
平成29年

春季農協座談会回答

　当ＪAでは、₃月₁日から14日にかけて、春季農協座談会を開催しました。
平成28年度の事業見通しや平成29年度の事業方針など、各部門で提示したテーマ
について説明と質疑応答が行われました。
　座談会の席上でお答えできなかったご質問、ご意見に対し、紙面にて回答します。
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平成29年    春季農協座談会回答

	【営農販売部門】

【販　売】�

問　「はえぬき」が「特Ａ」から「Ａ」に格下げされた原因として、ＪＡはどのような
見解を持っているのか。また、それに伴う販売価格への影響と今後の販売見通しは。

答　食味ランキングは、格付けのみの発表で、食味試験の内容は公表されていませんが、
平成28年産米は例年以上に高品質だったこともあり、全く予想外の結果でありました。
販売については、全国的な業務用米不足の影響から完売状態となっていて、出荷進度
についても前年以上となっています。29年産に向けても、販売先からは28年産以上の
供給を求められていますので、格下げに伴う販売への影響は現状ではないと考えてい
ます。

問　中山間地域でのこだわり米とは、具体的にどのような米のことを言うのか。

答　近年、作付けが大きく減少し希少品種となりつつある「ササニシキ」を、中山間地
域のこだわり米として販売先へ提案しています。

問　平成28年産米の追加払いの時期と金額はいくらになるのか。

答　平成28年産米の販売については、おおむね順調に推移していますが、概算精算の実
施時期、金額については、すべての銘柄の販売見通しがつき次第、今後連絡します。

問　現在は消えてしまっている「庄内米」ブランドを生かした販売戦略が必要ではない
か。

答「庄内米」ブランド維持のため、玄米30kg袋について庄内米の文字を前面に大きく
印刷した独自デザインを作成し、庄内をＰＲした販売を行っています。

問　ＪＡの米の品種誘導や販売戦略はどのように考えているのか。主力の「はえぬ
き」は業務用として需要が高い中、「つくばＳＤ 2 号」の作付けも勧めている。「つ
や姫」に加え、新品種の「雪若丸」も来年からの面積拡大が報道されている。さ
らに、飼料用米も作付けしている中で、ＣＥでの荷受けや保管など、多品種の構
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成に対応していけるのか。

答　当ＪＡでは、平成30年以降の需要に応じた生産を念頭に、主食用米の品種構成だけ
でなく、加工用米、飼料用米等の水田活用米穀についての構成比率も「広域営農振興
計画」にてお示ししています。計画では、平成32年産主食用米の構成比率として、今
後も業務用として安定した需要の見込める「はえぬき」を54％、高価格帯として高収
益の見込める「つや姫」を20％、「つくばＳＤ₂号」「雪若丸」はそれぞれ₅％とし
ており、低中価格帯から高価格帯を組み合わせることにより、安定した生産、販売を
行い、農家手取りの向上を目指します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　また、多品種に伴う施設での荷受体制については、現在の品種構成や、サイロ、ビ
ンなど保管方式を考慮した品種誘導を行うことを基本としますが、今後は施設ごとに
品種を集約していくことも検討していきます。

問　平成28年産「つくばＳＤ₂号」の倉庫
検査において、若干ではあるが胴割粒の
発生が見受けられた。乾燥調製も一緒に
指導した方が良いのではないか。

答　低アミロース品種のため、白い濁りが
入りやすく、胴割れもしやすいのではと
の指摘がありましたが、他産地でも、そ
のような事例はあまり発生していないよ
うです。今後も契約先と連携した指導を
行っていきます。

問　「つくばＳＤ2号」の 28 年産モデルほ場における収支見通しが情報不足であり、よ
り詳細な情報提供を希望する。

答　販売価格や収量については毎年変動することから、詳細な収支は出しておりません
が、販売先からは「はえぬき」以上の価格で契約いただくことになっています。販売
先の決まっている、需要に応じた生産と同時に、農家所得の向上に向けた取組みとな
ります。
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平成29年    春季農協座談会回答

