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I． 計画策定の枠組 
本「計画」は「運営基本構想」に基づき、2019 年度から 2021 年度までの３ヵ年に取組むべき実

践課題と実践方策を体系的に整理したものです。ＪＡいがふるさとが経営理念に掲げた「農と食・

緑を育み、豊かな生活づくり、潤いある地域づくりに貢献します。」を実現するために、組合員・役

職員が共に理解・共有しそれぞれの役割を発揮する実践行動計画です。 

本「計画」は、運営基本構想のめざす方向に、留意すべき情勢の変化の基調を踏まえ、「組織

及び組織運営」「事業活動」「経営管理」の各分野の実践課題と実践方策を示します。計画期間

中の各方策の到達を確実なものとするため、重点方策のあるべき姿（到達目標）を示し、各事業年

度の基礎とする年次到達計画を示します。 

 

II． 組織及び組織運営改善計画 

１. 組織基盤の拡充・強化と組合員組織の育成・活性化 

 組合員 

１） 組合員数の維持・拡大 
 組合員加入方針 

将来の盤石な組織基盤づくりのため、組合員の加入を促進します。そのため、加入促進

のすすめ方を示す「組合員加入方針」を定めます。 
 正組合員加入、構成の転換 

従来からすすめてきた「家」から「個」への組合員構成の転換を継続すると共に、新し

い営農形態（集落営農組織・法人）等の加入を促進します。 
 准組合員加入 

協同組合活動の理解と共感を促すため、ＪＡ事業利用者、年金友の会、直売所利用者等

ＪＡの活動に参加されている方や農に関心のある方への組合員加入を促進します。 
 

２） 組合員との関係強化 
（ア） 多様な組合員・地域住民のニーズの把握 

 全役職員による「出向く活動」と「出迎える活動」を組み合わせ、事業・活動等の多様

な接点を通じて、「対話」を重ねます。 
組合員が協同活動やＪＡの役割等を再認識するための情報提供を行いつつ、「対話」の中

で得た思いや意見等を組合組織の中で共有し、ＪＡ運営・経営に活かします 
 

（イ） 関係強化に向けた施策の実践 
組合員との関係はＪＡ事業を複合的に利用するほど、高まることが明らかになっていま

す。そのため、総合事業のメリットを実感してもらえるよう、ＪＡ事業の「複合利用」の

促進とメリット（事業利用分量配当や総合ポイント制度等）の運用に取組みます。 
また、多くの組合員等が協同組合活動への関心を高める「複数参加型」の協同活動（Ｊ

Ａまつり・イベント等）の他、特定の組合員と職員の顔の見える規模で行われる「特定少

数型活動」（組合員講座等）への参加によって関係を強化します。 
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 組合員組織・体制 
 組合員・地域の活性化に向け、地域営農や地域での協同活動、子育て・高齢者生活の支

援活動に取組みます。そのため既存の組織について、下記の重点取組みを行います。 
１） 実行組合 

支店管内の様々な組合員の営農活動を把握する組織となるよう役割を見直します。 
 
２） 女性組織 

女性組織連絡協議会を通じ地域での協同活動を充実するため、目的別組織の活動（文化

活動、高齢者支援活動、農産物加工事業等）に継続して取組むと共に、子育て層が継続的

参加できる「アンパンマンこどもくらぶ」の活動やフレッシュミズ活動を充実します。 
 
３） 青年部 

農業の後継者、地域の担い手等への参加を促進します。青年層が興味あるテーマや共通

の話題について意見交換する他組織との交流を充実します。 
 
４） 目的別組織（年金友の会等） 

部門間が連携し、健康ウォーキングや生きがいづくりをすすめる活動を行い、活動と事

業をつなぐ取組みを強化します。 
 

５） 支店運営委員会 
支店を組織活動拠点とするため、支店運営委員会を開催します。支店協同活動の母体と

する取組みや、委員会で支店管内の農業やくらしの情報を共有します。 
 
６） 准組合員の組織 

 准組合員の意思反映、運営参画に関する方針を策定し、事業利用モニター、ＪＡ総合モ

ニター、支店運営委員会等への参加を進めます。 
 
２. ＪＡ総合事業を通じた生活インフラ機能の維持と地域コミュニティーの活性

化 
ＪＡ総合事業を通じて、安心して暮らせる地域づくりや地域コミュニティーの活性化に取組みま

す。 

 安心して暮らせる地域社会の実現 
１） 地域支援事業への参加 

ＪＡは行政をはじめ様々な団体と協調し、ＪＡの組合員組織らが地域支援事業に取組み、住み

慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりに貢献します。 

 

２） ＪＡ健康寿命１００歳プロジェクトの展開 
ＪＡは組合員らが毎日元気で健康に過ごせる期間を１００歳まで伸ばすことを目的として、「健康」

「運動」「予防」を中心に、「ＪＡ健康寿命１００歳プロジェクト」を展開します。元気に生きがいをもっ

て暮らせる地域づくりに取組みます。 
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３） 見守り活動等 
ＪＡは支店や事業所等を見守り拠点として、高齢者の見守り活動やさまざまな相談を取り次ぐ活

動により、支え合い・助け合う地域づくりに取組みます。 

ＪＡの組合員・役職員が認知症サポーターとなり、認知症の早期発見を基本とした「見守り」、軽

度の認知症に対する「支援と対応」、行政関係諸機関等への「情報提供」及び家庭訪問活動時の

「高齢者への一声かけ運動」等を行います。 

 

 組合員の相続・事業承継、資産管理 
組合員の相続・事業承継や資産管理の支援のため、本支店事業所の体制整備に取組むととも

に、各部門において専門的知識を有する職員を育成します。 

１） 相続・事業承継 
相続・事業承継の取組みを周知し、組合員ニーズを捉えるためのセミナー等を開催します。相

続・事業承継担当部署（本店）と窓口（営農経済センター、支店）の役割分担を行い、事業・部門

間で連携し組合員の課題解消に取組みます。 

 

２） 資産管理事業の展開 
農と住の調和したまちづくり、及び少子高齢化・人口減少による住宅需要の縮小・空き家の増

加に対応するため、相談業務の強化に取組みます。組合員資産の健全な保全、活用、管理支援

のため、担当者を育成し、窓口相談や相続対策の提案活動の充実に取組みます。 

 

 地域農業への理解促進と新たなＪＡファンづくりにつなげる取組み 

１） 食農教育活動の実践と地元農産物の消費拡大 
農業体験等を通じて「食」に対する興味や関心を高め、「農」へのつながりを学ぶ食農教育に取

組みます。学校や行政等と連携し、地域の食文化やくらしへの理解を深め、地元農畜産物の消費

拡大に取組みます。 

直売所や支店を食農教育の活動拠点とし、地域農業やＪＡの情報発信を行います。農業体験

や買い物体験、料理教室等の活動に取組み、新たなＪＡ利用者や地域農業の理解者づくりをす

すめます。 

組合員や地域住民に地元農畜産物や国産品による食生活を推進するため、地産地消の活動・

みそ作り活動等を支援します。 

 

２） 支店を核とした協同活動の実践 
組合員や地域住民に対し密接な関係を構築するため、組合員等の教育・学習活動、情報・広

報活動、生活文化活動、組合員組織育成を協同活動の基点と位置づけ、支店協同活動に取組

みます。企画母体として支店運営委員会が中心となり、地域貢献活動や地域イベント、ＪＡくらしの

活動等の支店協同活動を実践します。 

 

３） 広報活動 
広報誌「彩四季」やホームページ、ブログ、ＳＮＳ等の広報活動を充実させます。そして、「支店」

や「直売所」を接点とする情報発信（身近な話題の支店だよりや、直売所ブログの発信等）も実施

します。 
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４） 組合員学習活動 
ＪＡ運動に意欲的に参加する組合員を将来にわたり育成し、ＪＡの組織力・結集力の強化を図る

ため、組合員の学習活動に体系的に取組みます。次代の組合員リーダーを育成する組合員講座

や階層別学習活動に取組みます。 
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III． 事業活動改善計画 

