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ＪＡ福山市不祥事第三者委員会報告書 

 

 

第１ 第三者委員会の位置づけ・目的・構成 

 

１． 設置の経緯 

福山市農業協同組合（以下「ＪＡ福山市」という。）においては、令和３年７月、

山南支店等に勤務していた元職員（当時５４才・男性）が顧客にフリーローン等を契

約させ又は定期貯金証書を偽造して現金を払い出して着服していた不祥事（以下「前

件の不祥事」という。不正行為は平成２７年１０月から令和３年５月まで・被害金額

８０００万円余）が発覚し、広島県農林水産局から報告徴求命令が発出され、ＪＡバ

ンク基本方針に基づく「要改善ＪＡ」に指定されていたところ、さらに本年３月、職

員（２７才・男性）が顧客に定期貯金書替手続を行うと偽って減額書替や解約を行っ

て払戻金を着服する等の不祥事（以下「本件不祥事」という。）が発覚したため、Ｊ

Ａバンク基本方針に基づく「再発ＪＡ」として第三者委員会（以下「当委員会」とい

う。）が設置されることとなった。なお、本件不祥事についても、県農林水産局から

報告徴求命令が発出された。 

 

２． 構成_事務局を含む 

当委員会は、ＪＡ福山市の令和元年７月２３日付け「第三者委員会設置要領」に基

づき、下記３人の委員で構成され、ＪＡ福山市の担当部署（リスク管理部等）、広島

県信用農業協同組合連合会（以下「信連」という。）、広島県農業協同組合中央会（以

下「中央会」という。）を事務局とし、ＪＡ全中及び農林中央金庫の担当職員をオブ

ザーバーとする。 

委 員 長：弁護士 中島 肇 （中島肇法律事務所） 

副委員長：弁護士 馬場正人 （馬場・片山法律事務所） 

委  員：弁護士 奥田亜利沙（広島総合法律会計事務所） 

 

３． 調査対象 

本件不祥事（当事者の余罪の有無）及び他の者による類似案件の有無を調査対象

とし、前件の不祥事についても、内部管理体制の分析及び再発防止策の提言にあた

っては視野に入れて検討した。 

 

４． 調査期間 

令和４年４月２５日から令和４年６月２１日まで 
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５． 調査方法 

当委員会は、下記の方法・資料に基づいて調査を行った。 

（３）ＪＡ福山市による調査結果については、その内容・方法の適切性・客観性を検

証した上で、事実認定の資料とした。アンケート集計結果については、性質上、事実

認定には使用せず、組織風土を把握する資料としての扱いにとどめている。関係者

のヒアリングは下記一覧表のとおりである。 

当委員会の調査と判断は、これらの証拠によって相当程度の蓋然性あり1との心証

に基づいて行ったものであるが、限られた時間と証拠に基づくことによる限界があ

ることをお断りする。 

（１）現地調査 

（２）資料（書面及び電子データ等）の精査 

（３）ＪＡ福山市による調査結果の精査 

（４）関係者のヒアリング（下記一覧表のとおり） 

（５）役職員に対するアンケート 

 

関係者ヒアリング一覧表 

5月 31日（火） 

当事者Ａ 令和３年度_松永北支店（渉外） 

Ｂ 
令和３年度_リスク管理課課長 

令和４年度_監査部部長 

Ｃ 
令和３年度/令和４年度 

リスク管理部部長 

Ｄ 
令和３年度/令和４年度 

総務部部長 

6月 1日（水） 

Ｅ 
令和３年度/令和４年度 

松永北支店（貯金窓口） 

Ｆ 
令和３年度/令和４年度 

松永北支店（渉外） 

Ｇ 
令和３年度_松永北支店次長 

令和４年度_芦田支店次長 

                                                      
1 「相当程度の蓋然性」とは、ある事実が認められる証拠に相当程度の優劣の差（６対４程度の差）があ

れば当該事実を認定するという意味である（須藤典明「民事裁判における原則的証明度としての相当

程度の蓋然性」伊藤眞先生古希祝賀論文集「民事手続の現代的使命」有斐閣）。 
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Ｈ 
令和３年度・令和４年度 

松永北支店支店長 

Ｉ 
代表理事専務 

（コンプライアンス担当） 

  
Ｊ 

令和３年度・令和４年度  

  松永北支店／パート（共済窓口） 

  
Ｋ 

令和３年度_金融共済部部長 

6月 2日（木） 令和４年度_営業部部長 

  
Ｌ 

代表理事常務 

 （信用事業専任担当） 

  Ｍ 常勤監事 

  Ｎ 代表理事組合長 

 