問　「雪若丸」は栽培制限があるのか。多くの農家が取り組めるとありがたい。

答　「雪若丸」は、際立つ白さとつやがあり、しっかりとした粒感や粘りなど、品種本
来の特長を発揮するため生産ガイドラインを設定し、食味・品質を重視した栽培管理
が求められます。

問　「雪若丸」はどの程度の販売単価になるのか。

答　山形県の販売戦略では、「つや姫」と「はえぬき」の中間、「新潟コシヒカリ」並の
価格帯を目標としています。

問　「雪若丸」の現地展示圃の場所が分かるようにしてほしい。

答　当ＪＡ管内では、5 ヵ所（290a）の展示圃を設け、看板等の目印を設置する予定で
す。

問　平成29年以降の加工用米の取り扱い（作付面積、価格など）はどうなるのか。

答　販売先からは、継続した供給を求められていますので、面積、数量については、現
状を維持していく計画をしています。販売先には安定供給が可能な価格として、現行
からの値上げを要請しています。

問　加工用米等の出庫まで期日が長いため、倉庫のスペース確保やネズミ被害等の発生
リスクがあることから、期間短縮もしくは一時保管場所の確保をできないか。

答　加工用米の入庫については、倉庫ごとに期日を定め行っていますが、倉庫状況によ
り個別対応も検討しますので、各営農課にご相談ください。

【米政策　生産調整】�

問　平成30年からの「米政策の見直し」問題に不安を抱いているが、ＪＡとしての方針
を打ち出してもらいたい。

答　当ＪＡでは以前より、需要に応じた生産の観点から、販売先との継続した結びつき
を優先に販売をすすめており、平成30年以降も安定した米の供給先を確保しています。
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しかし、全国的な人口減少と少子高齢化により需要の減少に歯止めがかからない現状
の中、米価維持のためには引き続き生産調整の実施は必要と考えます。このことから、
今後も生産調整により需給のバランスを図るとともに、生産調整未実施者との不公平
が生じないよう、経営所得安定対策等の交付金の維持、拡充が図られるよう農政運動
を展開していきます。

問　平成30年からの「米政策の見直し」問題に向けたＪＡのビジョンをしっかり持つと
ともに、組合員に明確に示してもらいたい。中でも、直接交付金がなくなり、今後ど
のように対策を講じていくのか。

答　生産数量目標の配分がなくなる平成30年以降もセーフティーネット対策として、収
入減少影響緩和対策（ナラシ対策）や収入保険制度等への加入を推進します。また、
農業生産の拡大による農家所得の増大を目指し、当ＪＡとして平成29年度より園芸生
産拡大事業を推進していますので、ご検討をお願いします。

問　直接支払交付金の交付単価を下げ、交付金を削減することには納得できない。ＪＡ
グループとして国へ要請してほしい。

答　水田活用の直接支払交付金（戦略作物助成・飼料用米等の数量払）の維持や、米の
直接支払交付金（7,500円/10a）の廃止に伴う財源を、米政策に活用するようＪＡグ
ループとして引き続き国へ要請していきます。

問　転作作物を選択する際、作物別の収支を試算してほしい。

答　取り組む作物の価格や交付金、生産費等を参考に試算することができますので、各
営農課指導員にご相談ください。

問　転作作物は何を栽培しても農家収入に差がでないよう、調整しても良いのではない
か。

答　水田活用米穀（加工用米・新規需要米等）は、取引先の需要に応じた数量が求めら
れることから、作付けに偏りが出ないよう、また生産者手取りに差が生じないように
加工用米・備蓄米・輸出用米・米粉用米 ( はえぬき ) は、「プール精算」を行い最終手
取り額が同額となるように調整しています。飼料用米は、「酒田・八幡・平田・松山
の₄地区」と「遊佐地区」を分けて精算しています。
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【営農指導】�

問　「ばか苗病」の発生要因は農家の管理に問題があるのか。種子の生産地でも「テク
リードＣフロアブル」を使用しているのか。

答　「ばか苗病」の発生要因は多岐にわたることから、浸種・催芽・育苗中の温度管理
や育苗ハウス・作業場等の環境衛生など、作業手順の一つ一つを確認し、確実に実施
することが大切です。庄内の指定採種圃では、テクリードＣフロアブルを採用してい
ます。

