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発刊にあたって

　本書は、前身となる『新版 はじめての信用事業』の項目や記載内

容を大幅に見直し、改題・改訂して刊行したものです。

　前書と同様、信用事業を学ぶＪＡ・ＪＦ等の系統金融機関職員の

基本書として、金融機関の３大業務である「預金」「融資」「為替」

を中心に、イラスト等を用いてよりわかりやすく、そしてコンパク

トにまとめました。

　この改訂にあたって、犯罪収益移転防止法や個人情報保護法等の

法改正に伴う記載はもちろんのこと、また、手形・小切手の取扱量

の減少や担保の在り方等の「業務の変化」にも配慮し、内容をアッ

プデートしました。

　信用事業に携わってから日の浅い方々が知っておくべき、また疑

問に感じる点をまとめてありますので、内部の集合研修や各店での

研修、また自習用の教材として幅広くお使いいただけます。

　本書で業務知識を学び、様々な場面でご活用いただければ幸甚で

す。

　2016 年９月

経済法令研究会
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	金融取引で最も大切なことは

　私たちの生活は、お金によって成り立っているともいえます。お

金を使った取引には、売買のように物やサービスを手に入れる手段

としてお金を用いる非金融取引と、お金の動きに貸借関係が生じる

金融取引があります。金融取引の代表的なものには、金融機関の３

大業務といわれる貯金取引・貸出取引・為替取引があります。これ

らの取引は、金融機関と相手方（貯金者・借入者・送金依頼者等）

の信用が原点となって行われるため、系統金融機関では金融取引の

ことを、特に「信用事業」と呼んでいます。なお、信用事業に共済

事業を含めて、金融取引という場合もあります。

	信用事業の４つの特色は

１．信用事業は相互金融です
　系統金融機関は、組合員から貯金を受け入れ、これを原資とし

て、資金を必要とするほかの組合員に融通（貸出）することによっ

て、組合員相互間の資金面における相互扶助を行っています。これ

を相互金融といいます。

１−１
系統金融機関の信用事業
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２．組合員および会員のための奉仕
　農業協同組合法および水産業協同組合法において、組合の目的

は、その行う事業によってその組合員および会員のために奉仕する

こととされています。

　一般の株式会社は、営利（利潤）の追求を目的として活動し、得

た利潤は株主に分配されます。

　系統金融機関は、その目的から、事業の的確な遂行により高い収

益性を実現し、事業から生じた収益は、組合員および会員のために

奉仕するため、事業の成長・発展に向けた投資や事業利用分量配当

に充てるように努めなければなりません。

３．信用事業は組織金融です
　信用事業は、相互金融であるといわれていますが、これは単に系

統金融機関と組合員の関係だけではありません。さらに、県段階

（信連等）や全国段階（農林中金）へとつながって系統３段階を構

成し、それぞれの段階（組織）が機能の分担・補完をし合っている

のです。

信
用
事
業
の
４
つ
の
特
色

〈相互金融〉

組合員の貯金を組合員
に融資します

組合員への奉仕を目的とするが
営利を目的とはしません

これからは
法人取引も
重要です

〈非営利〉

〈組織金融〉 〈個人のウエイトが高い〉

組合員から集
めた貯金を
ＪＡ・ＪＦ、信連・
農中で運用し
ます

貸付

奉 仕

貯金 営 

利JA･JFJA･JFJA･JF

JA·JFJA·JFJA·JF JA·JFJA·JFJA·JF

JA･JFJA･JFJA･JF

JA･JFJA･JFJA･JF
信 連

農 中
会 社
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　ＪＡ・ＪＦに集まった貯金は、融資等で運用し、余った資金は信