第２ 本件不祥事の認定 

 

１． 当事者の履歴 

本件不祥事の当事者Ａ（以下「当事者」という。）の職歴は以下のとおりである。

本件の発覚当時松永北支店の複合渉外担当者であった。 

職歴 

・平成２９年４月１日：（大学卒業と同時に）当組合一般職員として本採用 

・令和２年４月１日：複合渉外担当に変わる 

・令和４年４月１日：本件発覚により複合渉外担当が解除される 

 

２． 手口の認定 

（１）顧客Ｐ（８８歳：男性）に対する手口 

① 令和２年１２月２４日  被害金額 ５０万円 

＜手口＞ 

 当事者は、令和２年１２月２４日、顧客Ｐ宅を訪問した際、顧客Ｐを騙して、

顧客Ｐの定期貯金につき５０００万円から４９５０万円への減額書替を申し込む

内容の定期貯金書替継続申込書を作成させた。 

 当事者は、店舗に戻り、５０万円の使途について虚偽を述べて役席者の承認を

得た上で、窓口担当者から、顧客Ｐへ交付すべき減額書替による差額金である現
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金５０万円を受け取った。 

 当事者は、同日中に顧客Ｐ宅を再度訪問し、言葉巧みに顧客Ｐに現金受領書の

署名押印をさせた上で、現金５０万円を顧客Ｐに交付せず着服した。 

 

② 令和３年３月９日  被害金額 ７０万円 

＜手口＞ 

 上記①の手口と同様の手口により、減額書替による差額金である現金７０万円

を着服した。 

 

（２）顧客Ｑ（８８歳：男性）に対する手口  

令和３年５月１４日  被害金額 ５０万００８５円 

＜手口＞ 

当事者は、令和３年５月１３日、顧客Ｑから、入院中の妻の顧客Ｒ（８２歳）

の定期貯金解約依頼があったため、顧客Ｑ宅を訪問し、顧客Ｑの代筆により顧客

Ｒ名義の定期貯金の解約申込書を記入させた。 

当事者は、店舗に戻り、翌１４日、窓口担当者から顧客Ｒへ交付すべき解約金

である現金５０万００８５円の払出を受け、顧客Ｑ宅を訪問した。 

当事者は、顧客Ｑ宅において、顧客Ｑに対して言葉巧みに顧客Ｑの代筆により

現金受領書に署名押印をさせ、顧客Ｒが受け取るべき現金５０万００８５円を顧

客Ｑに交付せず着服した。 

 

（３）顧客Ｓ（８５歳：女性）に対する手口 

令和３年９月１４日～９月２８日  被害金額 ２５８万１５８９円 

＜手口＞ 

当事者は、令和３年９月１４日、顧客Ｓ宅を訪問した際、顧客Ｓを騙して普通

貯金口座開設申込書を記入させ、当事者の現金１０００円をもって口座を開設さ

せた。 

当事者は、同日中に再度顧客Ｓ宅に訪問して、満期共済金請求手続を行わせ、

上記開設口座に満期共済金２５８万１５８９円を振込ませた。 

その後、当事者は、自らが所持していた同口座の普通貯金通帳と同口座開設の

際に把握していた暗証番号を使って、満期共済金２５８万１５８９円を着服した。 

 

（４）顧客Ｑ（８８歳：男性）に対する手口 

令和４年２月１０日  被害金額 ５０万円 

＜手口＞ 

当事者は、令和４年２月１０日、顧客Ｑから記帳依頼で預かった普通貯金通帳
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と事前に把握していた暗証番号を使い、自店キャッシュコーナーで現金５０万円

を出金し着服した。 

本件が発覚の端緒になった。 

 

３． 余罪調査及び類似案件の調査と検証 

  ＪＡ福山市が当事者の余罪の有無及び他の者による類似案件の有無について行

った調査の方法・内容を検証したところ、調査方法及び内容はいずれも適切であり、

ＪＡの調査結果は十分客観性のあるものと評価できることから、現時点では当事者

による上記認定の手口以外の余罪及び他の者による類似案件を認めうる証拠はな

いと考える。 

 

 

第３ 損害の認定（金銭的評価） 

 

前記当事者の手口の被害額合計は４７８万１６７４円である。 

なお、この被害額については、当事者及び親族によって全額が弁償されている。 

 

 

第４ 内部管理体制の問題点 

 