１． 営農事業実践方策 
地域農業振興構想に掲げた目標の達成を通じて、地域農業の振興に取組みます。ＪＡグ

ループの自己改革として掲げる『「農業者の所得増大」、「農業生産の拡大」、「地域の活性化」

に資する取組み』を踏まえ、産地づくりを実践すると共に、担い手・新規就農者・集落営

農組織等の支援により生産基盤を強化します。 
 
（１）産地づくり・強化 

１）伊賀米の産地確立 
（ア）良食味米産地の確立 

良食味米産地としての「特Ａ」連続取得と食味を強調した販売活動を強化し、産地としての確固

たる地位の確立を目指します。このために「伊賀米振興協議会」構成団体と連携し、産地をあげた

「生産」指導と「販売」戦略を構築し実践します。 

また、伊賀米うまい米コンテスト実施に関し、食味評価アップに繋げる指導の実践を関係機関と

連携して行います。 

（イ） 多様な米の販売方式による出荷者確保 
全農と連携した米の共同計算・契約方法の事業見直し、実儒者への直接販売の拡大等により

生産者手取りの増大に努め、出荷者の確保、集荷率の向上を図ります。 

 

２） 伊賀牛の振興 
伊賀牛ブランド強化のためには肥育頭数の回復が重要です。生産基盤の強化と更なる増頭を

図る為、営農振興基金による支援や預託金利支援を継続し、経営支援を行います。 

また、後継者・新規就農者はもとより既存農家に対しても試験牛による技術研修を継続し、生産

技術の確立を図ります。そして、枝肉の品質向上により、新たな販売方法・販売先を検討します。 

併せて、行政と連携し伊賀牛増頭、繁殖技術の確立、技術研修に向け、キャトルブリーディング

ステーション（ＣＢＳ）の建設協議を進めます。そして、伊賀牛ブランドの向上に向けた取組みを強

化します。 

 

３） 園芸の振興 
 野菜類の国内需要動向とＪＡグループの産地振興戦略を踏まえ、キャベツの国内需要増加に伴

い、加工業務野菜の面積及び生産量拡大に取組みます。従来からの「苺、梨、トマト、メロン」に加

え、新たに「キャベツ、ブロッコリー、白菜」の推進や、昔ながらの伝統野菜として「ひのな」の生産

掘り起こしを行い加工業者と連携した販売戦略を構築し、生産活動の支援を実施することが重要

です。また、地域団体商標登録品目の利点を生かし、美旗メロンの販売力強化で、生産支援、面

積拡大に取組みます。 

 併せて、野菜類の安定生産に向けて、水稲育苗ハウスの有効活用等による季節を問わない栽

培体系に対応できる農家づくりに取組み、栽培面積の拡大を進めます。ＪＡ女性部員らを対象に

多彩な野菜づくりを推進するため、基本技術の習得支援を行い、新規販売農家育成に取組みま

す。 
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４）その他品目 
（ア） 水田フル活用に向けた麦生産面積と生産数量の確保 

作付面積を維持することにより生産数量を確保し、実需者と協調してタマイズミＲへの

誘導、転換を進めます。 
 

（イ） 水田フル活用に向けた品質の高い大豆生産面積と生産数量の確保 
現状の面積を維持し生産数量を確保します。地域普及センターや全農と連携し、生産履

歴の確認等から問題点と課題を整理し、収量増に向け取組みます。 
   

（ウ） 飼料用米の収量増大による生産者手取りの確保 
水田フル活用による生産者手取りの増大のため多収性の専用品種による飼料用米の収量

の拡大に取組みます。 
 

 新規需要米への対応拡充 
加工用米の複数年契約や、新市場開拓米（輸出米）・米粉用米では全農等の関係団体と連携

した量的確保に向け、地域単位での作付け誘導に努めます。 

 

５）直売所等を核とした生産者所得の増大計画 
 直売所等の事業取扱高を伸長し、生産者所得の増大に取組みます。 

（ア） 生産者支援・増加 
他部門と連携し、栽培技術から農業経営面まで幅広い支援活動に取組みます。経営規模拡大

や機械の更新の際、資金対応の手法として、融資や営農振興基金、助成金等、生産者に応じた

提案を行います。また、農業未来塾の卒業生、ＪＡ女性部員等への出荷誘導をはじめとした出荷

者数の増加に取組みます。 

   

（イ） 来店者数の増加 
「食の安全・安心・信頼をお届けすること」「野菜ソムリエ等による野菜類の購入満足度を高める

取組み」「消費者と生産者が交流できる場」のコンセプトの下、産地間連携のイベントや日常の取

組みの告知や報告を、各種メディアを活用し発信します。また、観光協会等と連携した観光客の

誘致も含めた来店者の増加に取組みます。 

 

（２）担い手支援対策 
１）多彩な農業者と担い手づくりの推進 

伊賀地域の特性と生産者状況に応じた階層別の取組み方策を定めます。また、「人・農地プラ

ン」の継続した推進及び事務支援を行うことにより、地域ごとのビジョン確立を目指します。 

地域ごとの担い手の育成・確保に取り組むと共に、特性に即した支援を展開します。 

（ア） 土地利用型農業の大規模農家・専業農家 
総合事業の特性を活かした出向く営農渉外担当（ＴＡＣ）と他部門による提案活動の強化と、き

め細かい訪問活動を展開します。 
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（イ） 集落営農組織 
伊賀市域集落営農法人連絡協議会による集落営農組織間の連携を発展させ、広域な集落で

の機械の共同利用や労働力の融通等の取組みを拡大します。 

 

（ウ） 小規模農家（家族農業） 
小規模グループ化等による省コスト化の提案や共同利用施設への誘導に取組みます。また、

生産コスト低減の一環として、農機具シェアによる共同利用提案やレンタル農機具の充実を図りま

す。 

 

（エ） 高齢者・女性農業者 
直売所とインショップへの出荷を入口とする栽培・品質向上研修会等を開催します。 

 
２）地域普及センターと連携した、基本技術（土づくり、施肥、植え付け、水管理、

収穫・乾燥・調整、病害虫防除、品種選択、スマート農業技術）指導強化 
圃場巡回や土壌診断と連携した研修会を開催することに加え、伊賀研究室の水管理システム

によるデータ蓄積・分析により収量増と品質向上に向け取組みます。 

（＊スマート農業：8 ページ（４）参照）  

 

３）農業労働力確保 
地域農業を維持するに当たり不足する農業労働力を確保するため、農作業者登録制度を

継続するとともに、労働力斡旋事業等を研究し、事業化に向けた取組みを行います。 
 

（３）農業資材関連事業 
地域農業の振興と活性化、農業所得増大につながるよう、農業生産コスト低減に取組み

ます。 
１） 低コスト資材の供給 
（ア） 生産資材の銘柄・規格集約 

農業者の生産コスト低減のため、化成肥料の他、有機化成肥料及び被覆複合肥料（一発

タイプ）の銘柄集約に取組みます。また、事前予約を拡大するため銘柄集約と共同購入運

動の周知徹底を行い、担い手生産者への個別推進に取組みます。 
 
（イ） 農薬の担い手への直送規格の導入 

 農薬の大型規格（１ｈａ用）以上の「担い手直送規格」の取り扱い強化を行ない、流通

コストの削減による資材価格の圧縮に努め、生産者への供給価格低減に取組みます。 
 また、出向く営農渉外担当者を通じて、担い手及び大規模農家への推進活動を強化し、

普及面積拡大を図ります。 
 

（ウ） 低コスト農機具（共同購入）の提案 
 生産者の需要をとりまとめ、小グループ等による農機具共同購入の提案も行います。ま

た、担い手向けに機能を簡素化した低価格大型トラクターの提案を行います。 
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２）経営の安定・生産性向上の取組み 
 トラクターレンタル事業を継続するとともに、新たなレンタル農機具を検討し、実施し

ます。併せて、作業時期の異なる生産者でシェアチームを組成し、農機具を共同利用する

「農機シェア・リース」の取扱いを行います。 
 

 

  スマート農業への対応 
ロボット技術や情報通信技術などの先端技術を活用するスマート農業による農作業省

力化や栽培技術の高度化、高品質化への研究や提案、普及に取組みます。また、JA 子会社

等が農作業効率の向上や低コスト化を目的とする農業用ドローンを導入・実証する取組み

を行います 
 

  農地の有効活用・高度利用 
農地集積・不作付け農地の解消及び、水田の有効利用・高度利用の取組みを継続します。 

また、中山間地など収量の低い圃場や小麦等の作付けに適さない圃場などには、「立枯稲

WCS」など新技術の導入に向けた研究を行います。 
＊立枯ＷＣＳとは：立毛乾燥させるＷＣＳ（穂と葉茎を同時に収穫し発酵させた粗飼料）。一般のＷ

ＣＳよりビタミン含量が減少し、肥育牛にも給餌できる粗飼料用。 

 

