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　JAいがふるさと運営基本構想を策定するにあたり、組合員

の皆様には、深いご理解とご協力を賜り、心から感謝申し上

げます。

　昨年度は、関西地方や北海道にて発生した地震、全国各地

に被害をもたらした大型台風や豪雨災害など、まさに「災」

の年でありました。JAグループでも各地で発生した自然災害

の復旧・復興に数々の支援を実施し、協同の力、人と人との絆の強さを改めて感じました。

　さて、JAの内外を取り巻く環境は、TPP11、日EU・EPAなどにより農産物の輸入自由

化、農業者の高齢化や後継者不足、消費者の食や食生活に対する意識の変化など急速に変

化しています。

　この急速な環境の変化を認識しつつ、JAいがふるさとは「運営基本構想」を策定し、

経営理念として「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」

を掲げ、めざすべき方向（ビジョン）を定めました。この「構想」は、ビジョンを段階的

に実現するためにJAいがふるさとの戦略的課題を体系的にまとめ、「中期経営計画」およ

び「事業計画」の基礎となるものです。

　JAいがふるさとが本来持つ強みを徹底的に活かしながら農産物の販売強化と多彩な農

業の振興をめざし、地域社会に貢献するJAいがふるさとをめざしてまいります。

　今後、この運営基本構想に沿った運営と経営に全力で取り組んでまいりますので、皆様

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。

2019年６月　　　　　　　
伊賀ふるさと農業協同組合
代表理事組合長　　　　　      

北川 俊一

～ごあいさつ～
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JAいがふるさと運営基本構想

Ⅰ．「運営基本構想」策定の趣旨
　JA の内外を取り巻く環境は、TPP11 や日・EU の EPA（経済連携協定）などによる農産物の輸入自
由化、農畜産物価格の低迷、農業者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加、金融の自由化、消費
者の食や食生活に対する意識の変化、農協法改正、市場原理に基づく規制緩和など、急速に変化して
います。
　これら情勢変化の中で、JA の基本使命である組合員の営農と生活の向上を実現し、より高い水準で
専門的、かつ地域の特性を活かしつつ総合事業の有意性をさらに発揮していくため、伊賀地域の２つ
の JA は 2018 年４月に合併しました。
　JA が本来持つ強み（総合事業を展開する農業協同組合）を徹底的に活かしながら、農産物の販売強
化と多彩な農業の振興をめざし、地域社会に貢献する JA を実現することが重要です。それは「JA 綱
領―わたしたち JA のめざすもの」の実践に他なりません。※「JA 綱領」参照
　「運営基本構想」（以下「構想」）策定のねらいは、「JA 綱領」の具体的な実践を確保するため、JA
いがふるさとがめざす方向（ビジョン）を整理し、JA 運営の基本方針とすることにあります。JA い
がふるさとの「運営基本構想」では、情勢の変化を認識しつつ、私たちがめざす方向（ビジョン）を
時間的に捉えるのではなく、「JA の基本的なあり方」（理想像）として捉えることとします。「構想」は、
このビジョンを段階的に実現するための JA の戦略的課題を体系的にまとめ、「中期経営計画」および
年々の「事業計画」の基礎となるものです。
　そして、地域経済の根幹を支えている地域農業の振興に当たっては、三重県、伊賀市、名張市など
関係機関との連携の下、めざす方向や方策を明示し、実効性の高い方策を策定するため、別に「地域
農業振興構想」と「地域農業戦略」を策定します。
　このため、「構想」においては、農業分野の情勢認識及び営農事業の到達点の整理とあり方の記載を
概要にとどめます。

～運営基本・地域農業振興構想及び各計画の体系～
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Ⅱ．農業・地域社会・JAを取り巻く情勢変化の基調
１．農業就業人口と経営形態
　農業就業人口は年間約10万人規模で減少が続いています。特に近年、基幹的農業従事者の減少が加
速しています。
　農業総産出額・生産農業所得は、全国的な農業経営体の減少に伴う生産縮小に、農業経営体当たり
の規模拡大などによる生産拡大が追いつかず、国内生産全体では横ばいないし減少傾向にあります。

２．管内人口動向
　2010年の人口176,002名と比べると4,623名減少しています。特に伊賀市において人口の減少幅が大き
くなっています。
　また、世帯数については、核家族化や住宅団地への流入により増加していますが、１世帯当たりの
家族数は年々減少しています。
　近年の傾向として、伊賀市から名張市に移住する人が年間300人程います。20歳～ 29歳で約3割、30
歳から60歳以上で5割以上を占めています。

３．新たな情報技術の進展
　情報伝達・分析・利用技術の発展により、農業、金融、保険、医療、小売業など様々な分野が「情報処理」
で結びつき、*新たな事業が急速に生まれています。農業・地域の直面している様々な課題に対応する
ため、新しい技術を使う事業の進展が期待されています。
　 ＊新たな事業とは、農業分野では野菜工場やドローンの利用など、金融分野では電子署名やスマー