問　水稲種子ほ場では、高品位で安定した優良種子確保の観点から、適期刈り取りの指
導徹底を希望する。

答　採種事業は当ＪＡの重要な事業と位置付けており、庄内米改良協会ならびに指導機
関と連携し、優良種子生産に努めます。

問　老朽化が進んでいる共乾施設では、建て替えなどの検討はしていないのか。

答　共乾施設の更新等については、固定資産取得計画に基づき、当ＪＡの販売戦略や地
域、施設利用組合の意向も踏まえながら検討することになります。

【園　芸】�

問　長ねぎの共同出荷調製は12月上旬に終
了しているので、年内に最終精算してほ
しい。

答　選果場経費や横持ち運賃などが12月末
締めで翌月末に請求なるものがあり、12
月中の最終精算はできない状況にありま
す。年明け₂月になりますが、可能な限
り早く最終精算を行います。

問　野菜を出荷してから精算金の入金までに10日ほどかかっている。₂～₃日に短縮で
きないか。
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答　現在は、連休が挟まると10日前後かかる場合もありますが、出荷してからおおむね
₁週間前後で精算を行っています。₁日でも早く精算できるように取り組んでいきま
す。

問　園芸担当者が複数の品目を担当しており、対応が十分とは言えない。専任にできな
いか。

答　園芸専門指導員による広域的な指導を行ない、ご迷惑をかけないよう実施します。

問　アスパラガスの管内の生産状況は。

答　現在は栽培面積251aで年々栽培者が増えています。販売面でも平成28年度は前年対
比150％と大幅に増加しました。今後も拡大傾向にあります。

問　畑作部会の会費、加入要件、資材の取りまとめ方法など、北部地区と南部地区で異
なるのはなぜか。

答　地域の特性を考慮しながら行っていますが、各園芸センターより聞き取りの上、ど
のやり方が生産者に便利にまた、有利に働くか検討し行っていきます。

問　八幡地区の和梨の農薬誤散布で、補償金は誰が負担したのか。費用処理したのであ
れば 100％組合員が負担した形となる。役員、上司の管理責任もあるのではないか。

答　ＪＡの発注ミスにより、八幡梨部会々員の皆さまには多大なるご迷惑とご心配をお
かけしました。補償金は県ＪＡ中央会と対応を協議し、最終、理事会においてＪＡの
「特別損失」として処理されることになりました。今後、このようなことがないよう、
営農と購買部門が連絡を密にしてチェック体制を強化しました。

【担い手支援】�

問　農家の高齢化や離農による減少、各地区で法人組織が設立していることも踏まえ、
今後、生産組合はどのようにしていくのか。

答　生産組合に対する集落や地域での考え方、捉え方に大きな差があることから、機能
維持を基本に地域の生産組織のあり方や役割、法人での位置づけなど協議を重ねてい
きます。
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問　農地所有適格法人へ移行できない集落は、生産組合が主体となって地域農業を維持
していることから、法人なみの助成金等のＪＡ支援を検討してほしい。

答　集落や地域には生産法人や認定農家、一般農家などさまざまな経営体が存在するよ
うになりました。これまでの生産組合活動費について、実態に即した支払基準や活用
方法を検討します。

問　収入保険制度について、要領や内容、保険料等いつから加入できるのか、また、ナ
ラシ対策との違いなど、どちらが有利なのか教えてほしい。

答　収入保険制度は、まだ法制化されていないため、要領等詳細は決まっていない状況
です。加入申請については、平成30年秋から予定されており、同制度の実施主体は農
業共済組合になる見込みです。農業者がナラシ対策等類似する制度の中から選択しや
すいよう、必要な情報提供を国へ求めていきます。

問　収入保険制度と農業共済とでは、どちらが有利なのか。

答　収入保険制度は、品目の枠にとらわれずに、農業経営者ごとの収入全体を見て総合
的に対応し、自然災害による収量減少や価格低下も含めた収入減少を補填できる仕組
みとなります。一方、農業共済制度は自然災害による収量減少を対象とし、価格低下
等は対象外となります。（※ 今後も農業共済とナラシ対策へ同時加入することで、米・
大豆は価格低下等にも対応可能。）今後は、農業者自らの判断のもと、任意に加入す
ることとなります。

