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ごあいさつ

平素より、私ども和歌山県信用農業協同組合連合会（略称：JAバ
ンク和歌山信連 ）をお引き立ていただきまして、誠にありがとうござ
います。
この度の東日本大震災で被災されたみなさまに、心よりお見舞い

申し上げます。被災地の一日も早い復興を心より祈念いたしますとと
もに、JAグループとしても、全力を挙げて支援してまいる所存です。
さて当会は、県内のJA（農業協同組合）によって昭和23 年に設立

された金融機関であり、今日までJA系統の連合組織として、和歌山
県農業と農家経済の発展に寄与するとともに、広く地域の振興にも
役割を発揮し、着実な発展と歩みを続けてまいりました。
本年も、当会をより深くご理解いただくために、当会の経営方針や

最近の業績および財務内容についてまとめましたディスクロー
ジャー誌、「JAバンク和歌山信連の現況」を作成いたしました。ご高
覧いただければ幸いに存じます。
平成22年度は、新興国や資源国経済が拡大基調を維持する一方、

先進国は財政赤字拡大や高失業率といった構造的課題が深刻化す
る中で、わが国もGDP世界第2位の地位を中国に譲るなど、世界の
パワーバランスが大きく変化する年となりました。
農業については、農業従事者の減少・高齢化、耕作放棄地の増加

など農業基盤の危機的状況が深刻さを増す中で、10月には、突如政
府が環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）への参加検討を表明し
ました。しかしながら、これは日本農業のみならず地域産業の崩壊に
つながるものであり、ＪＡグループ一体となってＴＰＰ参加断固反対
の運動を展開しなければなりません。
このような状況にあって、平成22年度は中期戦略の初年度とし

て、「選ばれ続けるJAバンクの実現」に向け、事業基盤の拡充と経営
管理体制の強化に取組みましたが、長引く景気低迷や県内他行等の
競争激化などの影響により、県内JA貯金・貸出金の実績は非常に厳
しい結果となりました。
平成23年度は、中期戦略の2年目として、引続き県内JAと一体と

なって、組合員等利用者から信頼され、選ばれ続ける地域メインバン
クとしての地位確立に向け取組みをすすめます。また、資金運用機能
の強化と県域センター機能の効率化をはかり、県内JAに対する一層
の補完機能発揮につとめてまいる所存でございます。
今後とも、みなさま方の一層のご支援、ご協力を賜りますようお願

い申し上げます。
　　平成23年7月 和歌山県信用農業協同組合連合会

経営管理委員会会長 菖蒲奥 典侑
代表理事理事長　　相谷  和紀

経営管理委員会会長
菖蒲奥 典侑

代表理事理事長
相谷  和紀

本冊子は農業協同組合法第54条の3に基づいて作成した
ディスクロージャー資料です。
金額は、原則として単位未満を切り捨てのうえ表示しています。
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「選ばれ続けるJAバンク」の
実現を目指して

1
WA�YAMA SHINREN REPORT

DISCLOSURE  2011



リスク管理態勢
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経営理念

当会は、協同組合組織として会員JAと連携し、信用事業を通して農業の振興および農家経済の安
定・向上をはかるとともに、地域社会の発展に貢献することを経営理念としています。

当会は、農業を振興し地域の活性化をはかるため、組合員及び地域のニーズに即応した金融機能の
強化に会員JAと一体となって取組むとともに、組合員や地域のみなさまの信頼と支持をより強固なも
のとするため、専門機能を一層強化してJAならではの事業の展開と経営基盤の拡充をすすめていま
す。
また、県連合会としての機能を発揮し、会員JAの期待に応えられるよう、事業収益の安定確保と経

営効率化に向けた取組みを積極的にすすめるとともに、一層強靭な経営体質を構築するため、自己資
本の増強とリスク管理の強化に取組んでいます。

経営方針

当会は、農業専門金融機関として農業振興に係る各種資金対応のほか、生活関係資金の対応によ
り、農業者をはじめ地域のみなさまの生活向上・発展に寄与することを目的としています。
さらに、地域金融機関として、地場企業や地方公共団体等への資金対応を通じ、地域社会の発展に

貢献する使命を併せ持っています。
これらの目的・使命を遂行するための基本原則として、当会は会員JAと一体となって組合員等地域

のみなさまの金融ニーズに応え、また系統信用事業の安全性・健全性を維持しつつ、地域社会への資
金還元をすべく、貸出等に関する経営方針（クレジットポリシー）を定めています。
当会および当会の役職員は、JAバンクシステムの一翼を担う者として、その公共性・社会的責任を強

く認識し、クレジットポリシーの趣旨を十分に理解のうえ、これを遵守し貸出業務等に取組んでいま
す。

貸出方針

会員・利用者のみなさまに安心して当会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です。
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「リスクマネジ

メント基本方針」を策定し、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、財務の健全性維持と安定的な収益確保のためリスク管理態勢の充実・強化につとめて
います。
また、統合的なリスク管理態勢の構築に向け、リスク管理委員会・リスク管理検討会を定期的に開

催し、当会が抱えるリスク構造等の実態把握を行うとともに、リスク情報の分析、各種リスク管理方法
や限度額等の設定・管理ならびにＡＬＭ分析等を踏まえた当会の運用・調達方針について協議し、そ
の内容を理事会に報告をしています。
さらに、監査部門による内部監査の実施によりリスク管理態勢の有効性検証を行っています。

リスク管理の基本的な考え方

リスクマネジメント体制図

経営管理委員会

理事会

リスク管理委員会

リスク管理検討会

企画管理部（ミドル）

監事

審査部門
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査
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内
部
監
査
部
門
）

資金証券部（市場取引部門） 融資部（融資取引部門）

事務処理部門（バックオフィス） 各部署（事務・システム部門）



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（オフバランス資産を含
む。）の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスクのことです。
当会では、「クレジットポリシー」により定められた貸出業務の行動規範を遵守し、優

良な貸出資産の積上げにつとめています。個別貸出案件については、営業関連部署から
独立した審査部門において、取引先の業況確認や担保評価を実施するとともに、内部・
外部格付等の基準に基づいた厳正な審査を行っています。
また、定期的なモニタリングを通じて、取引・与信限度額管理により適正な信用ポート