トフォンを利用する電子決済など、くらしの分野ではドローンを利用する宅配サービスなど。

４．協同組合の思想と実践、家族農業
　国連は2012年を「国際協同組合年」と定め、2017年には世界各国が共に取り組むべき目標として採
択した「持続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals）の実現を担う民間セクターの一つ
として「協同組合」を位置づけました。そして、2016年にはユネスコは「共通の利益を形にするとい
う思想と実践」として「協同組合」を無形文化遺産に登録しました。国連は2014年の「国際家族農業年」
に続き、2019年から10年間を「家族農業の10年」としています。家族農業がもたらす価値などが評価
されました。
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５．「農協改革」を踏まえた対応について
　JAグループは2014年に決定した「JAグループの自己改革」を踏まえ、第27回JA全国大会決議に基
づき「創造的自己改革への挑戦」に取り組んできました。
　政府が示す「農協改革集中推進期間」の期限（2019年５月）と、「准組合員の事業利用に関する規
制のあり方について、自己改革の実践状況などの調査を行ない、検討を加えて、結論を得る」とした、
改正農協法附則の５年後検討条項の期限（2021年３月）の節目を迎えます。
　その他、農協法の改正では、「地域農協」は経営リスクの負担を軽減し、人的資源などを経済事業
にシフトできるように、JAの信用事業を農林中金や信連に譲渡し、JAはその代理店としてサービス
を提供できる規程が設けられました。
　JAはこれまで組合員の営農とくらしを総合事業で支えてきた成果を踏まえると共に、准組合員のあ
り方を「地域農業や地域経済の発展を農業者と共に支えるパートナー」して位置づけてきました。

６．JA三重大会
　私たちは第42回JA三重大会において、「農業者所得の増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」を
３つの柱に据え、三重県の特徴である「多彩な農業」と「元気な地域」を実現することを決議しました。
　昨今の情勢変化を捉え、第43回JA三重大会では「多彩な農業」と「元気な地域」を実現するため、
組合員との関係強化を起点とした「営農経済事業の伸張と全ての事業の効率化」「組合員の協同活動
への参加とJA事業利用の促進」を重要なテーマとし、組織協議を行ってきました。
　・多彩な農業の更なる拡大に向けた取り組みの実践
　・連携による元気な地域づくりへの貢献
　・組合員との関係強化による「わがJA」意識の醸成と向上
　・自己改革を支える経営基盤の確立
　以上４つを重点取り組みとしていきます。

７．JA事業地区の特徴
　2018年４月に新しく誕生した「JAいがふるさと」は、伊賀市・名張市を対象区域としています。
　当組合は三重県の北西部に位置し、四方を山々に囲まれた盆地の中に位置し、隣を京都府・滋賀県・
奈良県に接しています。また、古くから盆地特有の気象条件に適した農業が盛んに行われ、その中で
安心・安全で美味しい農産物を生産してきました。
　JA管内の面積に占める中山間地は伊賀市が76%、名張市が59%です。この内、水田面積は、伊賀市
の4,921haの内56%、名張市の710haの内39%が中山間地にある水田です。中山間地農地の販売目的の
経営体当たりの水稲作付面積は伊賀市で0.6ha（市
全域では1.1ha）、名張市で0.4ha（市全域0.7ha）と、
平坦地よりも規模が小さく、その地理的条件から
面積集積が他より進んでいません。
　また、大阪・名古屋に比較的近く両都市からほ
ぼ中間地点にあり、JR関西線や近鉄大阪線、加
えて名阪国道をはじめとする道路交通網が整備さ
れ、各種企業が多数立地しており、人の移動や物
流など有利な立地となっています。
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Ⅲ．JA運営の基本理念

経営理念経営理念経営理念
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。

・地域農業の持続的発展と健康で快適に安心して暮らせる地域社会づくりに
　貢献します。
・他業態の協同組合や他JAとの共同や提携などにより、交流しあい、学び
　合う関係の強化・拡大を進めます。

キャッチフレーズキャッチフレーズキャッチフレーズ

行政機関および他団体との連携のあり方

・トップマネジメント体勢の整備
・事業別事業部制を基本とした経営組織の確立
・人事労務管理と人材育成の充実・強化
・計画経営による健全経営の確立

経営管理のあり方
・営農面事業活動のあり方
・信用事業活動のあり方
・共済事業活動のあり方
・生活購買事業活動のあり方

事業活動のあり方

・組織基盤の拡充・強化と組合員組織の育成・活性化
・組合員及び地域の活性化
・協同組合としてふさわしい組織運営システムの整備
・組合員学習活動と広報活動の充実・強化

組織及び組織運営のあり方JA運営の
基本方針

彩四季のまち　－農と食　伊賀の未来を拓く－
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（１）経営理念
　JAいがふるさとは「JA綱領」の精神をふまえ、以下を経営理念として地域の信頼を高めるJAづく
りをめざします。