  ＪＡ出資型農業生産法人による農作業受託事業の強化とＪＡの農業経営 
（株）いがほくぶアグリ、（株）伊賀南部アグリによる農作業の受委託事業や農作業者の

登録制度等により地域農業の支援に取組みます。 
（株)いがほくぶアグリ： 作業委託と作業支援受託者登録数の拡大及びスキームを確立します。 

（株）伊賀南部アグリ： 作業受託の拡大を図ります。 

（株）いがほくぶアグリ・（株）伊賀南部アグリによる直接経営面積を拡大し、地域の担い手不足

の一助とします。また、２法人の経営・運営の効率化のため、法人の１本化を検討します。 

 

  地域農業振興を支援する地域農政（地域農業の支援体制）づくり 
伊賀市農業再生協議会・名張市農業再生協議会を核とした目標配分・生産調整の体制を行政

と一体となり検討し、確立に向け取組みます。併せて、行政各機関と連携し、各種補助事業・直接

支払制度を積極的に取り入れる提案活動を行います。 

 

  営農振興基金 
新規就農者の育成や多彩な担い手の確保など、地域農業の振興を目的に、ＪＡいがふるさとの

剰余金を活用する「営農振興基金」制度を引き続き運用します。 
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２．生活関連事業実践方策 

組合員や地域住民の生活環境の変化に伴い、ニーズの多様化が起こっています。そこで現状

の生活事業体系を見直し、効率的で継続可能な事業体系に変化させること、また、地域のライフ

ラインとしての対応も見据えながら、組合員や地域住民の要望に応えられる事業活動を目指しま

す。 

（１）一般生活事業 
安心・安全・健康をテーマにした商材の提供と、バリアフリーや住宅修繕等住環境に関する相

談活動に取組みます。 

 

（２）拠点事業 

（ア）自燃事業 

電気自動車やエコカーの普及に伴う燃料需要の減少や、再生可能エネルギーの普及による生

活様式の変化等地域の状況変化への対応として、油類供給を中心としたマスタープランの修正

策定と、そのマスタープランに基づく自燃事業の改編を進めるとともに、組合員や利用者に満足

いただける事業所運営に取組みます。 

また、自動車販売・車検整備を充実するため、オートパルの運営体制を確立・強化します。 

 

（イ）店舗購買事業  

地域生活のライフライン確保の対応として、店舗での供給体制を見直し配達君の運行を充実し

ます。供給品を充実するため、直売所との連携や「ＪＡくらしの宅配便」の提案を行います。 

 

（ウ）葬祭事業 

３６５日２４時間対応できる人材・ホールスタッフを育成し、こころのこもった満足いただけるホー

ル対応・葬儀対応に、提携企業との連携強化をすすめます。 

   

（エ）旅行事業 

組合員や地域住民との関係を深化する魅力ある企画旅行、「支店協同活動」の一環としての支

店ごとの企画旅行等を提案します。 

また、ＪＡ各部署と連携し少子高齢化・地域活性化の対策としての婚活支援を実施します。 
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３. 信用事業実践方策 
金融事業を取り巻く環境の変化や人口減少時代に対応するため、合併による規模拡大の利点

を生かし、組合員・利用者に求められるＪＡとしての活動を行います。 

 

（１）農業振興と地域活性化に向けた支援 

１） 農業経営者への継続的な訪問活動を通じ関係を強化すると共に、課題解決に向けた提

案力の向上に取組みます。 

２） 経営形態や経営規模に応じ適切な資金提供を行い、成長戦略の支援や生産者、販売

者と消費者を結ぶ金融仲介機能を発揮します。 

３） 利子補給等を通じ借入負担軽減を図ります。 

４） 他金融機関との協調融資や農業を基軸とした新事業成長投資への資金提供を行います。 

５） 市民にぎわいフェスタやとれたてなばりへの協賛等を通じ地域住民との交流を深めます。 

 

（２）組合員・利用者から求められる役割・機能の発揮 

 次世代層との取引深耕を図るため、相続相談への対応力の強化、店舗管理者による重

層訪問を実施します。 

 一層利用しやすい地域メインバンクとなるため、総合ポイント付ＪＡカードの普及拡大、給

与・年金口座の指定拡大に取り組みます。 

 多様なニーズに対応できるようローン商品の品揃えの拡充に取組みます。 

 貯金、国債、投資信託、共済を中心に個人預かり資産拡大に取組みます。 

 

（３）事業運営態勢の再構築 
１） 明るく親しみやすい窓口づくりにより利用者満足度の向上に取組みます。 

２） 店舗へのＯＴＭ機器などの自動化機器の配置、ペーパーレス化により利用者負担の軽

減・事務の効率化を図ります。 

３） 顧客待ち時間の短縮のため入力応答取引の検討を行います。 

４） 内部統制を確立し健全性の確保に取組みます。 

５） 支店再編整備ならびに店舗別収支管理の強化により安定的な収益構造の構築を図りま

す。 

６） 利用者の利便性向上を目的とし、ＡＴＭの再配置や移動金融車の運行、年金宅配サー

ビスの充実に取り組みます。 
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４. 共済事業実践方策 

地域に根差したＪＡ共済として、３Ｑ訪問活動を通して共済契約者との信頼関係を強め、地域特

性・世代別等ニーズに応じた「ひと・いえ・くるま」の総合保障の提案を行います。また、農業振興

に貢献する取組みの強化、地域貢献活動による絆づくりを通して「元気な地域」を応援します。 

 

（１）事業基盤の確保に向けた共済事業実施体制の強化     
１） 加入世帯への全戸訪問による「３Ｑ訪問活動」を継続し、世代別提案による重層的な共済

の提供と、地域特性に応じたニーズに対応できるエリア戦略を展開します。 

２） 世帯内未加入者・未加入世帯を対象にＪＡ共済のＰＲ活動に取組みます。 

 

（２）健全な業務運営と信頼性の確保 

１） 携帯情報端末の活用により、多様化する顧客ニーズに対し、タイムリーな提案を実施します。 

２） ペーパーレス・キャッシュレスを中心とした事務手続きのもと、迅速かつ適正な引受・支払処

理を行います。 

３） 職員のコンプライアンス意識の更なる向上により、JA 共済の信頼性と健全性を高めます。 

４） 組合員・利用者の声を活かした支店力向上活動を展開します。 

 

（３）農業振興・地域活性化に貢献する取組み強化 

１） 農業振興に貢献する取組みとして、農業者・営農組織への保障提案を他部門とも連携して

行います。 

２） 農業リスク診断活動の継続実施により、農作業・農業経営リスクの軽減となるよう取組みます。 

３） 組合員・地域利用者がＪＡくらしの活動・協同組合活動等ＪＡ事業への積極的な参画を促す

ため、｢ＪＡ共済 地域・農業活性化促進助成金」を有効に活用します。 

４） 交通事故防止への啓発や高齢者世帯への訪問等の地域貢献活動を実施します。 
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IV． 経営管理改善計画 

組合員構成の変化やニーズの多様化を踏まえ、組合員の事業利用の満足度の向上や運営

への意思反映をさらに図るため、自立した総合事業を継続する経営管理機能が発揮される

態勢を確立・維持します。 
１．業務執行体制 
地域のＪＡとしての資質を確保しつつ、農協法改正に対応した役員選出ルール（認定農業者や

実践的能力者等を含む理事構成）と、２０１８年の総代会で決定した定款・規程に基づく役員定数

の変更・選出を実行します。 

 

２．組織運営と経営の調和がとれた機構改革 
組合の経営・組織機構を見直し、事業管理費や事業の効率化に取組みます。経営資源を

再配置することで、組合員の事業利用の満足度の向上やメリットを発揮します。 
（１）支店再編整備 
支店の重要な役割を事業拠点性と組織拠点性と捉え、収益性の確保と地域の協同活動・組織

活動の拠りどころとしての機能の両立を図り、支店の利用満足度の向上を図ります。 

旧いがほくぶ管内においては、旧ＪＡで立てた具体策をスケジュールに沿って進めます。 

旧伊賀南部管内においては、支店への来店状況（利用圏分析等）を踏まえ、支店管轄区域の

見直し検討等を行います。 

営農経済センターの役割を、指導事業、販売事業、購買事業の事業拠点と捉え、高機能・収益

性の確保、相談機能等の迅速な行動と高い専門性を発揮します。 

 