【経済部門】

【営農資材】�

問　資材店舗の平日の営業時間を₃月ころから延長できないか。仕事帰りに利用できる
よう、午後₆時、₆時半ころまで利用できるようにしてほしい。

答　中央資材店舗では₄月より午後₆時までの営業としています。₃月中旬からの営業
に向けて検討していきます。
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問　資材配送について、田植えの際に使用する「Ｖゲットフェルテラ」が届いたが、場
所の確保も必要なので配送時期を考慮してほしい。

答　₄月に納品する除草剤との使用間違いを防止するため、床土混和剤も含めた箱施用
剤は 3 月の納品としていますのでご理解をお願いします。

問　肥料価格の今後の見通しは。

答　昨年は₂度の価格改定で値下げをしています。今後も JA 全農と連携し銘柄集約、
仕入れの見直しを図り価格の引き下げを目指します。

問　法人に対する資材価格の引き下げを検討してほしい。

答　肥料や農薬等、工場からの直接輸送など流通コストを低減し、価格引き下げになる
提案をしていきます。

問　資材価格が、ＪＡの予約価格より業
者の価格の方が安い。

答　価格調査をしながら、大幅な価格差
があった場合は価格対応しています。

問　資材価格について、千俵の会・法人
で購入する場合、安く購入できるよう
だが、個人で購入する場合は通常価格
になるので同じようにしてほしい。

答　千俵の会・法人カ－ドを発行し特典として水稲用肥料・農薬・米紙袋の予約された
品目に限り、₁品目当り 20％を限度に予約価格対応をしています。あくまで予約価
格が基準となっていますので、現行の予約制度を最大限にご利用くださるようお願い
します。

問　日曜日に本楯資材店舗が休みだったので、遊佐の資材店舗に米袋を買いに行ったが、
酒田地区の物は販売していないと言われた。他地区の物でも少量は置くべきではない
か。
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答　現在、紙袋のみが酒田市、遊佐町に分類されています。地区限定の商品につき、ご
理解をお願いします。日曜日営業の中央資材店舗をご利用ください。

問　肥料と資材の予約注文書は一つにならないのか。また、ＪＡデー配布にして生産組
合の労力を軽減してほしい。

答　平成30年用に向け特別栽培米も含めて検討していきます。現在ＪＡデ－にて配布し
ている地区もあるので、意向を聞きながら対応していきます。

【農業機械】�

問　ＪＡの補助事業でハウスへの補助はあるようだが、農機具購入に対しての補助など
はないのか。

答　現在、ご案内できる農業機械の補助事業は取扱いしていませんが、行政等から情報
が入り次第お知らせします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　融資関連では農業機械の導入に伴うアグリマイティー資金の利用でＪＡバンクの利
子補給制度がありますので、お近くの農機センターまたは、金融融資係へお問い合わ
せください。

問　農機具レンタル機の利用はどうなっているのか。また、利用料金が高いのではない
か。

答　農業機械のレンタル機は、28年度、
₁年間で管内24件のご利用をいただき
ました。現在、春作業を中心に₉機種
22台ご利用いただくことができます。
₃月の広報誌に機種・ご利用料金を掲
載しました。ご利用料金については、
本体価格・対応年数・稼働日数を考慮
に入れて算出しています。稼働率が上
がれば料金に反映することができます
ので、ご利用をお願いします。レンタル機の詳しい情報は、お近くの農機センターま
でお問い合わせください。
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【生　活】�

問　ＪＡが家電事業をやめて久しいが、業者委託という形で復活できないものか。修理
をお願いするときなどにＪＡだと便利なことが多い。

答　家電事業は、みどりサービスガス課で引き続き事業をしていますので、修理や更新
などの問い合わせは、みどりサービスガス課へお願いします。

【共済部門】

問　共済掛金の引き落としは、ＪＡから営農口座を勧められた経緯がある。契約者本人
名義口座への変更は、積極的にＪＡが対応すべきではないのか。

答　平成29年度より、契約をしていただく際の引き落とし口座は、原則として契約者ご
本人口座となります。なお、現在ご加入のご契約の引き落とし口座等に関しましては、
共済渉外担当者(ＬＡ)が訪問時に説明し対応します。