解説：経営理念はJAの価値観と目的に基づき策定しました。
JAの価値観（大切にするもの）⇒ 農（農業・緑・自然）、食（食文化、安全・安心）、人（おもいやり、

人と人とのつながり）
JAの目的（事業領域）⇒ 農業振興、豊かなくらし、地域社会の発展（総合事業）

（２）キャッチフレーズ

（３）JA綱領　～わたしたちJAがめざすもの～
　わたしたちJAの組合員・役職員は、協同組合運動の基本的な定義・価値・原則（自主、自立、参加、
民主的運営、公正、連帯など）に基づき行動します。そして地球的視野に立った環境変化を見通し、組織・
事業・経営の革新をはかります。さらに、地域・全国・世界の協同組合の仲間と連携し、より民主的
で公正な社会の実現に努めます。
　このため、わたしたちは次のことを通じ、農業と地域社会に根ざした組織としての社会的役割を誠
実に果たします。

わたしたちは
１．地域の農業を振興し、わが国の食と緑と水を守ろう。
１．環境・文化・福祉への貢献を通じて、安心して暮らせる豊かな地域社会を築こう。
１．JAへの積極的な参加と連帯によって、協同の成果を実現しよう。
１．自主・自立と民主的運営の基本に立ち、JAを健全に経営し信頼を高めよう。
１．協同の理念を学び実践を通じて、ともに生きがいを追求しよう。

１．JA運営の経営理念

「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。」

彩四季のまち　―　農と食　伊賀の未来を拓く　―
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　JAいがふるさとは2018年4月に２つのJAが合併して誕生したJAです。合併以前から信用・共済・営農・
経済事業等、総合事業を展開する中で、組合員が自主的・自立・参加・民主的に運営する組織体とし、
かつ地域に根ざした運動体としての側面を持つ総合農業協同組合として存在してきました。経営理念
にある「地域農業の振興」「豊かなくらし」「地域社会の発展」を志向するため、総合農業協同組合の運営・
体制を維持する中で、諸課題に対応していかなければなりません。

（１）JA組織及び組織運営面における環境変化
組合員の変化
　「JAいがふるさと」の組合員数は2018年3月31日現在、正組合員11,635名、准組合員9,657名の合計
21,292名です。2015年3月末の組合員数は正組合員11,754名、准組合員9,229名の合計20,983名です。正
組合員は119名減少しているものの、准組合員は428名増加しています。現在、准組合員比率は45.3%
となっています。
　組合員の一戸複数化や組合員後継者層、新規担い手、JA事業利用者に対し組合員加入運動を継続し
ておこなっており、組合員総数は増加しています。
　2016年度に実施した組合員アンケート調査では、正組合員の男女65歳～ 74歳、准組合員の男女の49
歳以下の層が比較的JAの事業利用と運営への関心を強く持っています。しかし、農事従事日数の少な
い組合員ほどJAに対して関心が低い傾向にあります。
　これらのことから、JA最大の組合員・利用者組織である「年金友の会」への他事業紹介や関心を高
める取り組みが重要と考えます。
（２）環境変化を踏まえた戦略的課題
　１）組合員数の維持・拡大
　　 　JAは総合事業を通じて、組合員の付託に応える活動に取り組んできました。組合員の維持・拡

大にあたっては、加入促進のすすめ方などを示す「組合員加入方針」を定め、組合員が地域農業
振興やJAの運営への関心と行動を促進する取り組みが
重要です。併せて、農に関心のある地域住民やひぞっ
こ利用者の准組合員加入の取り組みも重要です。

　２）組合員との関係強化
　　 　組合員の基礎データや調査結果、対話などから類型

別ニーズや意向の把握を行ってきましたが、今後も引
き続き組合員との関係強化を図るため、正組合員を地
域農業振興の主人公と位置づけ、維持・拡大に取り組み、
引続き顔が見える関係を構築することが重要です。

　　 　准組合員を地域経済の発展を農業者と共に支える
パートナーと位置づけ、地域農業やJAの理解の促進と
運営への参画を進めることが重要です。

１．組織および組織運営面

Ⅳ．JAいがふるさとの戦略的課題の整理
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　３）組合員組織運営
　　 　農家組合員である正組合員、また地域住民である准組合員の組織基盤の強化には、組合員組織

の活性化による意思反映の強化の取り組みが重要です。組織の活性化のためには組合員の協同活
動への積極的な参加が有効な手法であるため、組合員のよりどころである支店を拠点とする支店
協同活動を展開することが重要です。そのため、支店協同活動を企画運営する母体として支店運
営委員会の設置と運営が重要です。

　　 　女性組合員の比率は正組合員18.92%、准組合員30.87%（2018年３月31日現在）です。農業に関
わる女性の加入を促進すると共に、女性の意見をJA運営に反映するため、支店単位、JA全体で
の運営委員会を定期的に開催し、意見を取り入れる機会を増やすことが重要です。