（２）本・支店部門の体制整備 
１） 相続・事業承継支援担当部署の設置と取組み 

地域の特徴である家族経営型農業が維持できるよう整備します。組合員の農業承継や相続を

総合的・専門的に支援するため、総合企画部を部門連携の総合部署とすることを継続し、支店

に相続・事業承継相談取次ぎ窓口を設置します。 

 

（３）経済部門店舗・事業所の再編成 
組合員・利用者の事業利用満足度を維持しつつ、事業採算性の向上を図るため、店舗購買事

業、燃油供給事業等に係る店舗・事業所体制を見直します。 

１） 燃油事業の環境変化に対応する事業所体制の再編制 
組合員の燃油等の使用環境の変化に対応するため、給油所等を再編します。このため、給油

所毎の採算性と燃油供給を中心とした体制に移行する「マスタープラン」を見直し、実践します。

又、オートパルの運営体制の見直しを行ないます。 

 

２） 店舗購買事業の環境変化に対応する店舗体制の再編制 

組合員・地域住民が求めるライフラインの確保の一翼を担うため、現在のＪＡマートでの供給体

制を見直し、移動購買車を運行強化する体制へ移行します。 
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３） 農機事業所の体制整備 
大型農機具等への対応と顧客サービスの向上のため、事務の集約化並びに拠点センター設

置に向けた検討を行います。 

 

４） 物流拠点事業所の体制整備 

  利用者ニーズに適応した物流体制の向上のため、県域等の物流体制の構築も含めマスター

プランを作成し、効率的な配送体制の検討を行います。 

 
５） ライスセンター・カントリーエレベーターの再編整備 

施設利用者の利便性向上と施設の効率的な運用と投資、高品位の調製を維持するため、フレ

コン集荷と荷受け、乾燥調製機能の分離方式を各施設で取組みます。併せて、既存施設の機能

を整理・集約するとともに改修や機械の更新を行う運営体制整備計画を２０１９年度中に策定しま

す。 

 

３．人事労務管理及び役職員研修 

（１）職員数計画（正職員数、臨時職員数） 

ＪＡ事業の適正要員規模と職員配置基準を基本とした要員計画に基づき、優秀な人材を計画

的に採用します。業務と経営の高度化に対応する職員の専門性を高めるため、職員再雇用制度

や臨時職員等を活用しつつ、正職・臨時職の比率を見直します。 

そして、職員の意識改革と労働意欲向上をめざして、目標管理制度を導入します。 

 

（２）役職員教育研修の充実 

役員の研修をＪＡ運営の高度化・専門化に対応するトップマネジメント機能や理事会・監事会機

能の強化を目的とし実施します。 

人材育成基本方針に基づく職員教育を徹底し、協同組合運動の理念と事業の専門的能力を

体得するプロ職員として、人事管理制度との連動を図る基本教育・専門教育を行います。そして、

管理職や職場同僚によるＯＪＴの積極的な活用とそのための管理職教育に取組みます。併せて組

合員・利用者の声を活かし、組合員・利用者満足度向上活動に取組みます。 

 

４．健全経営の確立 
（１）財務基盤の健全強化 

１） 遊休・不稼働資産の有効活用等 
支店再編整備と事業所の再編整備の進展に合わせ、組合員の意向をふまえ、遊休・不稼働資

産の有効活用や処分をすすめます。 

 

２） 経営管理体制の強化 
リスク管理債権の厳正な管理による債権の健全化、ＡＬＭ委員会による余裕金運用の検討等に

よる財務の健全性確保と、組合経営状況の迅速な分析による経営判断を行います。 併せて、固

定資産取得と自己資本増強のバランスのとれた自己資本比率の維持につとめます。 

剰余金については、組合員への事業を通じての還元を基本とし、地域農業の振興や組合員学

習等を目的とした内部留保を計画的に行います。 
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（２）内部統制システムの確立 
コンプライアンス態勢を強化し、法令遵守への理解の徹底、内部規定に準拠した事務処理を徹

底することにより、日常業務における事務ミスや苦情を防止します。内部統制システムを制定し、

毎年度評価・報告を行い、健全性を向上します。 

監事監査は経営の健全性及び信頼性を確保するため、理事の業務執行及びＪＡ業務全般にわ

たって監査機能を充実・強化します。 

 

５. 事業利用分量配当等の実施 

組合員らの事業利用の満足度を高めるため、出資配当や事業利用分量配当、総合ポイントラ

ンクアップ制度を継続して実施します。 

 

６. 行政・関連団体との連携 
地域農業の振興と地域生活の維持のため、行政や関連団体との連携を密にとります。 

 

  



15 
 

V． 固定資産の新規投資、既存施設の整備計画 

経営資源の選択と集中を図るため、固定資産への投資については、下記の方針の下、優先順

序を決め、計画的に行います。 

１．支店施設の建設、改築、修繕 
支店再編整備にかかる投資を優先的に実施することを念頭に、求める支店機能に対応した施

設にします。 

第 1 次中期経営計画の期間に阿山支店・上野南支店を新築します。 

その他の支店・サテライト店を耐震補強（建て替えを含む）と改修について、優先順位を付け行

います。 

 

２．共同利用施設の改修 
施設を効率的に運用し高品位の調製を維持するため、２０１９年度中に策定する共同利用施設

運営体制整備計画の下、既存施設の機能整理・集約、施設の改修更新を行います。 
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VI． 戦略及び基本目標、重点施策、行動計画の年次到達計画 

１．組織及び組織運営 
 

分 野 内容 現状 
2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

戦略 将来の盤石な組織基盤づくりのため、組合員加入を促進し、組合員との関係を強化し、組合員

組織を活性化します。 
基本目標① 組合員加入方針を策定し、組合員加入をすすめます。 

行動計画 

組合員加入方針の策定・実践 ― 策定・実施 実施 継続 
准組合員参画方針の策定・実践 ― 策定・実践 実施 継続 
農業後継者や女性農業者等の正組合員

加入 100 人/年 100 人 250 人 400 人 

直売所や事業利用者の准組合員加入 150 人/年 150 人 300 人 450 人 

新規就農者・営農組織等の組合員加入 50 経営体 50 経営体 70 経営体 80 経営体 

基本目標② 協同組合活動等を通じ組合員との関係を強化し、組合員の参画を促進します。 

行動計画 

支店協同活動計画の実践 実施 継続 継続 継続 

組合員講座の運営 実施 継続 継続 継続 

直売所モニター制度の運営 実施 継続 継続 継続 

支店運営委員会の開催 ― ２回/年 ２回/年 ２回/年 

准組合員総合モニター制度の運営 ― 実施 継続 継続 

基本目標③ 組合員組織を活性化し、組合員の営農や生活の活動支援に取組みます。 

行動計画 

実行組合長会議の定期開催 実施 継続 継続 継続 

女性組織（フレッシュミズ）の活動人数

の定着 10 人 10 人 20 人 30 人 

青年部ポリシーブックの改定と意見交

換会の実施 
実施 

１回/年 
実施 

１回/年 
継続 

１回/年 
継続 

１回/年 
目的別組織（年金友の会等）の合同行事

企画 
実施 

２回/年 
実施 

２回/年 
継続 

２回/年 
継続 

２回/年 

役職員研修会の実施 県域研修

会参加 実施 継続 継続 

戦略 ＪＡくらしの活動等を通じて、安心して暮らせる地域づくりや地域コミュニティーの活性化に取組

みます。 
基本目標① 高齢者がいきいきと生活できる地域社会の実現に取組みます。 
重点施策 地域支援事業やＪＡ健康寿命１００歳プロジェクトを展開し、高齢者の生活を支援します。 

行動計画 

行政・他団体との地域の高齢者状況につ

いての定期連絡 
― 実施 継続 継続 

健 康 寿 命 １ ０ ０ 歳 プ ロ ジ ェ ク ト の 実 践

（ウォーキング大会、県大会に参加） 
実施 継続 継続 継続 
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分 野 内容 現状 
2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

