、利用者満足度の更なる向上と利用者基盤の拡充に向けて、「農
業・生活のメインバンク化」をより着実なものとするため、出向く活動を強化して相談・提
案機能の充実に取り組みました。
貸出金においては、担い手農家や農業法人等への定期訪問を通して相談・提案活動を行っ
た結果、農業関連新規貸付金は10億19百万円、計画対比149.4％の実績となりました。ま
た、住宅ローン相談会の定期的な開催並びに復興応援住宅ローンの継続的な取扱い等により
住宅関連新規貸付金は17億2百万円、計画対比154.7％の実績となりました。その結果、貸
付金残高全体では、農業と生活の両面で新規貸付目標は達成したものの、繰上償還等の増加
により225億1百万円、計画対比97.5％の実績となりました。
貯金においては、夏・冬季キャンペーンの定期貯金獲得目標55億円に対し66億30百万
円の実績を上げることができました。また、出向く活動の強化や年金相談会の開催により、
年金振込口座は910件(計画対比107.1％)を獲得いたしました。しかしながら、給与振込
口座獲得は280件(計画対比82.4％)に留まりました。その結果、貯金残高全体では1,076
億23百万円、計画対比100.5％となりました。
平成30年度の事業実績は、事業利益は2億29百万円、当期剰余金は2億60百万円の実績
となりました。

5． 農業振興活動
○

農家組合員の所得向上と農業生産拡大に資する取り組みとして「第２回みどりの達
人コンテスト」を開催し､優れた生産技術や品質を達成している生産者を表彰

○

農業法人連絡協議会では法人経営を支援するべく、労働力の確保に資する研修会を
年３回開催、雇用就農希望者を対象に初の管内農業法人見学ツアーを実施

○

昨年度設立した「ＪＡみどりの産直委員会」では、産消提携の推進、めぐみ野野菜
の生産拡大、次年度以降本格的な展開に向けて組織体制を整備

○

担い手支援として、集落営農組織の法人化支援を継続し、平成30年度は13件の法
人化を支援し、２法人が誕生

○

農業経営管理を支援する農業経営管理支援事業の取扱件数は21件となり、記帳代
行と税務申告書作成を通じて農業経営の安定を図る取り組みを実施
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6． 地域貢献情報
①

管内の貯金・貸出金の状況
（平成３１年３月３１日現在）
貯
管
管
合

②

内
外
計

金

（単位：千円）

貸

出

金

103,954,932

21,224,420

3,670,012

1,276,889

107,624,945

22,501,309

社会的貢献情報
○

遠田地区安全運転管理者事業主会・安全運転管理者会の会員であるとともに、交
通安全運動期間中には、交通安全指導を行っています。

○

管内２警察署と「安全・安心まちづくりの推進に関する覚書」を締結し、犯罪発
生時の早期通報体制の確立等により、地域住民の安全確保に貢献し、安全で安心な
まちづくりを推進しています。

○

大崎市と、災害応急対策及び災害復旧対策が円滑に実施されるよう「災害時にお
ける食料等物資の供給協力に関する協定書」を締結しています。

○

高齢者が安心して生活できる環境づくりを目的に管内１市２町と「高齢者地域見
守りへの取組みに関する協定書」を締結しています。

③

文化的貢献情報
○

管内の高校生を対象とした金融セミナーを開催しています。

○

対外広報誌「ＰＡＳＥＲＩ」と組織広報誌「ぐりーんぴぃーす」の発行や、ラジ
オ放送・ホームページを通じて組合員と地域住民・消費者への情報提供を行ってい
ます。

○

管内の小学校へ食と農・環境への理解を深めるための教材本を進呈しています。

○

食農教育を重点とし、農作業体験学習やバケツ稲の資材提供、児童作品コンクー
ルを開催しています。

○

次世代を担う子供達の健全育成を目標とした少年野球大会や少年サッカー大会を
開催しています。

○

管内で開催される各団体主催のイベントへの後援・協賛を行っています。
｢ひとめぼれマラソン｣｢おおさき食楽まつり｣｢秋の山唄全国大会｣等

○

子育て支援活動「PIKAPIKAママくらぶ」を実施し、管内に居住する若い母親と
幼児へ集いの場を提供しています。
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7． リスク管理の状況
①