　地域農業の振興と地域の活性化、何より地域から必要とされるJAの事業を展開し、その利点を発揮
していく必要があります。このため、総合事業体制の下、営農・地域の諸課題に対応する態勢の構築
がさらに必要です。

（１）営農面事業
　環境変化を踏まえた戦略的課題
　近年、農業経営面においては小規模農家及び有機農業などの高付加価値農業経営体や大規模農業経
営体に分かれる傾向にあります。離農による耕作放棄地の荒廃が問題となっている中で、今後の地域
農業を維持していく上において、小規模農家や大規模農業経営体のいずれの経営体も必要的な存在と
の認識に立ち、対応をすすめる必要があります。
　１）営農販売事業
　　 　２つのJAが合併する以前から、伊賀米・伊賀牛・園芸においては、生産者と行政、JAが組織

する協議会を設立して生産の振興とブランド化に取り組んできました。
　　 　JAでは、伊賀米の食味向上のための実証などに取り組み、過去８年間で７度の食味ランキング

特Aの評価に結実しました。併せて、大手卸からの産地指定などの販売強化に取り組んできました。
伊賀牛では、預託事業を活用した生産基盤強化の取り組みや、各種イベントで伊賀牛をPRする活
動を行っていきました。園芸では、地域団体商標「美旗メロン」の取得によるブランド力高揚や
大型直売所の新設・運営による生産者所得の増大に取り組んできました。

　　 　広がりの見られる作目分野毎の情勢認識と戦略的課題、実践方策については、「地域農業振興
構想」において整理します。

　２）営農資材購買事業
　　 　農家の減少や高齢化、農地面積の減少などにより、生産基盤の弱体化が進み、農業生産量は縮

小傾向にあります。また、近年農業分野において、
農業機械にロボット技術や情報通信技術を活用し
て、省力化や精密化などを進めた次世代農業が発
展しています。

　　 　JAでは、農業関連施設などの運営効率化や新
技術・低コスト資材、共同購入による物流コスト
の低減など、生産効率化や農作業の負担軽減など
を継続し、農業者のトータル生産コストの低減を
すすめることが重要です。

２．JAの事業活動
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（２）信用事業
　１）信用事業を取り巻く環境変化
　　 　信用事業を取り巻く現在の環境は、日本国内では少子高齢化を超え人口減少時代へ突入してい

きます。限られた事業機会の中で各金融機関の間でも生き残りをかけた合併離散や競争の激化を
招いています。

　　 　一方、JAにおける信用事業においては、高齢化に伴う廃業や、法人化・集落営農化などの大規
模化により個人営農が減少し、農業経営体そのものが減少傾向となっています。これに対し次世
代層との接点強化が必要ですが、次世代層は勤務先事情によるJA事業利用の制約や、核家族化に
よる面談率の低下など、つながりの低下の課題を抱えております。

　　 　また、農協法改正による会計監査人監査が始まり、従来以上の内部統制の確立、人工知能の進
化などによる金融技術革新による機械化の進展など、新たな取り組みの継続も必要となっており
ます。

　　 　こうした中、当JAは合併により事業地域が拡大することで、貯金高・職員数・信用事業利用者
数ともに大きく増加しました。今後、合併による規模拡大の利点を生かし、利用者にその存在を
求められるJAとしての活動を続ける必要があります。

　２）環境変化を踏まえた戦略的課題
　　 　人口減少や農業環境・金融動向の変化に対し、持続可能な収益構造を構築すると共に、“食・農”

を基軸として地域からより一層必要とされる存在をめざします。
　　①農業振興と地域活性化に向けた支援
　　　 　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を

強化する必要があります。同時に経営形態や経営規模に応じ適切な資金提供のお手伝いを行な
い、成長戦略の支援や生産者と消費者・加工者をつなぐ金融仲介機能を発揮する必要もありま
す。

　　　 　このため継続的に知識の習得に努め、提案できる情報の収集や経験の蓄積を行ない、提案力
を強化し、商談会や農業者セミナーなど、金融仲介機能を発揮できる機会提供が重要です。

　　②組合員・利用者から求められる役割・機能の発揮
　　　 　利用者に「まずはJAバンクに相談しよう」と、思っていただくため、職員の利用者対応力の

強化に取り組みます。中でも相続相談については、次世代層との取引深耕を図る上で、相続相
談への対応力の強化や店舗管理者を含めた重層訪問が重要です。

　　　 　また、農業経営者に対しては、利子補給や保証料助成を通じ借入負担軽減を図ると共に、他
金融機関との協調融資や農業を基軸とした新事業や成長投資への資金提供なども行ない、農業
金融になくてはならない存在であり続けることが必要です。加えて、直売所割引や総合ポイン
ト付JAカードの普及拡大、貯金商品に地域農産物を活用するなどの取り組みは、農業生産者と
消費者の仲介する機能に寄与することになります。