行動計画 

見守り活動の実践 
家庭訪問

時、渉外活

動時等 

継続 継続 継続 

認知症サポーターの養成（役職員） 
管理職、渉外

担当者養成 未受講者 未受講者 未受講者 

認知症サポーターフォローアップ研

修の開催（既研修者の再受講率） 
― ３０％ ６０％ １００％ 

基本目標② 組合員の相続・事業承継や資産管理の支援に取組みます。 

重点施策 
相続・事業承継の取組み周知と、組合員ニーズを捉えるためのセミナー等を開催しま

す。 

行動計画 
本支店体制の確立 試行実施 実施 継続 継続 

ハッピーマイライフセミナー 4 回 4 回 4 回 4 回 

重点施策 管理部会を中心に相談・支援活動に取組みます。 

行動計画 
資産・管理のための相談業務 実施 継続 継続 継続 
担当者の育成と提案の充実 実施 継続 継続 継続 

基本目標③ 
地域農業への理解促進と新たなＪＡファンや地域農業応援団の輪を広げるため、食農

教育活動を展開します。 

重点施策 直売所や支店・事業を活動拠点として活動や情報発信を行います。 

行動計画 

1 支店 1 協同活動の実践 実施 継続 継続 継続 

親子アグリ教室の開催（全体・直売所） 2 回/年 
3 回以上/

年 

3 回以上/
年 

3 回以上/
年 

ＪＡ総合ＳＮＳ（ライン＠等）の立ち上

げと定期情報発信 
― 実施 継続 継続 
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２．事業活動面  営農事業 

  

 分 野 内容 現状 
2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

戦略（伊賀米） 良食味産地の確立と、産地をあげた生産指導と販売強化対策を構築します。 

基本目標① 伊賀米振興協議会の活動をさらに活性させた良食味産地の確立を目指します。 

重点施策 食味ランク「特Ａ」評価の連続取得と食味を強調した取組みを行います。 

行動計画 

伊賀米振興協議会（販売部会・技

術対策会議・良食味対策会議）に

よる研究、実践 

実施 継続 継続 継続 

１等比率 75％以上 73％ 74％以上 75％以上 75％以上 
県普及センターと連携した巡回・

指導 
実施 継続 継続 継続 

基本目標② 販売戦略に基づいた販売力の強化を図ります。 

重点施策 「特Ａ」評価を強調し、新たな消費者を開拓します。 

行動計画 

「特Ａ」を活用した商品化 実施 継続 継続 継続 

首都圏等成熟した消費圏への販

売 
検討、実施 継続 継続 継続 

戦略（伊賀牛） 肥育頭数の回復を重点とした伊賀牛の振興に取組みます。 

基本目標① 伊賀牛の更なる品質向上に向けた技術指導を強化します。 

重点施策 安定した生産体制の構築と飼育技術の向上を図ります。 

行動計画 
素牛選定マニュアルの修正と普及 継続 修正 継続 継続 

関係機関と連携した研修会の開催 継続 継続 継続 継続 

基本目標② 伊賀牛のブランド力を強化し、有利販売に努めます。 

重点施策 ブランド力確保のため飼養頭数を増強すると共に、販売チャネルの開拓を行います。 

行動計画 

飼養管理マニュアルを活用した頭数

の安定供給（JA いがふるさと単独数値） 
1,141 頭 1,200 頭 1,250 頭 1,340 頭 

行政と連携したブランド力強化 継続 継続 継続 継続 

新規販路の開拓 継続 継続 継続 継続 

基本目標③ 生産支援体制の整備を通して農業経営の安定化を図ります。 

重点施策 繁殖技術や新規技術の取得、また後継者育成支援に努めます。 

行動計画 
行政と連携し新規就農者研修を

兼ねたＣＢＳ等の建設協議 
検討 検討 決定 実施 

経営承継支援と情報提供 継続 継続 継続 継続 
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 分 野 内容 現状 
2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

戦略（園芸） 野菜類の安定生産と栽培面積の拡大をすすめ園芸の振興を図ります。 

基本目標① 行政・全農と連携し、産地生産体制を拡大・構築します。 

重点施策 主要作目の生産・作付・販売目標   

行動計画 

・アスパラガス 作付面積 4.3ha 4.72ha 5.27ha 5.67ha 

・いちご 販売金額 17,465 千円 17,000 千円 17,500 千円 18,000 千円 

・なばな 作付面積 7.7ha 7.5ha 8.0ha 8.3ha 

・梨 作付面積 11.0ha 11.0ha 11.0ha 11.0ha 

・ぶどう 作付面積 11.74ha 11.71ha 11.71ha 11.71ha 

・椎茸 販売金額 18,316 千円 18,000 千円 18,500 千円 19,000 千円 

・メロン           販売金額 15,539 千円 16,000 千円 16,000 千円 16,500 千円 

伊賀園芸振興協議会のアスパラ苗補助 実施 継続 継続 継続 

重点施策 国内需要に応じた作物の産地化に向けた生産支援に取組みます。 

行動計画 ・加工、業務用キャベツ 2.0ｈａ 2.5ha 2.5ha 2.5ha 

基本目標② ミニ産地化としての販売戦略の構築 

重点施策 品目ごとに販路を整理し、出荷量を増大させます。 
行動計画 ・ブロッコリー、白菜の面積拡大 検討 実施 継続 継続 

基本目標③ 組織の再編を踏まえて園芸部会の活性化を図ります。 

重点施策 安定的に野菜類を生産・出荷できる技術の向上に取組みます。 

行動計画 
・普及センターとセンター園芸担当

者と営農部農産販売課と連携し、

生産技術強化 

 

実施 

 

継続 継続 継続 

基本目標④ 生産指導・販売体制の再構築を通じて園芸の振興に寄与します。 

重点施策 
職員の専門知識向上により指導力を強化すると共に普及センターと連携した生産指

導を行います。 

行動計画 ・センター園芸担当者の圃場巡回 10 件/月 10 件/月 10 件/月 10 件/月 

戦略（その他品目） 水田フル活用を通じてその他品目の生産量を増加させます。 

基本目標 麦・大豆の生産数量確保に努めます。 

重点施策 品種転換や栽培の課題の洗い出しにより収量を増加させます。 

行動計画 

①麦：タマイズミＲへの転換による

面積拡大 
3.5ｈａ 490ｈａ 490ｈａ 500ｈａ 

②大豆：生産履歴の確認と課題整

理による収量増加 
実施 継続 継続 継続 

③飼料用米：専用品種の導入 ― 70ｈａ 100ｈａ 100ｈａ 
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 分 野 内容 現状 
2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

戦略（直売所） 直売所の事業取り扱高を伸長し、生産者所得の増大に取組みます。 

基本目標 他部門と連携した生産者支援と来場者数の増加に取組みます。 

重点施策 幅広い支援活動と多様な生産者に応じた提案を行います。 

行動計画 

栽培技術等の研修開催 ― 6 回/年 6 回/年 6 回/年 

出荷者協議会会員数の増加 538 人 560 人 580 人 600 人 

インショップ出荷者の拡大 358 人 360 人 370 人 380 人 

重点施策 各種イベントを開催し、メディアを活用し広報活動をすることで来店者数を増加させます。 

行動計画 

産地間連携、生産者との交流等の

イベント開催 
― ４回/年 ４回/年 ４回/年 

ブログの定期更新 

チラシ等による情報発信 
１回以上/週 

１回以上/月 
継続 継続 継続 

店舗運営方式の再構築 ─ 検討・決定 実施 継続 

出荷コーディネーターの設置 ― 実施 継続 継続 

戦略 
（多様な担い手） 

多様な担い手づくりの推進を通じて、地域の農業振興に寄与します。 

基本目標 伊賀地域の特性と多様な生産者の状況に応じた取組み方策を定めます。 

重点施策 大規模農家・専業農家への対応 

行動計画 
総合事業を活かしたきめ細かな訪

問・支援 
継続 継続 継続 継続 

重点施策 集落営農組織への対応 

行動計画 

人・農地プランの作成・更新を通じ

た組織づくりの支援 

法人・任意

組織設立数 
2 組織 2 組織 2 組織 

集落営農法人連絡協議会を通じ

た集落営農組織間の連携 
継続 継続 継続 継続 

重点施策 小規模飯米農家への対応 

行動計画 
農業者のグループ化等の提案 提案 継続 継続 提案 

レンタル農機具の充実 継続 検討 実施 継続 

重点施策 定年帰農者・女性従事者への対応 

行動計画 
各種研修会の開催 実施 実施 継続 継続 
ひぞっこへの出荷誘導 実施 継続 継続 継続 

戦略 

（農地の有効活

用・高度利用） 

農地利用最適化の推進や水田フル活用ビジョンを通じて農地の有効利用・高度利

用に取組みます。 

重点施策 水田の有効活用への対策 

行動計画 
水田フル活用ビジョンに沿った不

作付農地の解消 

調整水田・

保全管理

1,155ha 
1,140ha 1,125ha 1,110ha 
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 分 野 内容 現状 
2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