リスク管理基本方針

金融の自由化の進展やＩＴ化による金融技術の発展などにより、金融機関の業務はま
すます多様化し、管理するリスクも複雑かつ多岐にわたり、量的にも拡大しています。
そのような中で、ＪＡ経営においては、自己責任に基づき様々なリスクを的確に把握し
管理していくことが求められています。
当ＪＡは、このようなリスクを十分認識し、経営の健全性維持と安定的な収益性、成
長性を確保するため「ＡＬＭ委員会」の定期的な開催により、リスク管理体制の充実・
強化を図ります。
また、リスク管理体制の充実・強化のために、諸規程を整備してリスク管理の一環と
して位置づけるとともに、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル
・リスク、事務リスク、システムリスクを役職員に周知することにより、リスクの種類
に応じた管理を行っていきます。
☆

信用リスク管理

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含
む。）の価値が減少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。
当ＪＡでは、大口貸出及び重要案件の貸出等については理事会において対応方針を決
定しています。また、通常の貸出については本店に審査課を設置し、各支店と連携を図
りながら与信審査を行っています。審査にあたっては、特定の業種及び貸出先に偏るこ
とのないよう留意するとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設け、貸出先の信
用力、事業内容及び成長性を十分審査し、「融資審査マニュアル」に基づき、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・回収方針を作成・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「資産の償却・引当規程」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。
☆

市場リスク管理

市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動によ
り、資産・負債（オフ・バランス含む。）の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・
負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクのことです。主に金利リスク、価
格変動リスクなどをいいます。金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、
資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在している中で金利が変動することにより、
利益が低下ないし損失を被るリスクをいいます。また、価格変動リスクとは、有価証券
等の価格の変動に伴って資産価格が減少するリスクのことです。
当ＪＡでは、金利リスクや価格変動リスク等の市場性リスクを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。
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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及び
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、理事会において運
用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的
な情報交換及び意思決定を行っています。
運用部門は、理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基
づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。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チェックし、定期的にリスク量
の測定を行い経営層に報告しています。
☆

流動性リスク管理

流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資
金確保が困難になる、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされるこ
とにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）、及び市場の混乱等により市場において
取引ができないため、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることによ
り損失を被るリスク（市場流動性リスク）のことです。
当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成
し、安定的な流動性の確保に努めています。又、市場流動性リスクについては、投資判
断を行う上での重要な要素と位置付け、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。
☆

オペレーショナル・リスク管理

オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システムが不
適切であること又は外生的な事象による損失を被るリスクのことです。
当ＪＡ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
いて事務処理や業務運営の過程において、損失を被るリスクと定義しています。事務リ
スク、システムリスクなどについて、事務手続きを整備し、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速やかに状況を
把握して、理事会に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。
☆

事務リスク管理

事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことに
より金融機関が損失を被るリスクのことです。
当ＪＡでは、日常の事務リスクに対応するため、「自主点検チェックリスト」を策定
し、そのチェック内容をコンプライアンス委員会に報告及び検討することにより、事務
リスク回避をできるようにしています。
また、各支店に対し、事務の管理や処理に関する内部監査を年２回の割合で実施する
とともに、無通告の監査も実施しています。さらに事務処理ミスの早期発見及び事故防
止などを目的として自店検査の実施により、支店管理者がチェックを行うこととしてい
ます。
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☆

システムリスク管理

システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備
に伴い金融機関が損失を被るリスク、さらにコンピュータが不正に使用されることによ
り金融機関が損失を被るリスクのことです。
当ＪＡでは、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や障害に備え「不測事態対応計画書」を策定していま
す。