　　　 　一方、金融事業における情報技術革新が急速に進む中で、各種ローン商品の拡充と仕組みの
改善やインターネットを活用するローンの申し込み接点の拡大等が重要です。そして、給与・
年金口座の指定や個人預かり資産拡大への取り組みにより、地域メインバンクを志向します。
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　　③事業運営体制の再構築
　　　 　支店・事業利用者の満足度（CS）向上に向け、店舗現金出納自動化機器の配置やペーパレス

取引の拡大等、待ち時間の短縮に向けた取り組み等と職員教育の強化が重要です。
　　　 　併せて、支店の収支管理の強化により安定的な収益構造の構築を図るとともに、利用環境の

整備・充実のため、利用者圏分析などによる支店の事業区域やATMの配置戦略の検討、支店
再編整備にかかる移動金融車の運行、年金宅配サービスの継続が重要です。

　　　 　支店の業務完結能力向上や内部統制体制の強化のため、支店への配置人員の拡充と中長期的
な人事育成が重要です。

（３）共済事業
　１）共済事業を取り巻く内外の情勢変化
　　 　生命系保障を取り巻く情勢は、好調な企業の業績を背景とした株価上昇による運用環境の改善

などにより、保険会社の基礎利益は増加しています。しかし、加入者数が減少傾向となっている為、
将来的には収益確保が厳しくなってくることが想定されます。

　　 　また、契約者ニーズがこれまでの万が一に対する保障から、就業不能による家計収入の減少や
医療費の負担増、認知症や要介護状態となったときにかかる介護費用の負担、老後の生活費など
生存リスクに対する保障の充実へと変化しています。その中で、生保各社の新商品の開発・販売
強化が激化しております。

　　 　そして、保険会社は安定した収益確保の実現に向け、営業職員を中心としたサービス体制の強
化により契約者の囲い込みを行っております。更には、来店型ショップの整備、ネットを活用し
た販売チャネルの拡充により、個人の生活行動に応じて保険料に差を設けるリスク細分型商品へ
の取り組みが活発になっています。

　　 　損害保障を取り巻く情勢は、少子高齢化の進展や若年層の車離れによる市場縮小を想定してい
ます。保険会社は環境変化への対応と収益力の向上に向けて、国内生保子会社を通じた生存保障
分野への商品・サービスの提供や海外展開を加速させています。

　　 　また、情報通信技術を活用し、運転情報から得ら
れる特性に応じて保険料を設定する保険商品の開発
や、AI（人工知能）による被害査定の導入、ドロー
ンを使用した損害調査の実施など先進技術を活用し
た取り組みが活発になっています。

　２）環境変化を踏まえた戦略的課題
　　①事業量の減少
　　　 　農村・山間部の人口が少子高齢化の加速化によ

り、契約者数の減少や満期の非継続契約の増加に
伴い、長期共済・自動車共済保有高の減少が想定
されます。

　　②事業利益の減少
　　　 　保有高の減少に伴い、長期・短期付加収入の減

少や自動車損害調査体制の再構築による自動車新
契約収入の減少など、事業利益は減少傾向にあり
ます。
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　　③事業の課題と再構築
　　　 　これまでは、建物更生共済既契約先への保障見直し提案や、高齢者世帯を中心とした貯蓄性

商品の販売など、既存契約先への訪問に偏っていました。今後は、次世代・次々世代への取り
組みを強化し、新たな契約者数の増加と事業量拡大に努めます。

　　　 　また、組合員・利用者の豊かな生活づくりのお手伝いとして「ひと保障」を中心とする保障
性新規契約の提案を積極的に行ない、安定的な事業運営と収益確保に努める必要があります。

（４）生活購買事業
　１）環境変化を踏まえた戦略的課題
　　 　生活環境の変化に伴い、組合員、地域住民のニーズも変化する中、生活購買事業の内容も柔軟

に変化させてきました。取扱商品を変化することで一定の事業量を確保をすることが出来ました。
　　 　しかし、供給量の変化に応じた供給拠点となる施設や人員体制などの見直し・再構築が進まず

課題が残りました。今後は体制整備を中心に行ない、更なる収支改善に取り組んでいく必要があ
ります。

　　①一般生活購買事業
　　　 　提案・取扱品を家電・家具類から、建築関係（シロアリ駆除・リフォーム相談）に移行する

ことで、一定の事業量確保ができました。今後も事業の情勢を見据えて多様な組合員ニーズに
的確に対応し、取扱商品を絞りながら組合員、地域住民に喜ばれる事業活動を行う必要があり
ます。

　　②自燃事業
　　　 　油類供給事業について、旧いがほくぶでは、2012年より給油所マスタープラン（基本計画）

を作成し、阿山中央給油所をセルフ化しました。その後情勢変化も考慮しながら、全給油所の
セルフ化をめざしマスタープランの改編に取り組みました。競合店の出店など、油類供給事業
をとりまく環境が著しく変化し改編がすすみませんでした。旧伊賀南部では、関連会社による
燃油供給体制をとってきました。経済産業省ではエコカー・電気自動車の普及により、年率で
３%燃料需要が減少すると見込んでおり、今後情勢を捉え直し、新たなマスタープランを策定
する必要があります。