フォリオの構築をすすめるとともに、信用リスク量の計量化を行うなど信用リスク管理
の強化につとめています。
さらに、資産自己査定要領等に基づき、適正な資産自己査定ならびに償却・引当てを

実施しています。

各種リスク管理態勢

信用
リスク管理

市場
リスク管理

流動性
リスク管理

オペレーショナル・
リスク管理

市場リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等の様々な市場のリスク・ファクター
の変動により保有する資産・負債（オフバランス資産・負債を含む）の価値が変動し損
失を被るリスクのことです。
当会では、市場取引業務を極めて重要な収益源と位置付け、主体的にリスクテイクを

行うことにより、効率的な市場ポートフォリオを構築し、安定的な収益の確保を目指し
ています。
リスクテイクを行うにあたっては、市場ポートフォリオのリスク量（VaR等のリスク計

量化）等の管理を踏まえ、市場ポートフォリオ全体のリスクバランスに配意した分散投
資を基本とし、財務の状況、市場環境等に応じた資産配分につとめています。
また、ALM分析結果における当会の資金収支を踏まえた有価証券等の資金運用方

針の決定を行っています。

流動性リスクとは、風評などによる予期せぬ資金流失の発生や必要な資金が確保で
きない等で、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に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かったり、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。
当会では、流動性確保のため、大口の資金動向等の把握と管理を行い、運用・調達資

金のギャップを管理しつつ資金の効率運用と安定的な流動性の確保につとめていま
す。

オペレーショナル・リスクとは、業務の過程または役職員の活動もしくは、システムが
不適切であることまたは外的な事象により損失を被るリスクのことです。
当会が業務を遂行する際に発生するリスクのうち、収益発生を意図し能動的に取得

する市場・信用リスクおよび流動性リスクを除いたその他リスクを「オペレーショナル・
リスク」と位置づけ管理を行っています。
当会では、受動的に発生する事務・法務・システム等の各種オペレーショナルリスク

について、法令・定款はもとより、各種事務処理規程・要領・マニュアル等の遵守により
迅速・適正な事務処理を実施するとともに、「部内検査実施要領」に基づく部内検査に
より、事務処理の改善と事務ミスの未然防止につとめています。

当会は、法令等遵守を経営の重要課題と位置づけ、コンプライアンス・マニュアルに基づき役職員に
周知徹底をはかり、業務の健全化・適切性の確保に取組んでいます。特に、金融商品取引法、個人情報
保護法等に基づき利用者保護の強化につとめています。

法令遵守

当会は、農業者および地域のみなさまのための協同組織金融機関として、①農業の健全な発展、②
豊かな国民生活の実現、③地域社会繁栄への奉仕に資するため、その社会的責任と公共的使命を自覚
し、以下の基本方針に基づいて地域発展のために尽力しています。

コンプライアンス基本方針

１．この会の社会的責任と公共的使命の認識
　　この会のもつ社会的責任と公共的使命を認識し、健全かつ適切な事業運営の徹底
　　　をはかります。
２．会員等のニーズに適した質の高い金融等サービスの提供
　 「JAバンクシステム」の一員として、ニーズに適した質の高い金融および非金融サー
　　　ビスの提供ならびに「JAバンク基本方針」に基づく指導等を通じて、県内JA信用事
　　　業を支援することによりその役割を十全に発揮し、会員・利用者および地域社会の
　　　発展に寄与します。
３．法令やルールの厳格な遵守
　　すべての法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない、公正な事
　　　業運営を遂行します。
４．反社会的勢力の排除
　　社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨
　　　み、これを断固として排除します。
５．透明性の高い組織風土の構築とコミュニケーションの充実
　　経営情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、系統内外とのコミュニケーショ
　　　ンの充実をはかりつつ、真に透明な経営の重要性を認識した組織風土を構築しま
　　　す。
６．職員の人権の尊重等
　　職員の人権、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保します。
７．環境問題への取組
　　資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践するなど、環境問題に積極的に取組み
　　　ます。
８．社会貢献活動への取組
　　この会が社会の中においてこそ存続・発展し得る存在であることを自覚し、社会と
　　　共に歩む「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動に取組みます。

コンプライアンス態勢
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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、代表理事理事長を委員長とするコンプ
ライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンスの推進を行うため、各部署にコンプライアン
ス担当者を設置しています。
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、実効ある推進につとめるとともに、主管部署を設置

し、その進捗管理を行っています。
会員・利用者の皆さまの声を真摯に捉え、前向きに事業に反映するため、苦情・相談等の専門窓口の

「JAバンク相談所」を設置しています。
また、中小企業者等金融円滑化法施行に基づく金融円滑化管理にかかる態勢整備状況および取組

みについて、コンプライアンス委員会で協議をしています。

コンプライアンス運営態勢

コンプライアンス運営態勢図

経営管理委員会

理事会

相談

報告・協議

コンプライアンス委員会
統括管理者：理事長（常勤役員）

主管部署（企画管理部）
主管管理者：企画管理部長

報告・連絡・相談

各部署
部門管理者：各部・室長、コンプライアンス担当者

監
事

顧
問
弁
護
士
等

内
部
監
査
部
門（
監
査
室
）

①苦情処理措置の内容
当会では、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

　で公表するとともに、JAバンク相談所とも連携し、迅速かつ適切な対応につとめ、苦情等の解決を
　はかります。
当会の苦情等受付窓口（電話：073-499-5726他（月～金　午前９時～午後５時　金融機関の休

　業日を除く））
②紛争解決措置の内容
当会では、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。
総合紛争解決センター（大阪弁護士会内）
①の窓口または和歌山県JAバンク相談所（電話：073-426-0330）にお申し出ください。

金融ＡＤＲ制度への対応

当会は、農業金融機関はもとより地域金融機関としての基本的使命と社会的責任を果たしていくた
めに、経営管理態勢の構築を経営の最重要課題として位置付けるとともに、企業倫理および法令等の
遵守、適切なリスク管理その他業務執行の適正性を確保するための内部統制に関する基本方針を次の
とおりとし、体制整備をすすめます。

内部統制基本方針

（1）法令等の遵守による経営の健全性を確保するため、コンプライアンス基本方針、コンプライア
ンス･マニュアル等を定め、役職員が法令等を厳格に遵守し誠実かつ公正な業務の運営を遂行
することの重要性を周知徹底します。