本件の不祥事の手口は、高齢者からの信頼を悪用して行われたものであるが、従

来の高齢者対応マニュアルが、リスク商品を販売する場合の高齢者の取引的な判断

力（リスクの認識）の不備を想定したものであって、本件のように高齢者の行動の傾

向（書類の文字を読まない・言われたとおり書類に記入する等）を想定しておらず、

本件は従来の内部統制で想定されてこなかった弱点を突かれたものということがで

きる2。 

なお、本件各手口においては、従来のコンプライアンスマニュアルの運用等に軽

微な問題点はあったものの、当事者が遵守すべき手続きは概ね履践されており、少

なくとも書類上は、当事者の不正を疑うべき点は見当たらなかった。また、松永北支

店の各職員において、本件不祥事の発生につながるような手続違背もなかった。 

第５ 関係者の責任 

 

                                                      
2 農協法１１条の５は、農協が受け入れる貯金等のうち、外貨預金、デリバティブ預金等の為替市場の

動向等により損失が生ずるおそれがあるリスク性の高いものを「特定貯金等契約」と定義し、その締結に

ついて、金融商品取引法の販売・勧誘等に関する規制を準用して顧客の保護を図っているが、高齢者

の傾向特性をリスクとみる観点からの規制・措置はとられていない。 
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１． 当事者の法的責任_刑事告訴の要否の検討を含む 

 

（１）刑事上の責任 

当事者の上記手口は、ＪＡ福山市や顧客らに対する詐欺罪、業務上横領罪及び窃

盗罪という刑法犯に該当する行為であり、領得した金額が合計４７８万１６７４円

と多額に上っていること、ＪＡ福山市の渉外担当者として高齢者から厚い信頼を得

ていることに乗じて行われた犯行で手口や態様が巧妙かつ悪質であること等に鑑み

ると、被害額全額が当事者及び親族から弁償されたとはいえ、本件不祥事は、本来

は刑事告訴をすることが相当の事案であると考えられる。 

しかし、ＪＡ福山市においては、前件の不祥事で諸般の情状事実を考慮して元職員

を刑事告訴しないとの判断を行ったところ、本件不祥事においても、前件の不祥事と

同様の情状事実が存在し、かつ、領得した金額を比較すると本件不祥事の方が些少で

あり、近接して発生した不祥事の当事者間の衡平性を考慮すると、本件不祥事の当事

者に対する刑事告訴は見送ることもやむを得ないと判断をせざるを得ない。 

 

（２）民事上の責任 

当事者は、本件不祥事により領得した４７８万１６７４円について、その被害者に

対する不法行為による損害賠償をすべき責任（民法７０９条）が発生するが、当事者

及びその親族が、被害者である顧客Ｐないし顧客Ｓに対して、顧客宅への持参または

ＪＡ福山市を経由した振込みにより、すでに被害金額全額の弁償を行っており、当事

者が上記顧客らに対して支払うべき損害額は残存していない。したがって、本件被害

者又はＪＡ福山市に対する民事上の責任は弁償により消滅したと考えられる。 

 

（３）組織上の責任（懲戒処分） 

民事上の責任が被害弁償によって消滅したとはいえ、上記のとおり刑法犯としての

罪責のある行為を不正に行ったことが明らかであることから、懲戒解雇処分とするの

が相当であり、退職金を支給すべきではない。 

 

２． 役員の責任 

 

本件不祥事の手口は、前記認定のとおり、高齢者（顧客Ｐは寝たきり）からの信頼

を悪用して行われたものであるが、従来の高齢者対応マニュアルが、リスク商品を販

売する場合の高齢者の取引的な判断力（リスクの認識）の不備を想定したものであっ

て、本件のように高齢者の行動の傾向（書類の文字を読まない・言われたとおり書類

に記入する等）を想定しておらず、本件は従来の内部統制で想定されてこなかった弱

点を突かれたものということができる。 
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 したがって、役員の内部統制構築義務の違反が原因となって本件不祥事が発生した

という法的責任を認めるための因果関係を肯定できず、役員の善管注意義務違反に基

づく法的責任は認められない3。 

 

（１）Ｎ代表理事組合長、Ｉ代表理事専務、Ｌ代表理事常務及びＯ代表理事常務 

不正行為の時期が重なっているとはいえ前件の不祥事を含めて２回の不祥事が連

続しＪＡのブランドが社会的に毀損したことについて、経営者として内外に道義的

なけじめを表すべきであること、一部の管理職員について後記のとおりの処分がな

されるべきであると考えられることとの均衡等を総合考慮すれば、代表理事４名に

ついては、役員報酬について一定額の自主的返納を行うことが相当であると考える。 

 