　　　 　ガス事業については、法令点検・安全点検を実施しガスの安定供給に努めました。しかし、オー
ル電化への変更や既契約先の空き家化により契約件数は年々減少しています。

　　　 　また、自動車事業についても高齢による廃車が増えてきております。

　　③旅行事業
　　　 　インターネット利用により個人旅行の取扱が減少する中で、地域団体への旅行相談や募集型

旅行の企画・実施に取り組みを行ないました。団体旅行では日帰り旅行が増えるなど、ニーズ
が変化する中で、魅力ある旅行の企画提案に努め、一定の事業量確保が出来ました。

　　④店舗事業
　　　 　店舗購買事業については、旧いがほくぶではJAマートを供給拠点として、旧伊賀南部につい

ては、関連会社が運営するAコープ店を供給拠点としてきました。JAマートでの主な利用者は
高齢者となっており、その高齢者が来店できない状況の増加とともに来店者数・利用者数の減
少が続いています。Aコープ店では店舗改装を行ない、供給品の充実などを図っております。

　　　 　今後、組合員のライフライン（日常生活に不可欠な電気、ガス、水道、通信、輸送などの生命線）
の確保を目的として、「店舗で迎える体制」から「出向く体制」=「移動購買車の運行」への移
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行をも検討する必要があります。

　　⑤葬祭事業
　　　 　管内住民の高齢化の中で、やすらぎセンターの葬儀対応件数は年間380件となり、伊賀市域

のシェア率は52.3%に増加しました。近年の葬儀は近親者のみで行う小規模葬が増加する傾向
となっています。併せて、ホールを利用する葬儀が増加し、ホール利用が重複し、業務提携ホー
ルへの紹介件数も増加しています。

　　　 　旧伊賀南部管内の組合員は、現在他社ホールを利用する状況が中心となっていますが、旧伊
賀南部管内の葬祭事業をすすめるにあたり、JAを通じ提携会館を利用した場合、会館使用の無
料化や祭壇の割引など魅力ある提案をすすめる必要があります。

（１）JAの自己改革を支える経営基盤の確立のための戦略的課題
　１）経営環境
　　 　JAを取り巻く経営環境は、事業規模の縮小、金利情勢の悪化など厳しい状況におかれており、

これまで以上に経営収支を確保することが困難な状況に有ります。
　　 　一方で、自己改革に基づき、農業・地域の振興をはかり、組合員・地域住民のニーズに応え総

合事業を継続していくためには、安定した経営基盤の確立が求められます。

　２）経営目標の設定
　　 　JAは将来にわたって持続可能な経営基盤を確立・強化するため、「多彩な農業の拡大による販

売事業を中心とした営農経済事業の伸張」と「すべての事業の効率化」をすすめる中で、事業継
続に必要な利益の確保と計画的な財務基盤の積み上げを行う必要があります。総合事業の維持・
配当原資の確保・自己資本比率の維持を織り込んだ経営目標を設定する必要があります。

　３）JA経営体制
　　 　農協法の改正を踏まえ、地域のJAとしての資質を確保しつつ、改正農協法にも対応した組織運

営システムを整備するため、2018年の第１回総代会で役員の選出方法を見直しました。

　４）支店の現状と課題
　　 　JAいがふるさとでは支店再編整備の方針とその具体策に沿って、今後、支店については10支店

（別にサテライト店は７店）、営農経済センターは４センターの体制に移行します。
　　 　各支店の共通課題は、管内人口の減少による組合員・利用者の高齢化と、若年層との関係の希

薄化です。それに伴う組合員次世代層との事業利用の強化も課題となっています。　

３．経営面
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　　 　支店を組合員の組織拠点と事業拠点と捉え、それぞれの機能を強化する必要があります。これ
までの組合員調査などから、活動参画と事業利用とには相関関係があることがわかりましたので、
両側面を体系的に強化する「支店協同活動」を支店運営の重要な活動と位置づけます。そして、「支
店協同活動」を推進するため、管内の組合員・事業利用者の代表者などが会合する「支店運営委
員会」における参画をすすめます。

　５）新JAいがふるさとの誕生
　　 　合併によりJAの事業エリアは伊賀市･名張市の２市に亘ります。２JAを合わせた農産物の販売

高は61億円、購買品の取扱高は57億円、貯金残高は2,580億円（２JAの2017年度末事業実績の合計）
となり、各種取扱高が拡大することにより、農産物の集約による対外的な販売力の強化や、貯金
量の増加による財務基盤の強化など、数量メリットを発揮できます。