②

法令遵守体制

☆

コンプライアンス基本方針

農業を取り巻く情勢の変化や国際化の進展に伴い、当ＪＡの直面するリスクが一層多
様化・複雑化していくなかで、自己責任原則の下で徹底した自己規律・自助努力が要請
され、法令等を遵守し、業務運営の透明性を高めていくことが求められています。
当ＪＡは、組合員の営農と生活を守り向上を目指すことを目的とし、農業者の相互扶
助組織として、組合員の営農と生活全般にわたる各種の事業活動を通じて、農業の振興
と地域経済・社会の発展に寄与するという社会的責任と、信用事業、共済事業や高齢者
福祉活動等、公共性の高い事業の健全かつ適正な運営を確保するという重要な使命を担
っています。
これら社会的責任と公共的使命を適正に遂行するとともに、健全経営と適切な業務運
営を行っていくためには、あらゆる法令やルールを厳格に遵守していかなければなりま
せん。
そのため、当ＪＡは社会環境の変化に適切に対応し、変化する金融情勢の中において
も信頼を確保し、基本的役割を果たしていけるよう、役職員一人ひとりが不断の努力を
することを誓い、コンプライアンス（法令遵守）の基本原則を定めます。
☆

コンプライアンス運営態勢

コンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行うため、代表理事専務を委員長と
するコンプライアンス委員会を設置しています。
また、基本姿勢及び遵守すべき事項を記載した手引書「コンプライアンス・マニュア
ル」を策定し、研修会を行い全役職員に徹底しています。
毎年度、コンプライアンス・プログラムを策定し、実効ある推進に努めるとともに、
統括部署を設置し、その進捗管理を行っています。
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③

金融ＡＤＲ制度への対応

☆

苦情処理措置の内容

当ＪＡでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その内
容をホームページ・チラシ等で公表するとともに、ＪＡバンク相談所やＪＡ共済連とも
連携し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
当ＪＡの苦情等受付窓口
ＪＡバンク相談・苦情等受付窓口（金融業務部）
電話番号：０２２８－２５－９００６
受付時間：月～金 午前９時～午後５時（但し、金融機関の休業日を除く）
☆

紛争解決措置の内容
当ＪＡでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。
１．信用事業
上記の窓口または一般社団法人ＪＡバンク相談所（電話：03-6837-1359）にお
申し出ください。
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。
利用者からの直接申し立てを可能としている弁護士会
弁護士会名称
東京弁護士会紛争解決センター
第一東京弁護士会仲裁センター
第二東京弁護士会仲裁センター

電話番号：03-3581-0031
電話番号：03-3595-8588
電話番号：03-3581-2249

ＪＡバンク相談所を通じての利用となる弁護士会
仙台弁護士会紛争解決支援センター
（ＪＡバンク相談所を通じてのご利用となります。詳しくは上記ＪＡバンク
相談所にお申し出でください。）
（注）「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下「東京三弁護士会」
という。）では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に
基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続きを進める方法もあります。
現地調停：東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により
共同して解決に当ります。
移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
なお、現地調停、移管調停は、全国の弁護士会で実施しているものではありません。
具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せ下さい。
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２．共済事業
（一社）日本共済協会 共済相談所 （電話：03-5368-5757）
https://www.jcia.or.jp/advisory/index.html
（一財）自賠責保険・共済紛争処理機構
http://www.jibai-adr.or.jp/
（公財）日弁連交通事故相談センター
http://www.n-tacc.or.jp/
（公財）交通事故紛争処理センター
http://www.jcstad.or.jp/
日本弁護士連合会 弁護士保険ＡＤＲ
https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html
各機関の連絡先(住所・電話番号)につきましては、上記ホームページをご覧いただ
くか、窓口にお問い合わせ下さい。
④