（２）その他の理事及び監事の責任 

 本件不祥事においては、手続上の重大な違反が認められず（運用上のルーズさが

あったものの）、高齢者の傾向を巧みについた従来想定されていなかったリスクの現

実化であったことを考えると、上記以外の理事及び監事については、法的・道義的責

任を問うことは相当ではなく、むしろ今後の内部統制上の改善に取り組むことを求

めるに留めるのが相当であると判断する。 

 

３．職員の責任 

（１）松永北支店Ｈ支店長の責任 

上記のとおり、本件各手口においては、当事者が遵守すべき手続きは概ね履践され

ており、少なくとも書類上は、当事者の不正を疑うべき点は見当たらなかったものの、

一連の手続きの中で、Ｈ支店長による現金持出の個別の判断に軽微ながら問題点があ

り、また、通常の現金持出や渉外担当者へのけん制を目的とする抜打ち訪問にも厳格

さを欠く運用がなされていたことが判明している。 

もっとも、Ｈ支店長の個別の判断については、管理懈怠の程度は軽微であるといえ

る上、現金持出や抜打ち訪問の厳格さを欠く運用については、本所の関係各部がこれ

まで容認してきたことからすると、Ｈ支店長にだけ重い管理懈怠の責任を負わせるの

は酷であり、Ｈ支店長については訓戒にとどめるのが相当であると判断する。 

 

（２）松永北支店（当時）のその他の職員の責任 

 上記のとおり、本件各手口においては、当事者が遵守すべき手続きは概ね履践さ

                                                      
3 東京地裁平成 17年 2月 10日判決_判例時報 1887号 135頁（雪印牛肉偽装事件株主代表訴訟）に

みられるように、部下の不正行為が巧妙な手口で秘密裡に行われ、上司だった取締役がこれを知ること

が困難であったケースにおいては、取締役の善管注意義務が否定されるのが判例の趨勢である。同判

決の評釈である商事判例研究ジュリスト No.1350-93頁（特に 94頁）とそこに引用される各判例参照。 
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れており、少なくとも書類上は、当事者の不正を疑うべき点は見当たらなかった。 

 また、各職員において、本件不祥事の発生につながるような手続違背はない。 

 したがって、その他の職員には本件不祥事に関する責任は認められない。 

 

（３）Ｋ営業部部長（令和３年度金融共済部部長）及びＴ令和３年度営業部部長につい

て 

上記のとおり、本件各手口においては、当事者が遵守すべき手続きは概ね履践さ

れており、少なくとも書類上は、当事者の不正を疑うべき点は見当たらなかったも

のの、松永北支店において、通常の現金持出や渉外担当者へのけん制を目的とする

抜打ち訪問について厳格さを欠く運用がされていたことが判明している。 

もっとも、かかる運用が本件不祥事の直接の原因であったとは認めがたく、管理

懈怠の程度が大きいとまではいえないことからすると、Ｋ令和３年度金融共済部部

長については訓戒にとどめるのが相当と判断する。なお、Ｔ令和３年度営業部部長

については、令和４年３月をもってＪＡ福山市を退職しているため、人事上の処分

をすることはできない。 

 

 

第６ 再発防止策の提言 

 

１ 渉外担当の高齢者対応について 

（１）本件各手口は、いずれも、渉外担当に信頼を寄せる高齢の顧客を狙ったもので

あり、問題の本質は、顧客によるチェック機能が働かないことを利用した点にある

といえる。 

顧客によるチェックが働かない場面においては、渉外担当が不正を働く大きな機

会が存在することになるため、本件と同様の不祥事を防止するためには、かかる機

会を減らすための方策を検討する必要がある。 

なお、高齢の顧客の対応・ケアマネージャー（介護支援専門員）との連携など、

この方策を検討するためには、奥行きの深い難しい課題を解決する必要があり、研

究会の立上げなどを行って長期的な検討を継続することも必要であろう。 

（２）現金の授受について 

ア まず、JＡ福山市においては、前件不祥事を受けて、令和３年１２月より、現金

の店外持出を原則禁止し、やむを得ない場合には役席者の同行を条件として例外

を認める扱いとしており、すでに上記機会を減らすための一定の方策がとられて

いる。これにより、本件不祥事についても、持ち出し現金を着服するという手口

は行われなくなっており、大きな効果があったといえる。 

イ 今後、現金の持ち出しを一定程度認める方針とする場合には、一定の年齢以上
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の顧客については顧客によるチェック機能が働きにくいものとして、顧客以外に