連または農林中金に預けられます。信連等では、ＪＡ・ＪＦから預

かった資金を融資や有価証券で運用し、余った資金は農林中金に預

けます。農林中金では、全国のＪＡ・ＪＦや信連等から預かった資

金と債券発行で集めた資金に加え、市場から調達した資金を、系統

全体のために効率的に運用して安定的な収益の還元に努めています。

４．中心は個人取引です
　ＪＡ・ＪＦの信用事業の主な取引先は、組合員をはじめとする地

域の個人です。反対に銀行は法人を主体とした営業活動を行ってい

ますが、個人部門への進出にも目を見張るものがあり、ＪＡ・ＪＦ

の信用事業にも大きな影響が出ています。

	系統金融の仕組みは

１．タテ・ヨコの組織で支えられています
　系統金融機関の信用事業は、「ＪＡ・ＪＦ」「信連等」「農林中

金」の系統３段階のタテの組織によって運営されていますが、これ

を側面から支えているヨコの制度や機関もあり、それらを含めて系

統金融組織が構成されています。

２．貯金保険制度により貯金者１人につき元本1,000万円ま
でとその利息が保護されます

　貯金保険制度（農水産業協同組合貯金保険制度）とは、銀行等の

預金保険機構と同様､ 系統金融機関が経営破たん等で、貯金の払戻
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ができなくなった場合、①普通貯金、定期貯金、定期積金等の一般

貯金等は、貯金者１人につき元本1,000万円までとその利息が保護、

②当座貯金等の決済用貯金は、①とは別に残額にかかわらず全額保

護され、保険金が支払われる制度のことをいいます。

　この制度を運営しているのは、貯金保険機構（農水産業協同組合

貯金保険機構）です。貯金業務を行っている系統金融機関は、必ず

この制度に加入しなければならず、毎年、貯金保険機構に対して保

険料を支払う義務を負っています。

３．「ＪＡバンク」と「ＪＦマリンバンク」
　「ＪＡバンク」とは、ＪＡ・信連・農林中金により構成された、

実質的に１つの金融機関として機能するグループの名称です。

　ＪＡバンクでは、「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等に

出典：「ＪＡバンク」ホームページ

JAバンクシステム

組合員・利用者

JAバンク基本方針

安心

JAバンク会員の経営健全性確保

行　　政
連　　携

破綻未然防止システム

・JA等の経営状況のモニタリング
・JA等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

・実質的に一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

一体的事業運営

JA

農林中金への指導権限の付与など

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）

信連
（JAバンク
県本部）

農林中金
（JAバンク
中央本部）

便利

金融サービスの提供の充実

全中全国監査機構
JA中央会

協力・連携，
経営改善指導

貯金保険機構
破綻時の支援

JAバンク支援協会

破綻未然防止の
支援

系統債権管理
回収機構

不良債権の
管理・回収
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よる信用事業の再編及び強化に関する法律（再編強化法）」に基づ

いて「ＪＡバンク基本方針」が策定されていて、この基本方針に基

づいて、ＪＡ・信連・農林中金が一体的に事業運営に取り組む仕組

を「ＪＡバンクシステム」といいます。

　ＪＡバンクシステムは、スケールメリットときめ細かい顧客接点

を活かした金融サービスの提供の充実・強化を目指す「一体的事業

運営」と、ＪＡバンクの信頼性を確保する「破綻未然防止システム」

の２つの柱で成り立っています。

　一体的事業運営により、ＪＡ・信連・農林中金が共同運営システ

ム（ＪＡＳＴＥＭ、系統決済データ通信システム等）を利用し、ＪＡ

の組合員等の利用者に対して全国どこでも統一された利便性の高い

金融サービスを提供しています。

　破綻未然防止システムとは、ＪＡバンクの健全性確保と経営破綻

を未然に防ぐために設けられたＪＡバンク独自のセーフティネット

です。具体的には、①問題点の早期発見のためにＪＡの経営状況の

チェック（モニタリング）、②早めの経営改善等の実施、③必要の際

には、全国で拠出した「ＪＡバンク支援基金」等を活用して、個々の

ＪＡの健全性維持に必要な資本注入等の支援を行うものです。ＪＡ

組合員等の利用者は、公的機関である貯金保険制度に加えて、ＪＡ

バンク独自のセーフティネットにより守られています。

　「ＪＦマリンバンク」とは、ＪＦ・信漁連・農林中金および全漁

連が運営する全国ネットの金融グループの名称です。

　ＪＦマリンバンクでも、再編強化法に基づいて「ＪＦマリンバン

ク基本方針」が策定されています。ＪＦ組合員等の利用者から信頼

され、地域特性に応じた漁業金融ニーズに応えていくために、この

「ＪＦマリンバンク基本方針」に基づいて、健全性確保のための破
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系統金融機関の信用事業