内部監査体制

当ＪＡでは、内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理
及び各部門の業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価
し、改善事項の勧告などを通じて業務運営の適切性の維持・改善に努めています。
また、内部監査は、ＪＡの本店・支店のすべてを対象とし、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及び監事に報告したのち被監
査部門に通知され、定期的に被監査部門の改善取り組み状況をフォローアップしていま
す。また、監査結果の概要を定期的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、直ちに理事会、代表理事組合長、監事に報告し、速やかに適切な措
置を講じています。
⑤

ＪＡバンク利用者保護等管理方針

当ＪＡでは、農業協同組合法その他関連法令等により営む信用事業の利用者（利用者
になろうとする者を含みます。以下同じ。）の正当な利益の保護と利便の確保のため、
以下の方針を遵守致します。また、利用者の保護と利便の向上に向けて継続的取組を行
ってまいります。
１

利用者に対する取引または金融商品の説明（経営相談等をはじめとした金融円滑化の観点から
の説明を含みます。）および情報提供を適切かつ十分に行います。

２

利用者からの相談・苦情等については、公正・迅速・誠実に対応（経営相談等をはじめとした
金融円滑化の観点からの対応を含みます。）し、利用者の理解と信頼が得られるよう適切かつ十
分に対応します。

３

利用者に関する情報については、法令等に基づく適正かつ適法な手段による取得ならびに情報
の紛失、漏洩および不正利用等の防止のための必要かつ適切な措置を講じます。

４

当組合が行う事業を外部に委託するにあたっては、利用者情報の管理や利用者への対応が適切
に行われるよう努めます。

５

当組合との取引に伴い、当組合の利用者の利益が不当に害されることのないよう利益相反管理
のための態勢整備に努めます。
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⑥

個人情報保護方針

当ＪＡは、組合員・利用者等の皆様の個人情報を正しく取扱うことが当組合の事業活動の基本であり社
会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。
１．関連法令等の遵守
当組合は、個人情報を適正に取扱うために、「個人情報の保護に関する法律」（以下「保護法」とい
います。）その他、個人情報保護に関する関係諸法令及び個人情報保護委員会のガイドライン等に定め
られた義務を誠実に遵守します。
個人情報とは、保護法第２条第１項、第２項に規定する、生存する個人に関する情報で、特定の個人
を識別できるものをいい、以下も同様とします。
また、当組合は、特定個人情報を適正に取扱うために、「行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（以下「番号利用法」といいます。）その他、特定個人情報の適正な取
扱いに関する関係諸法令及びガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。
特定個人情報とは、番号利用法２条第８項に規定する、個人番号をその内容に含む個人情報をいい、
以下も同様とします。
２．利用目的
当組合は、個人情報の取扱いにおいて、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同
意を得た場合及び法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の達成に必要な範囲内
でのみ個人情報を利用します。ただし、特定個人情報においては、利用目的を特定し、ご本人の同意の
有無に関わらず、利用目的の範囲を超えた利用は行いません。
ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下も同様とします。
利用目的は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やか
にご本人に通知し、又は公表します。ただし、ご本人から直接書面で取得する場合には、あらかじめ明
示します。
３．適正取得
当組合は、個人情報を取得する際適正かつ適法な手段で取得いたします。
４．安全管理措置
当組合は、取扱う個人データ及び特定個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努
め、また安全管理のために必要・適切な措置を講じ職員及び委託先を適正に監督します。
個人データとは、保護法第２条第４項が規定する、個人情報データベース等（保護法第２条第２項）
を構成する個人情報をいい、以下同様とします。
５．匿名加工情報の取扱い
当組合は、匿名加工情報（保護法第２条第９項）の取扱いに関して消費者の安心感・信頼感を得られ
るよう、保護法の規定に従うほか、個人情報保護委員会のガイドライン、認定個人情報保護団体の個人
情報保護指針等に即して、パーソナルデータの適正かつ効果的な活用を推進いたします。
６．第三者提供の制限
当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、
個人データを第三者に提供しません。
また、当組合は、番号利用法第１９条各号により例外として扱われるべき場合を除き、ご本人の同意
の有無に関わらず、特定個人情報を第三者に提供しません。
７．機微（センシティブ）情報の取り扱い
当組合は、ご本人の機微 （センシティブ） 情報 （要配慮個人情報並びに、労働組合への加盟、門地、
本籍地、保険医療等に関する情報）については、法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲において
ご本人の同意をいただいた場合等を除き、取得・利用・第三者提供はいたしません。
８．開示・訂正等
当組合は、保有個人データにつき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等に応じます。
保有個人データとは、保護法第２条第７項に規定するデータをいいます。
９．苦情窓口
当組合は、取扱う個人情報につき、ご本人からの質問・苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのた
めの内部体制の整備に努めます。
１０．継続的改善
当組合は、取扱う個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継続的な改
善に努めます。
以上
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⑦