（2）理事の法令等遵守状況については、他の理事および監事による監督を受けるほか、重要な経
営判断などの意思決定を行うに当たっては、定款や職務権限規程等の決定手順を遵守します。

（3）コンプライアンスに関して、職員がコンプライアンス関係部署および外部の法律事務所に相談
･情報提供できる｢ヘルプライン制度｣を設置します。

（4）｢コンプライアンス･プログラム｣を年度ごとに策定し、コンプライアンス推進･教育研修活動な
どを計画的に実施します。

（5）社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、確固たる信念をもって、排除の姿
勢を堅持します。

1　役職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

（1）理事会その他の重要な会議の議事録、稟議書等職務の執行にかかる重要な文書等は、保存期
間および管理基準を定めて適切に管理します。

（2）業務の担当部署は、理事または監事の求めに応じ職務の執行にかかる情報を閲覧に供しま
す。

２　理事の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制

（1）経営の健全性や安全性を維持すると同時に安定的な収益構造を確立するために、適切にリス
ク管理を行うことを重要な経営課題ととらえ、経営として認識するリスクの種類･定義、リスク
管理の組織体制と仕組み等を定めたリスクマネジメント基本方針を制定します。管理すべきリ
スクを、収益発生を意図し能動的に取得するリスク（信用リスク、市場リスク、流動リスク）とオ
ペレーショナル･リスクに分類し、各リスクの特性を踏まえたリスク管理の方針およびプロセス
を定め、統合的にマネジメントします。 こうしたリスクマネジメントを適切に実行するために、
リスク管理にかかる意思決定機関、担当部署を設置し、それぞれの役割責任を明確に定義し
て、実施体制を整備します。

３　損失の危機の管理に関する規程その他の体制
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（2）コンプライアンス所管部は、コンプライアンスの観点から重要な事実を把握した場合または
コンプライアンス態勢全般に関して重要な事項がある場合には、監事にその旨を報告します。

（3）監査室は、内部監査結果を監事に報告し、定期的に意見交換を行います。
（4）主要な稟議書その他業務執行に関する重要な書類は、監事の閲覧に供します。

（1）監事は、理事会および経営管理委員会に出席するほか、重要な会議に出席して、意見を述べる
ことができるものとします。

（2）理事は、監事と定期的に意見交換を行います。
（3）理事および職員は、監事からの調査またはヒアリング依頼に対して協力します。
（4）その他、理事および職員は、監事監査規程に定めのある事項を尊重します。

９　その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　監事監査の重要性･有用性を十分認識し、次のとおり、監事の監査が実効的に行われることを確保
　　するための体制を整備します。

当会では、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および各部門の
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・改善につとめています。
また、内部監査は、当会のすべての業務を対象とし、中期およ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理事長に報告したのち被監査部門に通知され、監事には被監査部門よ
りの改善策を含めて報告し、理事会へは監査結果の概要を、経営管理委員会には内部監査の実施状
況を定期的に報告しています。また、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。なお、内部監査の途中においてでも、特に重要な事項を発見した場合は、直ちに代表理事理事
長、監事に報告し、速やかに適切な措置を講じることとしています。

内部監査体制

　 

当会は、農業協同組合法その他関連法令等により営む事業の利用者みなさま（利用者になろうとす
る方を含む。以下同じ。）の正当な利益の保護と利便の確保のため、以下の方針を遵守します。

利用者保護等管理方針

（1）事業計画を定め、その進捗状況を定期的に評価します。
（2）理事会の意思決定を効率的に行うため、理事および部長により構成される会議を設置し、理
事会の議決事項にかかる原案の検討等を行います。

（3）役職員の職務の執行を効率的に行うため、組織体制の整備を行い、機構･職制･業務分掌等を
明確に定めます。

4　理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（1）当会の業務の適正を確保するため、子会社管理規程を定めます。
（2）円滑なグループ運営をはかるため、当会と各グループ会社の間において協議または報告すべき
事項を定め、各グループ会社の経営･業務の執行状況等を把握し、適宜指導・助言･管理･実績検
討を行います。

５　当会およびその子法人等における業務の適正を確保するための体制

（1）当会の適正な業務運営の執行に資するため、業務執行部門から独立した内部監査部門として
監査室を設置し、業務運営全般にわたる内部監査が実効的に行われることを確保するための
態勢を整備します。

（2）内部監査は当会の全業務を、子会社監査はグループ会社を対象とし、理事会が承認する内部
監査計画・子会社監査計画に基づき実施します。

（3）監査室長は、内部監査結果について、４半期毎に理事会へ報告するとともに、理事は半期毎に
内部監査実施状況を経営管理委員会へ報告します。

（4）監査室長は、監事およびＪＡ全国監査機構と定期的および必要に応じて意見･情報交換を行
い、連携を強化します。

６　内部監査体制

（1）監事の職務執行を補助するため、独立した機構として監事室を設置します。
（2）監事室には、監事会運営に関する事務および監事の指示する事項にかかる業務に従事するた
め、原則として２名以上の専任の職員を配置します。

（3）監事室に配属する職員は、監事の指揮命令に従い業務を遂行します。

７　監事の職務を補助すべき職員に関する事項および当該職員の理事からの独立性に関する事項

（1）理事は、当会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、ただちに
当該事実を監事に報告します。

８　理事および職員が監事に報告するための体制その他の監事への報告に関する体制

（2）種々のリスクを計量化したうえで、その合計額が自己資本額の範囲内に収まるよう、所要自己
資本額の充実度の評価を実施し、経営全体での統合的なリスク管理を進め、一層の高度化に
取組みます。

（3）農協法で規定される経営の健全性確保を遵守するため、法令で定められている要件に基づき
規制資本に関するマネジメントを実施します。

（4）大規模な災害による被災等に際し、業務の維持を図るために必要な態勢を確保します。
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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に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説明を含みます。）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.　当会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

　　　に行われるようつとめます。
5.　当会との取引に伴い、当会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

　　　ための態勢整備につとめます。



当会は、会員・利用者等のみなさまとの信頼関係を強化し、より一層の安心とサービスを提供するた
め、会内の情報およびお預かりした情報のセキュリティ確保・改善につとめることが当会の事業活動の
基本であり、社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守します。