問　ＪＡ共済の「払込証明書」の発行は改善できないのか。

答　月払契約と₈月末まで払込みいただいた年払契約は、₉月中に郵送となります。₉
月以降の年払契約は、掛金入金確認後、翌月10日のＪＡデーで配布しています。　な
お、お急ぎの方につきましては、窓口にお問い合わせください。

問　「共済掛金振替口座確認」の件で、夫が妻の他店舗口座へ振込みする場合、現状で
は手数料がかかってしまう。共済掛金として他店舗に送金する場合は手数料免除とな
るように配慮してほしい。

答　窓口において他店舗への振込手数料は有料となっていますが、キャッシュカードで
ＡＴＭより他店舗へ振り込んだ場合のみ手数料は無料となりますので、ご利用いただ
きますようお願いします。
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平成29年    春季農協座談会回答

【管理部門】

問　酒田ひがし支店敷地内の活用計画はどうなっているのか。酒田きた支店に資材店舗
はできるのか。また遊休施設で旧高瀬、旧蕨岡支店の解体計画を早急に進めてほしい。

答　建設についてはさまざまな意見と要望をいただいています。今後も店舗体制も含め
て検討課題とさせていただきます。遊休施設については利活用も含めて検討していま
すが、近隣住民への危害も懸念されることから、29年度も引き続き解体計画を検討し
ますのでご理解をお願いします。

問　「ＪＡ庄内みどりの未来を考える会」の内容を詳しく教えてほしい。

答　「ＪＡ庄内みどりの未来を考える会」の内容につきましては、広報誌₂月号に特集
記事として掲載しています。今後は答申内容にもとづきプロジェクトを立ち上げ、実
現に向けて取組んでいきます。

問　ＪＡデーのチラシや封筒が多すぎる。整理節約すべきではないか。

答　整理節約を心がけていますが、個人情報保護等の関係から封筒が多くなってしまい
ご迷惑をおかけしています。今後もチラシ等につきましては整理節約に努めます。　
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【㈱みどりサービス】

【燃　料】�

問　ＪＡ - ＳＳで発行される値引きレシー
トが、他のＪＡ - ＳＳで利用できないの
はなぜか。管内どこでも同じ条件で使
用できるようにしてほしい。

答　値引き割引券は各セルフＳＳの顧客
誘導策として発行しています。今後と
も、低価格でご利用いただけるよう設
定しますので、発行ＳＳでの使用をお
願いします。

【葬祭センター】�

問　葬祭センターは計画通りに運営できているのか。施設を増やす予定はあるのか。

答　葬儀形態は約90％ホール葬で推移しており、やすらぎホールさかた、みどりを中心
に事業を行っています。今秋には、ご利用者の要望に応えて、やすらぎホールさかた
に会食室を増築しますので、よろしくお願いします。



Ａコース　月・水・金
Ｂコース　火・木・土

●2人用 
税込
価格15,120円

（本体価格14,000円）

●4人用 
税込
価格24,840円

（本体価格23,000円）

●6人用 
税込
価格31,320円

（本体価格29,000円）

基本コース

Ａコース　月・水・金
Ｂコース　火・木・土

●2人用 
税込
価格16,200円

（本体価格15,000円）

●4人用 
税込
価格27,000円

（本体価格25,000円）

お魚コース

Ａコース　月・水・金
Ｂコース　火・木・土

●2人用 
税込
価格15,120円

（本体価格14,000円）

●4人用 
税込
価格25,920円

（本体価格24,000円）

スタミナコース

Ａコース　月・水・金
Ｂコース　火・木・土

●1人用 
税込
価格10,000円

（本体価格9,259円）

●2人用 
税込
価格15,120円

（本体価格14,000円）

おてがるコース

Ａコース　月・金
Ｂコース　火・土

●2人用 
税込
価格12,960円

（本体価格12,000円）

さわやかコース