金融円滑化にかかる基本的方針

当ＪＡは、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめと
する地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当ＪＡの最
も重要な役割のひとつ」として位置付け、当ＪＡの担う公共性と社会的責任を強く認識
し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取組んでまいります。
1 当ＪＡは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、
お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努
めます。
2 当ＪＡは、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、
お客さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。
また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めてまいり
ます。
3 当ＪＡは、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合
には、お客さまの経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように
努めてまいります。
また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説
明するよう努めます。
4 当ＪＡは、お客さまからの、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する
問い合わせ、相談及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解
と信頼が得られるよう努めてまいります。
5 当ＪＡは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込み、事業再生ＡＤＲ
手続きの実施依頼の確認または地域経済活性化支援機構もしくは東日本大震災事業者
再生支援機構からの債権買取申込み等の求めについて、関係する他の金融機関等（政
府系金融機関等、信用保証協会等および中小企業再生支援協議会を含む。）と堅密な
連携を図るよう努めてまいります。
また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客
様の同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。
6 （金融円滑化管理に関する体制について記載）
当ＪＡは、お客様からの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来
るよう、必要な体制を整備いたしております。
具体的には、
（1）代表理事組合長以下、関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」
にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、協議します。
（2）信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」として、当ＪＡ全体における金
融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
（3）各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店における金融円滑化の方
針や施策の徹底に努めます。
7 当ＪＡは、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性
を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。
以上
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⑧

反社会的勢力等への対応に関する基本方針

当ＪＡは、事業を行うにつきまして、平成１９年６月１９日犯罪対策閣僚会議幹事会
申合わせにおいて決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」
（以下、「政府指針」といいます。）等を遵守し、反社会的勢力等に対して断固とした
姿勢で臨むことをここに宣言します。
また、マネー・ローンダリング等組織犯罪等の防止に取り組み、顧客に組織犯罪等に
よる被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。
（運営等）
当ＪＡは、反社会的勢力等との取引排除及び組織犯罪の防止の重要性を認識し、適
用となる法令等や政府指針を遵守するため、当組合の特性に応じた態勢を整備します。
また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、反社会
的勢力等との取引排除及び組織犯罪等の防止について周知徹底を図ります。
（反社会的勢力等との決別）
当ＪＡは、反社会的勢力等に対して取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、
反社会的勢力による不当要求を拒絶します。
（組織的な対応）
当ＪＡは、反社会的勢力等に対しては、組織的な対応を行い、職員の安全確保を最
優先に行動します。
（外部専門機関との連携）
当ＪＡは、警察、財団法人暴力追放推進センター、弁護士など、反社会的勢力等を
排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会
的勢力等と対決します。
（取引時確認）
当ＪＡは、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認について、
適切な措置を適時に実施します。
（疑わしい取引の届出）
当ＪＡは、疑わしい取引について、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づ
き、速やかに適切な措置を行うとともに、主務省に届出を行います。
以上
※

「反社会的勢力等」とは、「政府指針」に記載される集団または個人の他、マネー・ロー
ンダリング等の組織犯罪等を行う反社会性を有する集団または個人を指します。
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8． 自己資本の状況
①