情報セキュリティ基本方針

当会は、会員・利用者等のみなさまの個人情報を正しく取扱うことが当会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、以下の方針を遵守します。

個人情報保護方針

当会は、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、「当会の最も重要な役割のひとつ」として位置付
け、当会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。

金融円滑化にかかる基本方針

1.　当会は、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つとめます。
2.　当会は、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つとめてまいります。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つとめてまいります。
3.　当会は、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つとめてまいります。
　　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つ
　　　とめます。
4.　当会は、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、要望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
　　　つとめてまいります。
5.　中小企業者等金融円滑化法への対応
（1）農業事業者、中小事業者および住宅ローンご利用の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つとめてまいります。

（2）他の金融機関や日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、農業信用基金協会、企業再生支援
機構、事業再生ADR等との緊密な連携を図るようつとめてまいります。
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、お客さまの同
意を前提に情報交換しつつ連携につとめます。

7.　当会は、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。

6.　金融円滑化管理に関する体制
　　当会は、お客さま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）理事長以下、役員および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、組織横断的に協議します。

（2）専務を「金融円滑化管理責任者」として、当会全体における金融円滑化の方針や施策の徹
底につとめます。
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1.　当会は、情報資産を適正に取り扱うため、コンピュータ犯罪に関する法律、不正アクセス行為の
　　　禁止に関する法律、IT基本法その他の情報セキュリティに関係する諸法令、および農林水産大
　　　臣をはじめ主務大臣の指導による義務を誠実に遵守します。
2.　当会は、情報の取扱い、情報システムならびに情報ネットワークの管理運用にあたり、適切な組
　　　織的・人的・技術的安全管理措置を実施し、情報資産に対する不正な侵入、紛失、漏えい、改ざ
　　　ん、破壊、利用妨害などが発生しないようつとめます。
3.　当会は、情報セキュリティに関して、業務に従事する者の役割を定め、情報セキュリティ基本方針

　　　に基づき、会全体で情報セキュリティを推進できる体制を維持します。
4.　当会は、万一、情報セキュリティを侵害するような事象が起きた場合、その原因を迅速に解明し、
　　　被害を最小限に止めるようつとめます。
5.　当会は、上記の活動を継続的に行うと同時に、新たな脅威にも対応できるよう、情報セキュリティ
　　　マネジメントシステムを確立し、維持改善につとめます。

1.　当会は、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「法」といいます。）
　　　その他、個人情報保護に関する関係諸法令および農林水産大臣をはじめ主務大臣のガイドライ
　　　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、法第２条第１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
　　　きるものをいいます。
2.　当会は、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめ本人の同意を得た場合および法令によ
　　　り例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにお
　　　いて個人情報を取扱います。
　　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ます。
3.　当会は、個人情報を取得する際には、適正な手段で取得するものとし、利用目的を、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、取得後速やかに本人に通知または
　　　公表します。ただし、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。
4.　当会は、取扱う個人データを利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つようつとめ、また安全
　　　管理のために必要・適切な措置を講じ従業者および委託先を適正に監督します。
　　個人データとは、法第２条第４項が規定する、個人情報データベース等（法第２条第２項）を構

　　　成する個人情報をいいます。
5.　当会は、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。
6.　当会は、保有個人データにつき、法令に基づき本人からの開示、訂正等に応じます。
　　保有個人データとは、法第２条第５項に規定するデータをいいます。
7.　当会は、取扱う個人情報につき、本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取組み、そのための内部

　　　体制の整備につとめます。
8.　当会は、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

　　　改善につとめます。



当会は、貯金・定期積金その他の金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、利用者
のみなさまに対して適正な勧誘を行います。

1.　利用者のみなさまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適
　　　切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。
2.　利用者のみなさまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解して
　　　いただくようつとめます。
3.　不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、利用者
　　　のみなさまの誤解を招くような説明は行いません。
4.　電話や訪問による勧誘は、利用者のみなさまのご都合に合わせて行うようつとめます。
5.　利用者のみなさまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実につとめます。
6.　販売・勧誘に関する利用者のみなさまからのご質問やご照会については、適切な対応につ
　　　とめます。

金融商品の勧誘方針

「JA」は農業協同組合の愛称で、信用事業、指導事業、共済事業、経済事業など様々な事業を行い、
組合員・地域のみなさまにご利用いただいている組織です。
信用事業を行う当会は、都道府県段階の連合組織として、県内JAの事業運営をサポートする県域機

能を発揮するとともに、県域を営業エリアとする地域金融機関として金融サービスを提供することによ
り、県内JAと一体となって、組合員、地域利用者及び企業など、みなさまのお役に立つ金融サービスを
提供できるようつとめています。

JAグループの仕組み

組
合
員・地
域
の
み
な
さ
ま

J
　
　
　
A

市町村段階

信用事業
貯金・融資・
為替など

指導事業
営農生活
指導など

共済事業
生命共済・建物
更生共済など

経済事業
農産物
販売など

都道府県段階

JAバンク
和歌山信連

和歌山県
農業協同組合
中央会

全国共済農業
協同組合連合会
和歌山県本部

和歌山県
農業協同組合
連合会

全国段階

農林
中央金庫

全国農業
協同組合
中央会

全国共済農業
協同組合
連合会

全国農業
協同組合
連合会

4.　利益相反管理体制

5.　利益相反管理体制の検証等
　　当会は、本方針に基づく利益相反管理体制について、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。

（1）当会は、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当会全体の管理
体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署
は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当会の役職員に対し、本方針および
本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に
つとめます。

（2）利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益
相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。

（1）対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
（2）対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法
（3）対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お
客さまに適切に開示する方法（ただし、当会が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。）

（4）その他対象取引を適切に管理するための方法

1.　対象取引の範囲
　　本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当会の行う信用事業関連業務または金
　　　融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客さまの利益を不当に害するおそれの
　　　ある取引をいいます。
2.　利益相反のおそれのある取引の類型
　　「利益相反のおそれのある取引」の類型は、以下のとおりです。

3.　利益相反の管理の方法
　　当会は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客
　　　さまの保護を適正に確保いたします。

（1）お客さまと当会の間の利益が相反する類型
（2）当会の「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型

JAグループの仕組み
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当会は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法および
関係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備す
るため、以下の方針を遵守します。