重点施策 農作業受託事業の強化による地域支援 
行動計画 作業支援受託者の派遣 実施 継続 継続 継続 

重点施策 (株)いがほくぶアグリによる農業経営 
行動計画 直接経営面積の拡大 2.20ha 2.20ha 2.50ha 3.00ha 

重点施策 (株)伊賀南部アグリによる農業経営 

行動計画 直接経営面積の拡大 1.0ha 1.5ha 2.0ha 3.0ha 

戦略 
（農業の低コスト化） 

農業経営の安定と農業者手取り増大のため、農業生産コスト低減を目指します。 

基本目標（農産） 事前予約の拡大と銘柄集約等の取組みを生産者に提案します。 

重点施策 低コスト資材の取組み 

行動計画 
生産資材の銘柄・規格集約 肥料３品目 継続 継続 継続 

農薬の担い手直送規格の導入 検討 導入 継続 継続 

基本目標（農機） 幅広い生産者層の営農に対応する農機サービスを提案します。 

重点施策 生産者の需要をとりまとめ、共同購入や農機レンタル事業、やシェア・リースに取組みます。 

行動計画 

低コスト（共同購入）トラクターの提

案 
１機種 

機種増加

検討・実施 

機種増加

検討・実施 
機種増加

検討・実施 
トラクターレンタル事業 実施 継続 継続 継続 

小型農機具のレンタル事業 検討 検討・実施 継続 継続 

農機具共同利用「農機シェア・リー

ス」の取扱い 
検討 検討・実施 実施 継続 

農機事業体制の再編制 検討 実施 継続 継続 

戦略 利用者ニーズ・満足度を高めるため物流体制の整備に取組みます。 

基本目標（農産） 物流拠点事業所の体制整備 

行動計画 

効率的な配送体制と毎日配送の実施 実施 改善・実施 改善・実施 改善・実施 

在庫管理倉庫の整備 ― 検討 実践 実践 

営農経済センター単位の物流荷

受業務の体制づくり 
検討 検討・実施 継続 継続 
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３．事業活動面  生活事業 

 

  

分 野 内容 現状 
2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

戦略 
生活環境の変化に伴い、効率的で継続可能な事業体系に変更し、組合員や地域住民

の要望に応えられる事業活動を目指します。 

基本目標 

（購買） 
組合員の健康等財産保全に絞った商品提案を行います。 

行動計画 

健康器具・補聴器相談（千円） 6,000 8,000 10,000 12,000 

バリアフリー等住宅改修相談 39 件 50 件 130 件 210 件 
シロアリ駆除・防除の相談・実施（千

円） 
110,000 130,000 130,000 130,000 

基本目標 
（自燃） 

健全な業務運営を行い組合員・地域住民への油の安定供給と利用の利便性を図りま

す。 

重点施策 現状に沿ったマスタープランを作成し、実践します。 

行動計画 

油類事業所体制の見直し 検討 実施 継続 継続 

灯油配達件数の確保 1,350 件 1,350 件 2,700 件 4,050 件 

オートパル体制の確立 ― 検討・決定 体制整備 継続 

基本目標 
（店舗） 

地域生活のライフライン確保への対応として、管内地域に訪問する体制を整備します。 

重点施策 地域の情勢にあった店舗体制に見直します。 

行動計画 

店舗運営体制の見直し 

      （マスタープランの作成） 
― 決定 実施 継続 

JA 暮らしの宅配便（共同購入） 実施 継続 継続 継続 

利便性を重視した配達君の運行 実施 継続 継続 継続 

基本目標 
（旅行） JA らしさを打出した魅力ある企画旅行等の提案を行います。 

重点施策 訪問・カウンターセールスの強化に取組みます。 

行動計画 
組合員等地域住民への訪問 件/年 ― 200 件 400 件 600 件 

募集旅行の企画提案 30 件 36 件 72 件 108 件 

基本目標 
（葬祭） 

365 日 24 時間対応できる為の人材育成を図り、満足いただける葬儀対応に努めます。 

重点施策 ニーズにあった心のこもった対応力の強化を図ります。 

行動計画 

専門スタッフの育成強化 実施 継続 継続 継続 

ふれあい互助会会員の増員 7,396 件 7,450 件 14,950 件 22,500 件 

他社ホールの提携強化と代金決済

方法の拡大検討・実施 
― 検討・決定 実施 継続 
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４．事業活動面  信用事業 

 
 
 
 
 
 

分 野 内容 現状 
2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

戦略 農業振興と地域活性化に向けた支援に取組みます。 

基本目標 農業者所得増大・農業生産拡大への支援に取組みます。 

重点施策 
農業経営者への継続的な訪問活動を通じた関係と、課題解決に向けた提案力を強化

します。 

行動計画 

農業経営者への相談・提案機能の

発揮 

出 向 く 営 農

担 当 者 と の

同 行 訪 問

（先数） 

７０件 １４０件 ２１０件 

農業者・新規就農者への金融機能

の発揮 
農業融資(実

行件数) 
１１５件 ２２０件 ３１５件 

ＪＡバンク農業者セミナーの実施・開

催 
集客人数

（人） 
５０人 １００人 １５０人 

利子補給・利子助成による経営支

援 
実施 継続 継続 継続 

重点施策 農業者・農機具販売店への訪問活動を強化します。 

行動計画 

定例訪問活動の継続 

融 資 専 任

外 務 員 に

よる定例訪

問（訪問回

数） 

８０回 １６０回 ２４０回 

見込先リストの選定に基づく訪問活

動 

地 域 農 業

を 支 え る

パートナー

との関係深

化（訪問回

数） 

４００回 ８００回 １，２００回 

新規就農者への資金支援 融資件数 ３件 ６件 ９件 

重点施策 地域社会発展への貢献 

行動計画 
各種ＪＡバンクのＰＲイベントの開催・

参加 

子育て世

代を応援

する貯金

商品の取り

扱い、フォ

トコンテスト

の開催、く

の一を招

いてのサッ

カー教室

の開催 

実施 継続 継続 
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分 野 内容 現状 
2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

行動計画 地域貢献活動の実施 

防災意識

啓発貯金

商品の取り

扱い、高齢

者世帯へ

の声掛け、

地域イベン

トへの参加 

継続 継続 継続 

基本目標 組合員・利用者から求められる役割・機能の発揮 

重点施策 大口貯金利用者への世帯重層管理を行います。 

行動計画 

推定相続人への対応強化 
相続・遺言

個別相談

会の開催 

継続 継続 継続 

専門家との連携による高度な相談業

務の実施 

遺言信託

の導入 
実施 継続 継続 

重点施策 農業金融としての機能発揮に取組みます。 

行動計画 
農業を基軸とした新規事業や成長投

資への資金提供 

バイオマス

発電と連携

した畜産事

業 

継続 継続 継続 

重点施策 地域メインバンクとして取組みを強化します。 

行動計画 
給与受取り口座の指定拡大 獲得件数 ５００件 １,０００件 １,５００件 

年金受取り口座の指定拡大 獲得件数 ９００件 １,６００件 ２,４００件 

重点施策 個人預かり資産の拡大に取組みます。 

行動計画 
シーズンマーケティングの充実・強化 

期 間 限 定

商 品 の 企

画、取り扱

い 

実施 継続 継続 

投資信託の取扱い拡大 獲得件数 ５００件 １,０００件 １,５００件 

重点施策 投資信託・国債を含めた個人預かり資産の伸張 

行動計画 ライフプランコンサルティングの充実 

年 金 見 え る

化 ツ ー ル 活

用 に よ る 早

期の年金予

約 推 進 活

動、システム

ツ ー ル の 活

用によるライ

フプランの提

案 

実施 継続 継続 
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分 野 内容 現状 
2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