自己資本比率の状況

多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応えるため、財務
基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。又、内部留保に努めるとともに、
不良債権処理及び業務の効率化等に取り組んだ結果、平成31年3月末における自己資本
比率は11.73％となりました。

②

経営の健全性の確保と自己資本の充実
平成30年度
発行主体

新みやぎ農業協同組合（旧みどりの）

資本調達手段

普通出資

コア資本に係る基礎項目に算
入した額

2,912,690千円
（前年度 2,941,965千円）

当ＪＡは、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正な方法や手順により正確な自己
資本比率を算出して、当ＪＡが抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及
びこれらのリスクに対応した十分な自己資本の維持を図っています。
部門別・場所別損益管理の徹底によるコスト意識の改善と、収支改善への取り組みに
よる、更なる財務基盤の強化により自己資本の充実に努めています。
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9． 主な事業の内容
①

主な事業の内容
◇

信用事業

信用事業は、貯金、融資、為替、国債窓口販売などいわゆる銀行業務といわれる内容
の業務を行っています。この信用事業においては「ＪＡバンクシステム」が農林中央金
庫を中心に系統をあげて構築されており、信頼性の高い地域金融機関として大きな力を
発揮しています。
☆

貯金業務

組合員の方はもちろん、地域住民の皆さまや事業主の皆さまから貯金をお預かりして
います。総合口座・普通貯金・当座貯金・定期貯金等の各種貯金及び、定期積金を目的
・期間・金額にあわせてご利用いただけます。
主な貯金のご案内
種

特

類

色

期

間

お預け入れ金額

総合口座

ＪＡのキャッシュカード１枚で、全国どこのＪＡでも引き出
し、預入れができ、また預入れの定期貯金で借入をセットでき、
自動的に借入ができます。「貯める、支払う、受取る、借りる」
など便利なサービスがたくさん。ＪＡの総合口座は、あなたの身
近なパートナーです。

出し入れ自由

１円以上

総合口座

総合口座の商品性はそのままで、普通貯金部分が「普通貯金無
利息型（決済用）」になったものです。貯金保険制度の全額保護
対象です。

出し入れ自由

１円以上

いつでも出し入れができる貯金です。給料・年金等の自動受取
り、公共料金等の自動支払いなどができます。キャッシュカード
を使うとＡＴＭで出し入れができます。

出し入れ自由

１円以上

利息のつかない普通貯金です。貯金保険制度の全額保護対象で
す。

出し入れ自由

１円以上

（普通貯金無利息型）

普通貯金
普通貯金
無利息型（決済用）

当座貯金
通知貯金

貯蓄貯金

小切手・手形がご利用いただける貯金です。
短期間の運用に便利な貯金です。
普通貯金のようにいつでも自由に出し入れができ、残高１０万
円以上になると、市場金利の変動に応じた金利となります。お預
入れの残高に応じて利率が５段階アップします。また、スウィン
グサービスで便利さをプラス。大切なお金を効率よく運用できま
す。ただし、給料・年金等の自動受取りや、公共料金等の自動支
払いはできません。
（個人の方のみご利用いただけます。）

出し入れ自由

１円以上

7日以上

5万円以上

出し入れ自由

１円以上

税納付の目的のために貯金する個人のお客さまや、納税貯蓄組

預入れは自由
納税準備貯金 合法に基づき結成された納税貯蓄組合に加入している方にご利用 払出しは納税時
いただけます。

１円以上

お預け入れ期間が幅広く、単利型と複利型があり、期間３年以
スーパー定期貯金 上の複利型の場合は６カ月ごとの複利で利息計算になります。大

１カ月～５年

1,000円以上

１カ月～5年

1,000万円以上

最長３年

1,000円以上
300万円未満

１年～３年

1,000円以上

満期・年金型
最長１５年
エンドレス型
期間の定め無

1,000円以上
300万円未満

6カ月～５年

1,000円以上

切なお金をご希望期間に応じて運用できます。

大口定期貯金
期日指定定期貯金

大口資金運用に適した高利回りの定期貯金です。
個人のお客さまを対象とした貯金で、預入日の１年経過後から
３年までの間のご希望の日を指定できます。
適用金利が６カ月ごとに変動する定期貯金です。単利型は法人