利益相反管理方針の概要

JAバンクグループ



JAバンクはJAバンク会員（JA・信連・農林中金）で構成するグループの名称です。
JAバンク会員（JA・信連・農林中金）総意のもと「JAバンク基本方針」に基づき、JA・信連・農林中金

が一体的に取組むしくみを「JAバンクシステム」といいます。
「JAバンクシステム」は、JAバンクの信頼性を確保する「破綻未然防止システム」と、スケールメリッ
トときめ細かい組合員・利用者のみなさまとの接点を生かした金融サービス提供の充実・強化を目指
す「一体的事業推進」の２つの柱で成り立っています。

JAバンクシステムによる安定的運営

JAバンクシステム

行　政

全中
全国監査機構
JA中央会

貯金保険
機構

JAバンク
支援協会

系統債権
管理回収
機構

◎JA等の経営状況のモニ
タリング
◎JAに対する経営改善指
導
◎JAバンク支援基金等に
よる資本注入などのサ
ポート等

JAバンク基本方針

◎実質的にひとつの金融機
関として機能するような
運営システムの確立
◎共同運営システムの利用
◎全国どこでも統一された
良質で高度な金融サービ
スの提供

安心

連携

協力・連携、経営改善指導

破綻時の支援

破綻未然防止の支援

不良債権の管理・回収

組合員・利用者のみなさま
JA貯金・貸出金

信連貯金　

信連貸出金　

信連有価証券運用

JAバンク会員の
経営健全性確保

便利
金融サービスの
提供の充実

信　連 農林中金J　A

破綻未然防止システム 一体的事業推進

再編強化法…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

農林中金への指導
権限の付与など

わが国経済は、平成22年の秋以降、輸出と生産が主導するかたちで回復にむけた動きが拡がりつつ
ありましたが、3月11日に発生した東日本大震災の影響により、生産活動が大きく低下したことから、足
踏みを余儀なくされ、さらには原発問題によりその停滞を長期化させるリスクが高まっています。
金融面では、中小企業者金融円滑化法や金融ＡＤＲ制度等に基づく利用者保護が強化されるととも

に、JA系統に対する金融庁検査が制度化されるなど、内部管理態勢の一層の強化を通して、内部統制・
コンプライアンス等の経営管理体制の確立が求められています。
このような状況にあって、平成22年度当会の業績は次のとおりとなりました。

経営環境

業績

ゆうちょ銀行をはじめ県内他行との競争激化のなか、各キャンペーンを利用した推進に取組み、県内
JA貯金の期末残高は1兆4,625億円（前年度比101.3％）、年間増加額198億円となりました。
また、県内JA貸出金の期末残高は2,791億円（前年度比97.4％）、年間73億円の減少となりました。

貸出金では、地公体向け貸出は起債の積極的な対応により年間14億円増加したものの、JAローンが
住宅資金の伸び悩みを主因に同31億円減少し、また長引く景気低迷の影響等による農業者・個人事
業者向け貸出の減少を主因に、その他資金は同55億円の減少となりました。
今後も、23年度末目標の達成に向けて、期初より「個人定期性貯金スタートダッシュ運動」を展開

し、個人貯金残高の積上げをはかるとともに、新規先の開拓や既存先に対する情報収集の主力商品で
ある定期積金の獲得やローン取引先に対する給与振込等のセット化推進、年金予約の獲得・管理の徹
底や指定替えFSの実施による年金口座獲得の強化により、取引先のメイン化拡充につとめます。

JAと一体となって資金の計画的・安定的確保につとめた結果、信連貯金期末残高は236億円増加の
1兆1,315億円（前年度比102.1％）、平均残高は18億円増加の1兆1,278億円（同100.1％）となりまし
た。
今後も、JAと一体となり資金の安定的調達につとめるとともに、個人情報保護法等に基づいた適正

な事務処理や金融ADR制度の情報提供、反社会的勢力との取引排除等を実践することにより、利用
者保護・利用者満足度の向上をはかります。

安定利益の確保に向け、信用リスクおよび金利変動リスク等に配慮しつつ、シンジケートローンや相
対取引推進をすすめましたが、信連貸出金期末残高は、124億円減少の1,386億円（前年度比
91.7％）、平均残高は0.6億円の減少の1,423億円（同99.9％）となりました。
今後も、農業金融機能の一層の強化をはかるとともに、積極的な優良資産の積上げとリスク管理を

徹底し、安定収益の確保につとめます。

有価証券運用については、中長期債の平準取得と政策金利動向を注視しながら押し目での中長期
債の取得により年間406億円の取得を行った結果、年間平残19億円増加の2,788 億円（前年度比
100.7 ％）となりました。
今後も経済、金融情勢を注視しながら、金利リスク等の管理の徹底を図り、安定的な収益確保がで

きるポートフォリオの構築につとめます。

業務報告
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県センターとしての為替取扱量は、仕向件数757千件・金額6,124億円、被仕向件数1,657千件・金
額7.249億円となりました。
今後も、JAの事務処理の効率化と事務リスクの低減を図るため、為替集中発信処理（ FAX-OCR処

理）等の利用拡充や各種為替研修会の充実・強化に取組みます。

平成22年度収支については、資金運用力の強化ならびに諸経費の節減・合理化につとめた結果、事
業計画を上回る2,854百万円の経常利益を確保することができました。この結果、会員ＪＡに対し
1,060百万円を事業の利用分量に応じて特別配当することができました。
また、資産の自己査定の結果、分類資産の総資産に対する比率は、0.62％となりました。
なお、自己資本比率は、自己資本造成計画に基づいて、資本増強につとめた結果、23.25％と前年を

上回り、高い水準を確保することができました。

利益の推移

自己資本比率の推移

経常利益 当期剰余金

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

2,716
（単位:百万円）
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2,234
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自己資本 単体自己資本比率

62,501
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71,704
78,292

64,858

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

20.63 20.90

19.89

23.25

21.95

トピックス

防犯研修会について

JAバンク和歌山では、組合員及び地域の
みなさまに幅広くJAバンクをご利用いただ
くために、さまざまなキャンペーンを実施い
たしました。6月1日～7月30日までのサマー
キャンペーンは、定期貯金をご契約いただい
た方に、「“ちょきんぎょ”どでか保冷バック」
をプレゼントしました。
また、10月1日～1月31日まで、定期貯金を