第
１
章
信
用
事
業

綻未然防止の取組みや、「あんしん体制（信用事業安定運営責任体

制）」の構築による経営・組織体制の整備が行われています。

４．基金協会は保証の提供を代行します
　系統金融機関が組合員等に融資する場合、一般的に、担保や保証

人の保証を徴求しますが、これに代わるものとして、農業信用基金

協会や漁業信用基金協会､ 農協保証センターがあります。

　なお、農業信用基金協会および農協保証センターは、ＪＡの融資

に対して債務保証をした場合、生活資金等については、全国農協保

証センターに再保証を行っています。

	信用事業の範囲は

１．農協法に基本的な範囲が定められています
　ＪＡの信用事業の基本は、貯金・貸出・為替ですが、さらに、こ

れに付随する業務も取り扱えることになっています。たとえば、国

JA·JFJA·JFJA·JF

信用事業規程を作ります

組合員といろいろな
取引ができます

認可

貯金取引

JA·JF 行政

貸出取引

為替取引

その他の
取引
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債の窓口販売業務、株式払込金の取扱い、両替、農林中金等金融機

関の業務の代理等があげられます。これらの業務については、農業

協同組合法（10条）に規定されていますが、すべてのＪＡがすべて

の事業を行っているとは限りません。なお、ＪＦには水産業協同組

合法（11条）に同様の規定があります。

２．信用事業規程の範囲内の事業しかできません
　ＪＡが組合員の貯金または定期積金の受入を行おうとするとき

は、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならないと

農業協同組合法に規定されています。したがって、皆さんのＪＡ

が、実際に行っている信用事業の範囲は、ご自身のＪＡの信用事業

規程を見ることによって確認できます。なお、ＪＦには水産業協同

組合法に同様の規定があります。

	信用事業の正しい実務処理のために

　信用事業を行うにあたって、実際の事務は、事務手続（オペレー

ションマニュアルを含む）にしたがって処理することが基本となり

ます。事務手続は、民法を基礎とし、これと関係する法律を加味し

て作成されているため、いわゆる金融法務を勉強しておくことが大

切です。
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信用事業とコンプライアンス

第
１
章
信
用
事
業

	コンプライアンスとは

　「コンプライアンス」とは、法令やルールを厳格に遵守すること

はもちろん、社会的規範を逸脱することなく、社会的責任を全うす

ることをいい、「法令等遵守」ともいわれます。

　系統金融機関の役職員は、農業協同組合法や水産業協同組合法を

はじめ、民法・商法・会社法・刑法等の法律を守ることはいうまで

もなく、信用事業において、公平な競争の確保、個人情報の保護を

はじめとする顧客情報の安全管理、取引時確認やマネー・ローンダ

リングの防止等、数多くの法令やルールを厳格に遵守しなければな

りません。さらに、ルール以前の問題として、信用事業の公共性の

点からも、社会的規範を逸脱するような営業活動も当然禁止されて

います。

　もし、これら法令やルールに違反したり、あるいは社会的規範を

逸脱した場合には、系統金融機関にとって、きわめて大きなダメー

ジとなるおそれがあります。系統金融機関の信用事業において残念

ながら不祥事の発生がみられますが、ダメージの大きさ（不祥事の

内容）によっては､ 組織の存続の危機に直面することを各役職員が

認識する必要があります。

　コンプライアンスは、このようなリスクを未然に防止する機能を

１−２
信用事業とコンプライアンス
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