変動金利定期貯金 及び個人の方、複利型は個人のお客さまのみご利用いただけま

す。
「エンドレス型」・「満期型」・「年金型」の３タイプがあ
積立式定期貯金 り、ご希望や目的にあった型をお選びいただけます。
（個人のお客さまのみご利用いただけます。）

定期積金
※

毎月一定額、ご希望の金額プランに合わせた期間で積立できま
す。まとまった資金づくりができます。

詳しくは、最寄りの当ＪＡ本支店にお問合せください。
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☆

融資業務

組合員をはじめ、地域住民の皆さまの暮らしや、農業者・事業者の皆さまの事業に必
要な資金を融資しています。
また、地方公共団体、農業関連産業等への融資も行い、地域経済の向上・発展に貢献
しています。さらに、住宅金融支援機構、日本政策金融公庫の融資の申込みのお取次も
しています。

農業資金のご案内
種

特

類

色・お使いみち

ご融資金額

ご融資期間

アグリマイ
ティー資金

地域農業振興のための事業資金です。農業生産や農業担
い手の育成、加工、販売のための資金、また地域活性化お 事業費用の範囲
よび地域振興を支援するためにご利用いただける資金で 内
す。

ＪＡ農機
ハウスローン

個人
農業機械やパイプハウス等の資材、格納庫建設費用にご
融資いたします。法人や集落営農組織等もご利用いただけ 1,000万円以内
法人
ます。
1,800万円以内

1年以上10年以内

営農ローン

組合員の皆さまの営農資金および生活に必要な資金をご
300万円以内
融資いたします。

1年毎自動更新

アグリドリー
ムローン

農業の担い手や集落営農組織の運転資金にご利用いただ 1,500万円以内
法人
けます。

10年以内（資金により
最長20年以内）

個人

1年毎自動更新

3,000万円以内

生活資金のご案内
種

特

類

色・お使いみち

ご融資金額

ご融資期間

住宅ローン

住宅の新築・増改築、建売住宅、宅地購入、借換のため
の資金をご融資いたします。

10万円～
5,000万円

3年～35年

リフォーム
ローン

住宅の増改築・補修のほか、住宅に関連する門・塀等あ
らゆるリフォームにご利用いただけます。

10万円～
1,500万円

1年～20年

フリー
ローン

耐久消費財の購入・生活資金等にご自由にお使いいただ
けるローンです。

500万円以内

6ヵ月～10年以内

マイカー
ローン

自家用自動車・オートバイの購入等、マイカーに関する
1,000万円以内
資金をご融資いたします。

6ヵ月～10年以内

教育ローン

入学金・授業料およびアパート等入居費用、教科書代等
1,000万円以内
のお子さまの教育資金にご利用いただけます。

6ヵ月～15年以内

生活に必要な資金にご利用いただけるお使いみち自由な

カードローン ローンです。
※

取扱いについては保証会社によって異なります。

16

500万円以内

1年毎自動更新

事業資金のご案内
種

特

類

色・お使いみち

ご融資金額

ご融資期間

事業資金

農業者・事業者の経営資金、生活資金および中・長期の事業を
行ううえで必要とする資金にご利用いただけます。また土地・施 所要額の範囲内
設の取得資金や施設の補改修に必要な資金をご融資いたします。

30年以内

事業者資金

（使途により）
組合員の資産管理と土地の有効活用のために、賃貸施設・事業
4億・1億・
施設の取得や事業資金をお手伝いいたします。
500万円以内

30・20・5年以内

※

この他にも各種貸出金をご用意しています。詳しくは、最寄りの当ＪＡ本支店にお問合せください。

☆

為替業務

全国のＪＡ・県信連・農林中金の店舗をはじめ、全国の銀行や信用金庫などの各店舗
と為替網で結び、当ＪＡの窓口を通して、全国のどこの金融機関へでも送金や手形・小
切手等の取り立てが安全・確実・迅速にできる内国為替をお取扱いしています。
☆