ご契約いただいた方に、応募券を配布し抽
選で「折りたたみ自転車」「ホームベーカ
リー」等が当たる「JAいきいきキャンペーン
を実施し、多数のご応募をいただきました。

JAバンクキャンペーン

JAバンク和歌山では、利用者の皆さまによりお
気軽にご相談いただけるよう、「JAバンク住宅ロー
ン相談会」を休日に開催しています。平成22年度
は、5月23日、8月22日、10月24日、1月23日に県内
JA統一して開催し、124件のご相談をいただきまし
た。
平成23年度も引続き開催し、利用者のみなさま

によりよい提案をおこなってまいります。

「JAバンク住宅ローン相談会」

内国為替

損益状況・自己資本比率

当会は、平成22年12月6日に職員24名を集め
て、和歌山県警の警察官を招き、防犯研修会を行い
ました。内容は、昨今の事件の傾向等を始め、カ
ラーボールの投的の実演を行い、金融機関の職員
として防犯に対する認識を深めました。

トピックス
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　JAは地域のみなさまに対して総合的に様々なサービスの提供を行っており、農業をはじめ地域社会
の発展に貢献しています。当会は、この県内JAグループの信用事業を補完する機関として、JAの機能
強化のための金融事業活動に関する指導ならびに支援活動を行っています。

事業のご案内

　JAの組合員をはじめとする利用者のみなさまがJAに貯金された資金は、組合員等の生活・事業資
金等の貸出に活用され、残りが余裕金として当会に貯金されております。そのほか、当会は地域のみな
さまならびに和歌山県をはじめとする県内の地方公共団体、農業団体、関連企業などから貯金の受け
入れを行っています。
　貯金の種類は、地域のみなさま、一般企業のみなさまにもお気軽にご利用いただけるよう、当座貯
金、普通貯金、通知貯金、貯蓄貯金、定期貯金など、各種商品を取り揃えています。

貯金業務

　農業関連産業はもちろんJA、地方公共団体、県内農業団体をはじめ、県内に事務所・店舗・営業所を
有する地場企業等にもご融資を行っています。
　資金の使途は、農業・生活資金はもとより、通常の運転・設備資金、決算・賞与資金、その他の季節的
な資金や長期の資金にもご利用いただいています。

　また、貯金ネットサービスにより、全国のJAをはじめ、銀行・信金・ゆうちょ銀行等のCD・ATMで
キャッシュカードにより支払が受けられます。（ゆうちょ銀行・セブン銀行のみ入金可）
　なお、JAバンクでは、みなさまの大切な貯金をより安全にお預かりするため、JAバンク全体で経営
の健全性を確保する「破綻未然防止システム」と、公的制度である「貯金保険制度」によるJAバンク
セーフティーネットを構築し、安全性をより一層高める体制を整えています。

主な貯金商品

貸出業務

種類
当座貯金
普通貯金
決済用貯金
貯蓄貯金
通知貯金

スーパー定期

大口定期

期日指定定期貯金

定期積金

期間
定めなし
定めなし
定めなし
定めなし
7日間以上

1ヶ月以上10年以内

1ヶ月以上10年以内

最長3年

1ヶ月以上7年以内

無利息
店頭表示の普通貯金利率
無利息
店頭表示の貯蓄貯金利率
店頭表示の利率

預入時の店頭表示の利率

預入時の店頭表示の利率

預入時の店頭表示の利率

預入時の店頭表示の利率

1円以上1円単位
1円以上1円単位

1円以上1円単位
1円以上1円単位
1,000円以上1円単位

100円以上1,000円未満
1円単位

1,000万円以上1円単位

100円以上300万円未満
1円単位

1,000円以上100円単位
（目標型1円単位）

年利率 預入単位

受託貸付業務

　JAの店舗を窓口に、（株）日本政策金融公庫、（独）雇用・能力開発機構、（独）農業者年金基金、農業
改良資金等の貸付の取扱いを行っています。
　これらの低利で長期の制度資金貸出は、事業資金としては農業生産力の維持増進、農山村地域の振
興、お子さまの進学資金などにご利用いただいています。

　全国のJAをはじめ、すべての金融機関とオンラインシステムで提携し、送金、振込、代金取立等の内
国為替業務を行っております。給与振込・年金振込等の口座振込、公共料金・クレジットカード等の口座
振替業務についても、大量のデータを迅速・正確に処理できるシステムを整備しています。また、各種公
共料金や税金のお支払には、みなさまが気軽に安心してご利用いただけるよう、マルチペイメントネット
ワークによる収納サービスのご提供を行っています。

為替・決済業務

　JAとともに当会では、長期利付国債・中期利付国債・個人向け国債および投資信託の窓口販売を
行っています。

国債・投資信託の窓口販売業務

投資信託の窓口販売業務
主な投資対象

日本国内債券

日本国内株式

海外の債券

海外の株式

日本・海外先進国・
新興国の債券・株式

国内外の債券・株式

国内外債券・株式・不動産
海外不動産

ファンド名
JAのMMF
農中日系255オープン
農中日本株オープン（愛称　ニューチョイス）
JA日本株式ファンド
NZAM日本好配当株オープン（3ヶ月決算型）「四季の便り」
モルガン・スタンレー米ドル・MMF
DIAM高格付インカムオープン（毎月決算コース）｢ハッピークローバー」
農中US債券オープン
JA海外債券ファンド（隔月分配型・年一回分配型）
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
JA海外株式ファンド
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)「世界配当倶楽部」
ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン「果樹園」
ＪＡ資産設計ファンド[安定型/成長型/積極型]

全世界株式債券ファンド[日本・先進国・新興国]
「ワールドクルーズ」（毎月分配型）

世界の財産3分法ファンド[不動産･債券・株式] （毎月分配型）
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）「世界の街並み」

JA日本債券ファンド
JATOPIXオープン

1万円以上
1円単位

申込単位

国債の窓口業務
種類

長期利付国債
中期利付国債
個人向け国債

期間
10年
2年、5年
5年、10年

5万円

1万円

月1回

年4回

申込単位 発行

事業のご案内
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JA Group Wakayama

　弁護士・税理士等専門家による法律・税務相談を定期的に行っています。

相談業務

JAバンク和歌山ホームページでは、各種商品ラインナップやATM機器設置場所などのご紹介および
ネットバンク取引がご利用いただけます。
また、マネープランをお手伝いするため、JAバンクのホームページへリンクし、簡単にマネーシミュ