　　 　そして、事業活動により生み出す剰余金を、事業利用分量配当などにより、組合員に還元する
こともすすめます。

（２）人事労務管理と人材育成の充実・強化
　JAいがふるさとの正・パート職員は494人（2018年10月現在）です。内、正職員は388人で、男性の
比率は76%です。
　職員には協同組合運動の理念と事業の専門的能力を有するプロ職員となるべく、OJT（職場内教育）
や体系的な研修に取り組んできました。職員の意欲と能力が最大限に活用されるように、体系的な人
材育成をすすめるため、「JAいがふるさと人材育成基本方針」のもと、職員自らが考え行動できる目
標管理制度の導入と職場風土の醸成が重要です。

（３）内部統制
　１）経営環境の変化による内部統制の強化
　　 　JAの監査制度が2019年度から従来のJA全国監査機構監査より会計監査人監査に移行します。

JAでは、これまでの内部統制では、事業ごとの内部統制方針はありますが、これを統括し組合全
体の内部統制を統括するため、新たな態勢を構築する必要があります。

　２）情勢変化を踏まえた内部統制にかかる戦略
　　 　本格的なリスクアプローチ監査（経営体特性に合わせリスクの高いところから行う監査手法）

の対応を行うため、JAは内部統制の整備が必要となります。このため、JA全体の規範となる「内
部統制システム基本方針」を策定し、ガバナンス（経営者が主体的に行う意思決定や合意形成態
勢のこと）の強化に取り組みます。その際、既にJAで規定している各種規程や各種統制について、
業務分掌、会計処理部署、本店各部署・事業所の役割などを整理・検討します。理事会・監事監査・
内部監査・会計監査人のそれぞれの役割を認識し、内部統制の運用・整備状況の確認を行ないます。
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　JAの組織基盤の弱体化は将来の事業活動の停滞はもとより、JA運動の発展を阻害します。将来の
盤石な組織基盤づくりと組織力強化を図るため、組織基盤の拡充・強化を図るとともに、組合員組織
の育成・活性化と組合員のJA運営への参画に常に取り組みます。
　そのため、支店を組織拠点と位置づけ、戦略策定・実践の要となる本店企画部門が部門連携を図り、
組織活動の充実を促進します。

（１）組織基盤の拡充・強化と組合員組織の育成・活性化
 　将来の盤石な組織基盤づくりのため、組合員の加入促進をすすめ、組織基盤の拡充・強化を図ります。
　正組合員を地域農業振興の主人公と位置づけ、維持・拡大に取り組み、引続き顔が見える関係を築き、
意見を聴き・応えるなどの関係強化を図ります。
　准組合員を地域経済の発展を農業者と共に支えるパートナーと位置づけ、JA事業利用だけにとどま
らず、地域農業やJAを理解し、JAへの参画をすすめます。
　特に、農業後継者や女性農業従事者などの組合員加入を促進し、「家」から「個」への組織構成の
転換を継続します。従来からの組合員組織に加え、新規就農者や農業生産法人の組織化と組合員加入
をすすめます。協同組合活動の理解と共感を促すため、JA事業利用者や女性組織や年金友の会など各
種組合員組織の活動に積極的に参加している地域住民の准組合員加入を促進します。
　さらに、組合員の自主・自発的な活動を活性化することがJAへの理解や結集につながると認識し、
組合員の組織化と自主・自発的な活動の場づくりを支援します。
そのために、組合員の協同活動は地域での営農とくらしの活動の
実践であることから、支店での協同活動を充実します。

（２）組合員及び地域の活性化
　健康で快適に安心して暮らすための相互扶助の組織として、JA
ならではの地域に根ざした生活文化活動や子育て・高齢者生活支
援などに取り組みます。
　そのため、JA総合事業により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に寄与する運動を展開します。また、JA
グループのみならず各種協同組合や行政と連携し、地域包括ケア
システムの一翼を担います。

（３）協同組合としてふさわしい組織運営システムの整備
　組合員の思いや願いをJA運営に的確に反映できる、協同組合と
してふさわしい組織運営を行ないます。
　地域にあっては、集落座談会や支店運営委員会などの組合員と
の対話活動を大切にするとともに、組合員の総意がJA運営に反映
されるための体制整備をすすめ、効果的な運営を行ないます。
　また、総代会などにおいて民主的な組織運営を徹底するととも
に、組合員の多様な層の意見がJA運営に反映されるよう、意思反
映システムの工夫に努めます。特に、女性のJA運営への参画を積
極的にすすめます。

Ⅴ．JA運営の基本方針
１．JAの組織および組織運営戦略
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（４）組合員学習活動と広報活動の充実・強化
 　「農」や「くらし」を起点にして組合員の協同意識を高めることは、JAの組織・事業・経営に対す
る関心と理解を深めることにつながります。組合員が自主的に組織し、結集する意義を学習すること
を重視し、組合員相互の学習活動の推進を図ります。
　また、組合員相互の学習活動の前提となる「農」や「くらし」やJAにかかる情報を、豊富に、正確
かつ迅速に提供する広報活動を充実します。また、地域農業やJAに対する理解とファンづくりをすす
めるため、対外広報活動にも積極的に取り組みます。