基本目標 事業運営体制を再構築します。 

重点施策 利用者満足度を向上します。 

行動計画 

利用者負担の軽減、事務の効率化 

タブレット導

入による電

子署名の活

用 、 ペ ー

パ ー レ ス ・

入力レス取

引の拡大 

検討 実施 継続 

現金自動化機器の配置推進 

ＯＴＭの設

置・オープ

ン出納機の

更 新 、 Ａ Ｔ

Ｍの更改 

検討 実施 継続 

中長期視点による計画的な人材育

成の実践 

証 券 外 務 員

試 験 他 各 種

資 格 試 験 試

験 合 格 者 の

増加 

継続 継続 継続 

重点施策 安定的な信用事業の収益構造を構築します。 

行動計画 
店舗別収支管理の強化 

支店別収

支計画に基

づく支店業

績評価の確

立 

実施 継続 継続 

店舗・ＡＴＭの配置戦略の検討 
ＡＴＭの増

設、再配置 
実施 継続 継続 

重点施策 支店再編整備による利用者の不安を解消し、利便性を維持します。 

行動計画 
移動金融車の運行 

組合員・利

用者の利便

性維持、全

国ＪＡバンク

業務継続

体制に貢献 

継続 継続 継続 

年金宅配サービスの充実 件数 １,３００件 ２,９００件 ４,６００件 
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５．事業活動面  共済事業 

 

分 野 内容 現状 
2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

戦 略 共済契約者との信頼関係を強め、ニーズに応じたＪＡ共済を提案します。 

基本目標① 事業基盤を強固にするため、共済事業実施体制を強化します。 

重点施策 ３Ｑ訪問活動による加入内容説明を実施し、利用者との絆を強化します。 

行動計画 
加入世帯への全戸訪問 

3 ヵ年

100％   

訪問達成 

年間 70％

以上訪問 

年間 70％

以上訪問 

年間 70％

以上訪問 

こども共済加入先への小学校入学お

祝い訪問 
実施 継続 継続 継続 

重点施策 世代別・性別（セグメント）提案の実践を通じた「ひと」分野の生命共済を提供します。 

行動計画 死亡・生存型保障及び一時金商品 

等生命新規契約の拡大 
180 万ＰＴ 200 万ＰＴ 400 万ＰＴ 600 万ＰＴ 

重点施策 エリア戦略による事業推進を展開します。 

行動計画 

地域性・市場性等を配慮した適正な

事業目標の設定 
実施 継続 継続 継続 

ＬＡの経験年数に応じた地区割り 

・目標設定 
実施 継続 継続 継続 

世帯内未加入者への保障充足提案 実施 継続 継続 継続 

重点施策 ニューパートナー獲得に向けた取組みを継続します。 

行動計画 
ニューパートナー件数の拡大 709 人 800 人 1,600 人 2,400 人 

市街地訪問活動の強化 実施 継続 継続 継続 

アンパンマンこどもくらぶ会員の募集 112 人 100 人 200 人 300 人 

重点施策 総合保障の提案活動を実施します。 

行動計画 恒常・一斉推進による普及 

 （新規ＰＴ契約の拡大） 

ＰＴ目標 

1,020 万ＰＴ 

ＰＴ目標 

1,000 万ＰＴ 

（新規目標

600 万ＰＴ） 

ＰＴ目標 

2,000 万ＰＴ 

（新規目標

1,200 万ＰＴ） 

ＰＴ目標 

3,000 万ＰＴ 

（新規目標

1,800 万ＰＴ） 

重点施策 自動車・自賠責共済の台数を確保すると共に保障の充実を図ります。 

行動計画 

自動車共済終期日情報の収集 403 件 600 件 1,200 件 1,800 件 

自動車共済純新規契約の獲得 
ＰＴ目標 

120 万ＰＴ 

ＰＴ目標 

120 万ＰＴ 

ＰＴ目標 

240 万ＰＴ 

ＰＴ目標 

360 万ＰＴ 

共済代理店との連携強化 実施 継続 継続 継続 

自動車共済見積書の収集 実施 継続 継続 継続 

基本目標② タイムリーな提案と職員のコンプライアンス意識を向上させ、健全な業務運営と信頼性を高

めます。 

重点施策 事故処理サービスの満足度を向上します。 

行動計画 契約者満足度の向上（処理日数の 

短縮・経過報告の徹底） 
実施 継続 継続 継続 
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分 野 内容 現状 
2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

重点施策 窓口でのカウンターセールス力を強化します。 

行動計画 

タブレット型端末を活用した窓口提案

力強化と事務処理の効率化 
実施 継続 継続 継続 

各店担当者のスキルアップ（審査員資

格取得・各種研修会の開催・ｅラーニ

ングの実施） 

実施 継続 継続 継続 

重点施策 コンプライアンス意識の向上と管理体制を強化します。 

行動計画 

マイナンバー等個人情報取扱管

理の周知徹底 
実施 継続 継続 継続 

共済証書・共済掛金払込証明書・

各種案内ハガキの直送 
実施 継続 継続 継続 

貸借不突合契約リストのチェック 実施 継続 継続 継続 

新契約の早期引受処理 実施 継続 継続 継続 

コンプライアンス点検の実施 実施 継続 継続 継続 

月遅れ契約の解消 実施 継続 継続 継続 

ペーパーレス契約割合の拡大 
長期 90％ 

自動車 65％ 

長期 90％ 

自動車 70％ 

長期 90％ 

自動車 70％ 

長期 90％ 

自動車 70％ 

キャッシュレス契約割合の拡大 － 60％以上 60％以上 60％以上 

基本目標③ 地域活性化に貢献する取組みを実施します。 

重点施策 交通事故防止への啓発と地域とのふれあい活動を実施します。 

行動計画 

管内小学校新入学児童へヘル

メットの寄贈 
実施 継続 継続 継続 

書道・ポスターコンクールの開催 実施 継続 継続 継続 

介助犬ＰＲ活動の実施 実施 継続 継続 継続 

重点施策 高齢者世帯への訪問と福祉サービスを提供します。 

行動計画 
ＬＡによる高齢者世帯の訪問 実施 継続 継続 継続 

共済商品を利用した税務相談活

動 
実施 継続 継続 継続 

重点施策 農業者のリスク軽減化に向けた取組みを実施します。 

行動計画 農作業リスク診断の実施と事故に

備えた保障の提案 
実施 継続 継続 継続 
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６．経営管理面 

 
  

分 野 内容 現状 
2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

戦略 組合員構成とニーズの多様化を踏まえ、組合員満足度の向上と運営への意思反映を

図る経営管理態勢を改善します。 

基本目標① 農協法改正に対応した役員選出ルールにより選出します。 

行動計画 役員選出ルールに基づく選出 ― 実施 継続 継続 

基本目標② 組織運営と経営の調和がとれた機構改革を進めます。 

重点施策 支店の重要な役割をとらえ、再編整備をすすめ、支店業務の完結性を高めます。 

行動計画 
支店再編整備具体策の実践 実践 実践 継続 継続 
支店の利用圏分析と対応 ― 検討 検討 方針 

重点施策 事業環境の変化に対応した事業所機構に再編整備します。 

 
行動計画 

マスタープランに沿った給油所等

の再編整備 
検討 決定 実施 継続 

生活購買店舗の再編整備 ― 検討・実施 実施 継続 

農機事業所の体制整備 検討 検討・実施 検討・実施 実施 

共同利用施設の再編整備 ― 検討・実施 検討・実施 検討・実施 

 物流拠点の体制整備 検討 検討・実施 検討・実施 検討・実施 

基本目標③ 業務と経営の高度化に対応する人事労務管理と役職員研修を実践します。 

重点施策 職員の専門性を高めるため、正・臨時職の比率を見直します。 

行動計画 支店再編整備に沿った比率見直

し（正職比率） 
６割 ６割 ６割 7 割 

基本目標④ 事業利用分量配当等を導入し、組合員の満足度を高めます。 

行動計画 
事業利用分量配当の実施 ― 実施 継続 継続 

総合ポイントランクアップ制度の実

施 
実施 継続 継続 継続 

基本目標⑤ 業務の高度化への対応と能力開発のため、目標管理制度を導入します。 

行動計画 目標管理制度の実施 ― 実施 継続 継続 
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分 野 内容 現状 
2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