レーションできるページを設置しています。是非ご活用ください。

ホームページのご案内

　ITを利用したサービスとして、モバイルバンキング、インターネットバンキング、ファームバンキング
の取扱いを行っています。

その他の業務

インターネットバンキング等の取扱い

主な手数料一覧表

区分

振込手数料
（1件につき）

代金取立手数料
（１件につき）

その他の諸手数料

電信扱い

ATM利用
（現金取扱）

ATM利用
（口座振替）
ネットバンク利用

文書振込

普通扱い
至急扱い
送金・振込の組戻料
取立手形組戻料
不渡組戻手形返却料

系統金融機関あて
210円

系統外金融機関あて
630円

420円 840円
105円 315円
105円 420円
315円 630円
105円 315円
105円 315円
315円 525円

630円
840円
630円
840円
630円
630円
630円

3万円未満
3万円以上
1万円未満
1万円以上3万円未満
3万円以上
1万円未満
1万円以上3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上

手数料（税込）

その他の諸手数料

1,050円
1,050円
2,100円
1,050円
無料
2100円
無料

210円（500枚ごとに210円加算）

手数料の種類
キャッシュカード再発行（喪失時）（IC キャッシュカード含む）
通帳・証書再発行（喪失時） 
約束・為替手形（50枚綴り）発行
小切手帳（50枚綴り）発行
アンサーサービス月額利用料
ファームバンキング月額利用料

1枚～100枚
101枚～500枚

両替手数料

手数料（税込）

インターネットホームページアドレス http://www.jabank-wakayama.or.jp

社会的責任・地域貢献

当会は、和歌山県を事業区域として、地元のJA等が会員となって、お互いに助け合い、お互いに発展
していくことを共通の理念として運営されている相互扶助型の農業専門金融機関であるとともに、地
域経済の活性化に資する地域金融機関です。
当会の資金は、その大半が県内のJAにお預けいただいた農家組合員および地域のみなさまの大切

な財産である貯金を源泉としております。当会では、資金を必要とする農家組合員のみなさま方や、
JA・農業に関連する企業・団体および県内の地場企業や団体、地方公共団体などにもご利用いただい
ております。
当会は農家組合員のみなさまの経済的・社会的地位の向上を目指し、JAとの強い絆とネットワーク

を形成することにより、JA信用事業機能強化の支援を行うとともに、地域社会の一員として地域経済
の持続的発展につとめております。
また、金融機能の提供にとどまらず、環境、文化、教育といった面も視野に入れ、広く地域社会の活性

化に積極的に取組んでおります。

JAグループ和歌山

JA紀北かわかみ
〒649-7203
橋本市高野口町名古曽922-2
（0736）42-3000

JA紀の里
〒649-6416
紀の川市上野12-5
（0736）77-7801

JAわかやま
〒640-8305
和歌山市栗栖642
（073）471-3731

JAながみね
〒642-0022
海南市大野中718-1
（073）482-6131

JAありだ
〒643-0032
有田郡有田川町天満47-1
（0737）53-2311

JAグリーン日高
〒649-1213
日高郡日高町大字高家420-1
（0738）63-2001

JAみなべいなみ
〒645-0011
日高郡みなべ町気佐藤321-6
（0739）72-2650

JA紀州中央
〒644-0011
御坊市湯川町財部668-1
（0738）22-2480

JAみくまの
〒649-5331
東牟婁郡那智勝浦町天満122
（0735）52-0793

JA紀南
〒646-0027
田辺市朝日ケ丘24-17
（0739）23-3450

JA和歌山信連
〒642-0002
海南市日方1520番地
（073）499-5724

社会的責任・地域貢献

21
WA�YAMA SHINREN REPORT

事業のご案内

DISCLOSURE  2011

20



「総合相談センター」を県内各所で定期的に開催
し、法律・税務等の相談に顧問の弁護士・税理士が
無料で応じています。
平成22年度は、57回開催し、相談件数は173件

（法律146件、税務27件）となっています。
また、県内JA においても利用者の多様なニーズ

に応えるため、「相続・遺言」・「退職準備」・「資産運
用」等のセミナーや「年金」・「住宅ローン」等の相談
会を開催し、組合員および地域のみなさまにご活
用いただいています。

総合相談センター等の開催

県内JAやその関係諸団体をはじめ、組合員・地域のみなさまからも貯金をお預りしています。
貯金・定期積金のほか、国債、投資信託、外貨預金等さまざまな商品を取り揃えています。
また、みなさまの資産運用についても県内ＪＡ、当会のファイナンシャル･アドバイザーがご相談にお

応えしています。

地域からの資金調達状況

貯金残高（平成23年3月末現在）

貸出金残高（平成23年3月末現在）

（内訳）
流動性貯金
定期性貯金
その他貯金

391,026百万円
1,071,533百万円

-百万円

県内JA合計
1,462,560百万円

（内訳）
流動性貯金
定期性貯金
その他貯金

24,349百万円
1,107,158百万円

-百万円

ＪＡ和歌山信連
1,131,507百万円

県内JAやその関係諸団体への融資をはじめ、組合員・地域のみなさまの暮らしや農業者・事業主の
みなさまの必要な資金をご融資しています。また、地域のみなさまの資金ニーズに合わせて各種ローン
を用意し、融資のご相談にお応えしています。

県内JAを通じて、みなさまからお預りした資金を県内農業の振興や担い手・農業後継者の育成・確
保等にお役立ていただく観点から、農業専門金融機関として農業関連融資に積極的に取組んでいま
す。
また、政策金融としての（株）日本政策金融公庫資金融資や県の農業就業資金融資等の活用推進に

も取組んでいます。

地域への資金供給状況

制度融資取扱状況

（内訳）
組合員等
地方公共団体等
その他事業者等

210,177百万円
63,039百万円
5,983百万円

県内JA合計
279,200百万円

（内訳）
会員等
地方公共団体等
その他事業者等

2,110百万円
40,030百万円
96,524百万円

ＪＡ和歌山信連
138,665百万円

地域密着型金融としての取組み状況

当会は、地域に貢献する地域密着型金融機関と
して、また、農業のメインバンクとして、多様な担い
手のニーズに適時対応するとともに、農業金融機能
の強化を図っています。
平成22年度の県内JAでの農業関係資金の実績