　地域農業の振興と地域の活性化のため、JAは地域に密着した魅力ある事業を展開することにより、
多様化した組合員のニーズに応え質の高いサービスの提供に努め、満足度と利用の向上に努めます。
　このためJAは総合事業経営を継続します。そして、各事業の戦略を以下の通り定め、現状の戦略的
課題を体系的に捉える中期経営計画の中で、各事業の再構築を含む実践方策を策定します。

（１）営農面事業活動戦略
　１）営農指導・販売
　　 　JAの最重要課題の一つであり、特に重視すべき事業活動です。そのため、農業情勢の変化を的

確に捉え、地域農業の問題解明に努め、組合員とともに地域農業の振興と活性化の方向を見極め、
農業者の所得の増大をすすめます。

　　 　第一に「地域農業振興構想」のもとに、行政・関係機関と連携し、生産基盤の拡充と販売力強
化を中心に据えた「地域農業戦略」を策定し取り組みます。

　　 　第二に地域農業の振興に向けて、営農担当部門の企画開発機能の充実と営農指導体制の整備・
強化に取り組みます。

　２）営農購買事業
　　 　生産資材や農業機械の効率的利用をめざし、資材の銘柄集約や規格集約、共同購入、リース・シェ

ア・レンタル事業による生産コストの低減に取り組みます。

（２）信用事業戦略
　組合員・利用者から信頼され、便利で安心な農業と生活のメインバンクとして、多様化・高度化し
た金融ニーズに対応します。そのため、専門知識を有した職員を育成し、相談業務体制の充実・強化
に取り組みます。
　また、JAバンクのブランドイメージの向上を図るとともに、金融店舗のあり方について、常に合理
化と業務の堅確化に取り組みます。

（３）共済事業戦略
　組合員やその家族をはじめ、地域住民一人ひとりか
ら選ばれ、将来にわたって信用・信頼されるJA共済
をめざします。
　また、人生の設計をともに考え相談できる質の高い
専門職員の養成を図り、契約者満足度の向上に努めま
す。

２．JAの事業活動
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（４）生活購買事業戦略
 　１）生活・拠点事業
　　 　質の高い生活・拠点事業（自動車燃料・生活店舗・旅行・葬祭事業）の確立に向けて、組合員

や地域住民の意見反映により、理解と賛同が得られる生活事業分野に重点を絞ります。購買事業
体制を見直し、効率的で充実した供給事業に取り組みます。

　２）物流事業
　　 　利用者ニーズに適応した物流体制の向上をめざし、物流センターの配送ブロック化による効率

配送、及び当用配送の当日又は翌日配送体制の構築に取り組みます。

　組合員・利用者はもとより、地域社会の期待と信頼に応え、JA運動の成果を実現し、自立した総合
事業経営を継続するため、高度な専門性とリーダーシップを持ったトップマネジメント体制のもと、
効果的かつ効率的な経営管理態勢を確立・維持します。

（１）トップマネジメント体制の整備
　JA経営の安定性と発展性を確保するため、組織代表である代表理事組合長のもと、高度な専門性と
リーダーシップを保持した常勤理事による業務執行体制を安定的に確立します。

（２）事業別事業部制を基本とした経営組織の確立
　組合員・利用者の高度化するニーズに的確に対応できるよう、専門性と機動力が発揮できる事業別
事業部制を基本とした経営組織を確立します。特に、事業機能の高度化・効率化をめざした現場事業
所体制を整備します。

（３）人事労務管理と人材育成の充実・強化
　人づくりの第一歩は採用からであり、要員計画に基づき、継続的に優秀な人材の確保に取り組みま
す。
　職員の意欲と能力が最大限に活用されるよう、「JAいがふるさと人材育成基本方針」に基づいた人
材育成の取り組みとして目標管理制度を確立し、運用します。職員自らが考え行動できる職場風土を
醸成し、活力ある職場づくりをすすめます。
　また、JAの経営理念はもとより、専門的な業務能力やマネジメント能力などの理解・習得のための
教育研修を体系的・計画的にすすめます。

（４）計画経営による健全経営の確立
　経営上の多様な経営リスクに備えて、計画経営を徹底し、財務の徹底した効率化・健全化をすすめ
ます。併せて、総合的なリスク管理態勢（内部監査、法令遵守態勢など）を構築します。

３．JAの経営管理戦略

　伊賀市・名張市を事業地域とするJAとして、行政機関・他団体と連携して、地域農業の持続的発展
と健康で快適に安心して暮らせる地域社会づくりに貢献します。
　他業態の協同組合や他JAとの協同や提携などにより、交流しあい、学び合う関係の強化・拡大をす
すめます。

Ⅵ．行政機関および他団体との連携
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