戦略 経営の健全性を確立するため、財務基盤を強化します。 

基本目標① 組合資産を有効活用します。 

行動計画 遊休・不稼働資産の有効活用・処

分 
実施 実施 継続 継続 

基本目標② 内部統制基本システムを制定し、評価・報告を行い健全性の向上に取組みます。 

重点施策 リスク管理態勢、内部統制を強化します。 

行動計画 

内部統制基本システム制定・評価 策定 評価 継続 継続 

コンプライアンス態勢の強化、問題

点・課題の共有化 
実施 継続 継続 継続 

無通告監査の実施 実施 実施 継続 継続 

資産査定の監査 実施 実施 継続 継続 
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VII．  事業量計画                               
 単位：千円、ＰＴ  

 
※ひぞっこ取扱高（ほのぼの市場実績含む） 

 

2018年度 2019年度 前年 2020年度 前年 2021年度 前年

実績 計画 対比 計画 対比 計画 対比

267,317,196 271,047,000 101.4% 271,589,000 100.2% 272,132,000 100.2%

39,071 24,000 61.4% 20,000 83.3% 16,000 80.0%

178,178,312 171,069,000 96.0% 171,315,000 100.1% 171,756,000 100.3%

30,258,551 40,000,000 132.2% 40,000,000 100.0% 40,000,000 100.0%

59,402,819 60,207,000 101.4% 60,509,000 100.5% 60,812,000 100.5%

生命/建更共済
新契約（ポイント）

10,292,353 10,000,000 97.2% 10,000,000 100.0% 10,000,000 100.0%

生命/建更共済
新契約（保障額）

81,645,930 71,000,000 87.0% 71,000,000 100.0% 71,000,000 100.0%

自動車共済
保有計画（台数）

21,077 20,800 98.7% 20,600 99.0% 20,400 99.0%

自賠責共済
保有契約（台数）

18,186 18,000 99.0% 17,800 98.9% 17,600 98.9%

火災共済（掛金） 21,769 21,200 97.4% 21,200 100.0% 21,200 100.0%

傷害共済（掛金） 5,974 6,000 100.4% 6,000 100.0% 6,000 100.0%

生産資材 3,072,923 3,112,900 101.3% 3,091,600 99.3% 3,094,400 100.1%

生活資材 3,434,809 3,315,200 96.5% 3,238,900 97.7% 3,238,400 100.0%

計 6,507,732 6,428,100 98.8% 6,330,500 98.5% 6,332,800 100.0%

農産販売 3,467,602 3,350,000 96.6% 3,400,000 101.5% 3,450,000 101.5%

園芸販売 495,078 478,000 96.6% 490,000 102.5% 520,000 106.1%

畜産販売 2,153,375 2,004,700 93.1% 2,174,800 108.5% 2,253,800 103.6%

計 6,116,055 5,832,700 95.4% 6,064,800 104.0% 6,223,800 102.6%

ＣＥ・ＲＣ米（袋） 143,391 158,100 110.3% 158,100 100.0% 155,100 98.1%

ＣＥ・ＲＣ麦（袋） 30,124 26,400 87.6% 26,400 100.0% 26,000 98.5%

ビーンC大豆（袋） 3,336 8,000 239.8% 8,000 100.0% 8,000 100.0%

育苗C(箱） 297,906 311,000 104.4% 300,000 96.5% 300,000 100.0%

シードC（袋） 22,146 23,000 103.9% 23,000 100.0% 23,000 100.0%

堆肥C（袋換算） 247,901 271,000 109.3% 271,000 100.0% 271,000 100.0%

委託販売 236,147 240,500 101.8% 252,500 105.0% 265,000 105.0%

仕入販売 117,011 120,000 102.6% 129,700 108.1% 141,000 108.7%

店舗購買 72,468 75,500 104.2% 110,000 145.7% 125,000 113.6%

計 425,626 436,000 102.4% 492,200 112.9% 531,000 107.9%

販
売
事
業

販
売
高

項　　目

信
用
事
業

貯金残高

借入金残高

預金残高

有価証券残高

貸出金残高

共
済
事
業

長
期

短
期

購
買
事
業

供
給
高

利
用
事
業

取
扱
量

ひ
ぞ

っ
こ

取
扱
高
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VIII． 総合収支計画                                          
 単位：千円 

 

 

2018年度実績 2019年度計画 2020年度計画 2021年度計画

4,389,848 3,982,670 3,976,450 3,978,500

信用事業総利益 2,018,197 1,705,000 1,700,000 1,700,000

共済事業総利益 1,322,535 1,275,000 1,258,400 1,247,070

購買事業総利益 742,178 755,560 739,230 735,790

　内、生産資材購買 287,669 314,490 329,330 329,930

　内、生活資材購買 454,509 441,070 409,900 405,860

販売事業総利益 194,164 138,570 142,380 146,800

ひぞっこ事業総利益 48,863 44,150 52,400 58,500

保管事業総利益 29,181 28,720 29,040 29,540

加工事業総利益 8,061 7,260 7,260 7,460

利用事業総利益 166,154 182,070 182,400 187,500

宅地等供給事業総利益 19,148 17,500 16,500 17,000

指導事業収支差額 -158,633 -171,160 -151,160 -151,160

3,888,986 3,735,410 3,737,920 3,735,740

500,862 247,260 238,530 242,760

事業外収益 506,526 295,410 295,410 295,410

事業外費用 147,782 137,590 137,590 137,590

859,606 405,080 396,350 400,580

特別利益 3,627 0 0 0

特別損失 468,270 12,000 12,000 12,000

394,963 393,080 384,350 388,580

経常利益

税引前当期剰余金

項　　　目

事業総利益

事業管理費

事業利益
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 単位：千円 
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IX． 財務計画                                                 
単位：千円 

 

2018年度実績 2019年度計画 2020年度計画 2021年度計画

現金 863,422 850,000 850,000 850,000

預金 178,178,312 171,069,000 171,315,000 171,756,000

有価証券 30,258,551 40,000,000 40,000,000 40,000,000

貸出金 59,402,819 60,207,000 60,509,000 60,812,000

その他信用事業資産 562,846 562,000 550,000 550,000

信用貸倒引当金 -85,364 -83,000 -80,000 -80,000

信用事業資産計 269,180,586 272,605,000 273,144,000 273,888,000

共済資産 15,877 21,000 15,000 15,000

経済事業未収金 984,769 950,000 900,000 900,000

経済受託債権 691,211 700,000 700,000 700,000

棚卸資産 312,218 300,000 300,000 300,000

その他経済事業資産 964,678 961,000 950,000 950,000

経済貸倒引当金 -21,946 -20,000 -20,000 -20,000

雑資産 314,484 281,000 300,000 300,000

経済・雑資産計 3,245,414 3,172,000 3,130,000 3,130,000

固定資産 18,444,141 18,882,000 19,517,000 19,852,000

減価償却累計額 -11,028,069 -11,350,000 -11,691,000 -12,061,000

固定資産計 7,416,072 7,532,000 7,826,000 7,791,000

外部出資 9,189,878 9,190,000 9,190,000 9,190,000

外部出資引当金 -8,028 -8,000 -8,000 -8,000

繰延税金資産 499,345 522,000 500,000 500,000

資産合計 289,539,144 293,034,000 293,797,000 294,506,000

貯金 267,317,196 271,047,000 271,589,000 272,132,000

その他信用事業負債 1,385,314 1,323,000 1,315,000 1,311,000

信用事業負債計 268,702,510 272,370,000 272,904,000 273,443,000

共済負債 1,095,176 1,073,000 1,000,000 1,000,000

経済事業未払金 677,217 677,000 700,000 700,000

経済受託債務 2,205,600 2,254,000 2,200,000 2,200,000

その他経済事業負債 38,826 41,000 40,000 40,000

雑負債 745,399 711,000 750,000 750,000

経済・雑負債計 3,667,042 3,683,000 3,690,000 3,690,000

諸引当金 1,990,395 2,000,000 2,000,000 2,000,000

繰延税金負債 184,357 150,000 180,000 180,000

負債合計 275,639,480 279,276,000 279,774,000 280,313,000

出資金 3,765,882 3,776,000 3,786,000 3,796,000

利益準備金 2,595,000 2,664,000 2,733,000 2,784,000

特別積立金 6,371,000 6,557,000 6,743,000 6,847,000

当期未処分剰余金 598,000 504,000 504,000 509,000

内、当期剰余金 340,603 254,000 249,000 254,000

その他 569,782 257,000 257,000 257,000

資本合計 13,899,664 13,758,000 14,023,000 14,193,000

負債及び資本合計 289,539,144 293,034,000 293,797,000 294,506,000

科　　　目

運
　
用

調
　
達
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