については、新規融資677件、新規融資額17億円
で、期末残高が160億円となりました。
農業金融センター機能発揮の取組みの一環とし

て、農業法人等に対する訪問活動を始めました。
また、災害等への対応として、平成22年3～4月

の霜被害の際には、県の制度資金に利子助成を行
うとともに、平成23年2月の高病原性鳥インフルエ
ンザ発生時には、融資相談窓口を設置のうえ、JA
向けに説明会を開催し、対応にあたりました。

文化的・社会的貢献

当会は、JAおよび組合員を基盤とする「協同組織金融機関」であるとともに、「地域金融機関」とし
て、広く地域社会の発展とみなさまの豊かな暮らしづくりに貢献していく社会的責任があると考え、県
内JAとともに積極的に社会貢献につとめています。

社会的責任・地域貢献
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当会は金融機能の提供にとどまらず、環境・文化・教育といったあらゆる面で広く地域社会の活性化
に取組んでいます。

健康で楽しい生活と明るい地域社会づくりを目
指し、様々なスポーツ大会を支援しました。「クラ
ブ・ユース・サッカー選手権大会」を始め、「第５回
JAちょきんぎょカップ小学生ドッジボール大会」で
は、県内22チーム親子あわせて約600人の参加が
ありました。
これからも、身近な地域金融機関として地域・県

域における交流の場を広げてまいります。

JAバンクアグリサポート事業の一環として、「JA
バンク協調型事業」の効果的な取組みを行うため、
和歌山県JA食農教育活動助成要領を制定し、県内
JAと一体となって、次世代を担う子どもへの農業の
理解を広げることを目的とした、食農教育活動に取
組みました。また、和歌山県庁や県内の285校に食
農・環境・金融経済教育等をテーマとした教材本を
贈呈しました。

地球温暖化防止に対する取組みとして、6月1日～9月30日の期間で「室温設定を28度とし、夏季軽装
（クールビズ）を奨励しております。また、年間を通じて月に２度、マイカー通勤ではなく公共の乗物を利
用し、通動する「ノーマイカーデー」を実施しています。
今後も様々な活動を通じて、豊かでゆとりある地域社会の実現に貢献できるよう取組んでまいります。

地域の環境保全を目的に、毎月定期的に職員
によるJAビルやJR和歌山駅周辺等の清掃を行
い、清潔で美しい街づくりにつとめています。

JA和歌山信連の沿革・歩み

大正15年 有限責任和歌山県信用組合聯合会として発足

昭和23年 農業協同組合法に基づき和歌山県信用農業協同組合連合会設立

昭和29年 農林漁業金融公庫業務取扱開始

昭和36年 住宅金融公庫業務取扱開始

昭和37年 現在地（和歌山市美園町5丁目1－1）に農協会館竣工、本所事務所を移転

昭和39年 県公金収納業務取扱開始

全国貯金保険機構発足・加盟

昭和49年 全国農協信用事業相互援助制度発足・加盟

内国為替業務取扱開始

昭和50年 貯金量1,000億円達成

昭和57年 県内農協貯金5,000億円達成

信連オンライン（貯金・為替業務）開通

昭和58年 県指定代理金融機関となる

昭和60年 貯金量5,000億円達成

昭和62年 県内地銀とのCDオンライン提携

平成  3年 全銀加盟全業態間CDネットサービスを開始

平成  4年 貯金量9,000億円達成（県内JA貯金1兆円達成）

VI（ビジュアルアイデンティティ）の導入、統一マーク「JA」とする。

平成  8年 新オンラインシステムの稼働

平成  9年 LAN稼動、自動化機器集中監視開始

平成10年 貯金量1兆円達成

平成14年 JAバンク基本方針・JAバンクシステム開始

経営管理委員会制度導入

平成18年 農林漁業金融公庫と「担い手等金融強化対策」の協定

JASTEMシステムへの移行

平成23年 JASTEM新システムへの移行

JAビル建設に伴う仮事務所の移転

地域貢献活動

当会の概要
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各種スポーツ大会

JAバンク食農教育活動

地球温暖化対策

環境美化活動



会員数

区　分
正会員
准会員
合　計

平成22年度末 平成21年度末
13 13
22 23
35 36

職員数

区　分
参　事
男子職員

合　計

平成22年度末 平成21年度末
0 0
67 68

女子職員 34 34
101 102

店舗一覧

店舗名
本　所

所在地 電話番号
海南市日方１５２０番地 073-499-5724

役職名
経営管理委員会

会長

氏　名

菖蒲奥　典　侑
経営管理委員会

副会長 中　家　　　徹

経営管理委員 川　口　順　弘

経営管理委員 山　田　泰　行

経営管理委員 下　林　茂　文

経営管理委員 岩　倉　常　寛

経営管理委員 久　保　秀　夫

経営管理委員 村　上　幸　弘

経営管理委員 山　﨑　龍　平

役職名 氏　名

相　谷　和　紀

乾　　　隆　行

常務理事 岡　本　眞　明

代表理事専務

代表理事理事長

役職名 氏　名

川　端　敏　郎

山　口　　　修員外監事

常勤監事

役員 （平成23年7月現在）

機構 （平成23年7月現在）

金

融

課

金
融
移
行
課

推

進

課

企

画

課

証
券
事
務
課

資
金
証
券
課

特

融

課

融

資

課

資
金
決
済
課

為

替

課

経

理

課

企
画
管
理
課

人

事

課

文

書

課

総

務

課

J
A
ロ
ー
ン
支
援
課

監

査

室

J
A
ビ
ル
建
設
準
備
室

総

務

部

監

事

室

役

員

室

企
画
管
理
部

為

替

部

融

資

部

資
金
証
券
部

J
A
バ
ン
ク
推
進
部

金
融
相
談
部

金
融
シ
ス
テ
ム
部

業

務

部

金
融
相
談
課

業

務

課

常 務 理 事

代表理事専務

理 事 会

副 会 長

会 長

経営管理委員会

常 勤 監 事
員 外 監 事

監 事 会

総 会

代表理事理事長

（株）
和歌山県
農協電算
センター

J
A
ロ
ー
ン
支
援
室
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