よるチェックを入れることを検討すべきである。 

全ての現金持ち出しについて管理者の同行が難しいようであれば、渉外担当者

が持参したタブレット等により支店とテレビ電話でつなぎ、現金の受領を確認す

るなども現実的な方策の一つであろう。 

ウ 現金の預かり（集金）に関しても対策を検討する必要があるが、悪意をもって不

正が行われる場合にはこれを事前に把握することは出来ないため、抜き打ちでの訪

問等による監視（けん制）によらざるを得ないだろう。一定の年齢以上の顧客につ

いては管理者による定期訪問をルール化することなどが検討されるべきであろう。 

（３）通帳の授受について 

ア 通帳についても、暗証番号とセットになることで不正の機会となり得ることから、

通帳の授受についても対策を検討する必要がある。 

イ 最も効果的な解決策は、通帳で貯金が引き出せるという扱いを廃止し、ＡＴＭで

の貯金引き出しにはキャッシュカードが必要とする扱いに変更することである。 

この点は、本件不祥事をきっかけに顧客の利便性や県内の他のＪＡでの取扱の

状況も踏まえて将来的に検討すべき問題である。 

ウ 通帳の授受の場面において、顧客以外によるチェックを入れることが考えられ

るが、通帳の授受は頻繁になされることから常にチェックを入れることは現実的で

はないため、対策としては、抜き打ちでの訪問等による監視（けん制）によらざる

を得ないだろう。現金の預かりと同様に、一定の年齢以上の顧客については管理者

による定期訪問をルール化することなどが検討されるべきであろう。 

（４）渉外担当者へのけん制について 

ア これまでＪＡ福山市では、渉外担当者へのけん制を目的として、管理者は抜打ち

訪問を実施すべき旨の定めがあったが、訪問の際に確認すべき事項などについては

ルール化されておらず、管理者の裁量に委ねられていた結果、一部形骸化していた

ようである。 

今後は、一定の確認事項をチェックリストの形で定めるなどの方法により、抜打

ち訪問が実効的ものとなるような工夫をすべきである。 

イ 加えて、一般的な監視体制の強化策として、職員（特に管理職）に対する研修に

おいて、渉外担当が高齢の顧客に対応する場合のリスクについて周知・理解させる

内容を盛り込むべきである。 

これにより、高齢の顧客の対応について、職員全体のチェックの精度が上がり、

渉外担当へのけん制効果が高まることが期待できる。 

 

２ 手続の整備等について 

（１）新規口座開設に関し、従前からなされているマネーロンダリング対策としてのチ
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ェックに加えて、不祥事対策という別視点からのチェックがなされるよう手続きを整

備すべきである。 

（２）顧客との間で書類を授受する際に作成される受取書の周知に関しては、これまで

の方法に加え、上記の管理者の抜打ち訪問の際の確認事項に受取書の説明を加えるこ

とを、受取書の内容に関しては、返却確認の署名欄などを設けることを検討すべきで

ある。 

（３）受取書の記載内容に関しては、事故を防ぐ観点からも、顧客に渡す必要がある物

については分かりやすく具体的な記載がされるように様式を変更する等の検討がな

されるべきである。 

（４）本件手口とは直接関係ないものの、重大な不祥事につながり得る手続の逸脱（顧

客Ｑの妻Ｒのための代筆）が黙認されていることが判明している。かかる手続の逸脱

に関する調査や改善の指導は、前件の不祥事を受けた再発防止策の「事務リスク管理

態勢の整備・強化」の取り組むべき項目にも盛り込まれているところである。 

（５）事務手続きが複雑化している中で、事務手続きの理解・習熟の為のフォローアッ

プを引き続き積極的に行うべきである。 

 

３ 目標の見直しについて 

現在設定されている数値目標が顧客のニーズに即したものとなっているか、達成が

困難なものとなっていないかなどの観点から検証を行い、抜本的な見直しを検討すべ

きであると考える。 

なお、営業店の職員に目標達成のための努力を求める以上、役員及び本所の職員に

は、営業店の職員の負担を減らすための努力を常に行い、目に見える形でその成果を

示すことが求められているのは当然である。 

 

４ 規範意識の向上について 

規範意識向上のための研修については、前件不祥事を受けた再発防止策にも盛り込

まれているところであるが、本件不祥事も踏まえて、今後も継続されるべきである。 

以上 