国債・投資信託窓口販売業務

国債（利付・割引国庫債券）及び投資信託の窓口販売と個人向け国債の募集販売のお
取扱いをしています。
☆

サービス・その他

当ＪＡでは、コンピューター・オンラインシステムを利用して、各種自動受取り、各
種自動支払いや事業主の皆さまのための給与振込サービス、自動集金サービス、口座振
替サービスなどのお取扱いをしています。
また、全国のＪＡでの貯金の入出金や銀行・信用金庫・コンビニエンスなどでも現金
引き出しのできるキャッシュサービスなど、いろいろなサービスに努めています。

◇

共済事業

共済事業は、組合員はもとより地域の皆さまや事業主の皆さまの生命・財産など不慮
の災害等に伴う経済的出費に備えるための事業であり、生命共済、損害共済等いわゆる
保険業務といわれる内容の業務を行っています。
この共済事業はＪＡと全共連にて機能分担しており、ＪＡ共済は「ともに助け合う」
という観点から、組合員による協同組合組織で運営されており、ＪＡ共済として大きな
力を発揮しています。
当ＪＡでは、組合員はもちろん地域住民の皆さまの個々のライフスタイルに応じて、
きめ細やかな相談活動を行っています。

◇

その他事業等

経済事業は、肥料・農薬・農機具など農業生産に必要な生産資材や、燃料・自動車の
耐久消費財などの生活資材を組合員や地域の皆さまに供給する購買事業と、組合員の皆
さまが生産した米や野菜等を販売する販売事業を行っています。
また、組合員の営農を支援するため、農業倉庫・カントリーエレベーターなどの共同
利用施設を運営しています。さらに、資産管理業務等の開発センターなどの事業も行っ
ています。
地域農業の活性化のための営農指導事業や、潤いのある生活を営むための生活文化福
祉活動を通じて、組合員の営農と地域の皆さまの暮らしのお手伝いをさせていただいて
います。
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②

系統セーフテイネット

当ＪＡの貯金は、ＪＡバンク独自の制度である「破綻未然防止システム」と公的制度
である「貯金保険制度（農水産業協同組合貯金保険制度）」との２重のセーフティネッ
トで守られています。

◇

「ＪＡバンクシステム」の仕組み

ＪＡバンクは、全国のＪＡ・信連・農林中央金庫（ＪＡバンク会員）で構成するグル
－プの名称です。組合員・利用者の皆さまに、便利で安心な金融機関としてご利用いた
だけるよう、ＪＡバンク会員の総力を結集し、実質的にひとつの金融機関として活動す
る「ＪＡバンクシステム」を運営しています。
「ＪＡバンクシステム」は「破綻未然防止システム」と「一体的事業運営」を２つの
柱としています。

◇

「破綻未然防止システム」の機能

「破綻未然防止システム」は、ＪＡバンク全体としての信頼性を確保するための仕組
みです。再編強化法（農林中央金庫及び特定農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）に基づき、「ＪＡバンク基本方針」を定め、ＪＡの経営上の問題点
の早期発見・早期改善のため、国の基準よりもさらに厳しいＪＡバンク独自の自主ル－
ル基準（達成すべき自己資本比率の水準、体制整備など）を設定しています。
また、ＪＡバンク全体で個々のＪＡの経営状況をチェックすることにより、適切な経
営改善指導を行います。

◇

「一体的な事業運営」の実施

良質で高度な金融サービスを提供するため、ＪＡバンクとして商品開発力・提案力の
強化、共同運営システムの利用、全国統一のＪＡバンクブランドの確立等の一体的な事
業運営の取り組みをしています。

◇

貯金保険制度

貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった場合な
どに、貯金者を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資
することを目的とする制度で銀行、信金、信組、労金などが加入する「預金保険制度」
と同様な制度です。
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