
テーマ1 平成28年度 重点実施事項の取り組み状況と事業見通し

営農販売部�

■営農企画課

重点実施事項の取り組み状況

１．安定多収と高品質の両立を図る技術指導の強化
　ここ数年、品種を問わず収量の伸び悩みが続いていることから、「つや姫」の中間追肥（ケ
イ酸資材）の実施促進や「はえぬき」の増収に向けた穂肥対応など、安定多収と高品質の両立
を目標に掲げ指導を実施しました。また、「ばか苗病」の発生が増加傾向にあることから、種
子消毒剤の見直し提案や作業工程の確認・環境衛生の徹底など、発生防止に向けたマニュアル
を作成し指導啓蒙に努めました。
　水稲では生育期全般にわたり気温が高く日照も多かったことから、順調な生育で推移しまし
た。出穂期以降も台風の影響もなく、高温多照で経過したことから順調に登熟が進み、品質、
収量とも昨年を上回る良好な結果となりました。しかし、一部地域、品種で斑点米カメムシ類
の被害が発生したことから、防除対策に課題を残しました。
　大豆は播種や中耕培土が適期に行われ、おおむね順調な生育で推移しましたが、収穫期の降
雨により刈り取り作業が遅れ、収量は昨年並みとなりました。

２．水田の高度利用と実需と連携した生産体制の確立
　経営所得安定対策を積極的に活用し、農業所得の増大と経営の安定化を図るため、飼料用米
の取り組み拡大と、実需者との結びつきのある加工用米、米粉用米、大豆などを中心に水田の
計画的利用を推進しました。

３．次代につなぐ豊かな地域農業の実現
　食農農教育活動として、稲作体験事業（学校田）
の取り組みや青年部・女性部による上京運動、小
学校への苗の発送など積極的に取り組みました。
　農政活動では、30年産を目途とする生産数量目
標配分の見直しに関し、生産現場で不安が拡がっ
ていることから、引き続き行政の積極的な関与と
指導、農業再生協議会の機能発揮を求める要請活
動を実施しました。
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■担い手支援課

重点実施事項の取り組み状況

１．担い手経営体支援
　28年度に12法人が設立され、29年₁月末までに43組織が集落営農組織から法人化しました。
これにより、集落営農組織を母体とした管内法人の総水田面積は、₃千200ha余りにおよぶ結
果となりました。
　新たに当ＪＡとして「法人経理支援システム」を立ち上げ、希望する法人と事務委託契約を
締結し、法人の精算手続き等の事務を各営農課で処理できる体制を構築しました。
　また、農業生産組織連絡会議と連携して研修会を開催し、組織間の情報共有を図りました。
設立間もない法人に対しては、税理士も交え決算等に向けた合同研修会を開催し、法人会計・
税務に対する理解を深めました。
　農地中間管理事業における農地の出し手、受け手への相談機能の充実に努め、担い手農業者
への集積を進めました。

２．地域農業生産の体制再構築
　行政や支店と連携して「人・農地プラン」の見直しを実施し、担い手農業者の確保に努めま
した。法人化を検討中の集落営農組織に対しては、特定農業団体の延長申請手続きを実施する
とともに、組織や地域の将来に向けて協議を継続しました。

■米穀課

重点実施事項の取り組み状況

１．実需からの要望に応じた生産・販売
　コンビニチルド弁当向け専用品種「つくばＳＤ
₂号」の取り組みを行い、モデル事業として一部
地域を限定し、約45haの栽培を行いました。28
年産は作柄に恵まれたこともあり、約₅千俵の集
荷実績となりました。29年産は実需よりさらなる
生産拡大を求められています。また、業務用とし
て需要の高い「はえぬき」は引き続き増産運動を
展開し、収量増による集荷の安定に努め、結果「は
えぬき」の集荷数量は出荷契約比7.4千俵増の101. 8％となりました。

２．安定生産・安定供給に向けた取り組み
　29年産米以降に向け、契約栽培米「つくばＳＤ₂号」の複数年・固定価格契約をすすめてい
ます。複数年、固定価格契約のメリットは、生産者には米相場が下落した場合の収入保障とな

─ 2 ─



り、実需には相場が高騰した場合の安定仕入れとなります。また、加工用米も平成30年以降の
需要に応じた生産を視野に備蓄米の割合を減少し、実需先のみえる加工用米を増産し取り組み
ました。

３．米集荷率向上に向けた取り組み
　昨年に引き続き増産運動を展開し、系統集荷率の向上に努めました。近年増加している個人
調製のフレコン出荷についても、作業効率の良さから生産者からも好評を得ており、170名の
生産者で、主食用米と加工用米で約6.8万俵の集荷を行いました。また、28年産からは飼料用
米のフレコン集荷の取り組みを行い、約1.4万俵の集荷実績となりました。

事業見通し

１．28年産米の集荷状況
　28年産主食用うるち米の集荷数量は、約64.3万俵で前年より約1.2万俵（前年対比101.9％）
多い見込みとなっており、さらに予約数量に対しても約1.2万俵（予約対比101.9％）増の集荷
数量となっています。これは庄内作況「103」と作柄による好影響はあるものの、数年前より
取り組んできた増産運動の結果とおもわれます。
　銘柄別には「はえぬき」が減少している中、「つや姫」は面積の増加に加え反収増により大
きく増加しています。品質は主食用うるち平均の₁等米比率は99. 0％と昨年に引き続き高品位
となっています。

� 【28年産主食用うるち米の集荷見込み数】　　　　　（単位：俵・60㎏）

銘　　柄 28年産米
集荷数量 1等米比率 27年産米

集荷数量 1等米比率 H28−H27
数量増減

H28/H27
前年対比

は え ぬ き 409,619.0 99.1%　 418,959.0 　99.1% △9,340.0 　97.8%
ひ と め ぼ れ 40,002.0 97.2%　 40,903.0 97.5%　 △901.0 97.8%　
つ や 姫 76,783.5 99.2%　 60,228.5 98.0%　 16,555.0 127.5%　
サ サ ニ シ キ 2,301.0 86.1%　 3,117.0 85.1%　 △816.0 73.8%　
開 発 米 103,807.5 　99.3% 102,070.5 99.1%　 1,737.0 101.7%　
そ の 他 10,797.5 96.2%　 5,994.0 93.9%　 4,803.5 180.1%　
う る ち 計 643,310.5 99.0%　 631,272.5 98.8%　 12,038.0 101.9%　
出 荷 予 約 631,733.5 　

　
　

644,485.0 　
　
　

△�12,751.5 　
　
　

出 荷 予 約 比 101.8% 97.9% 3.9%
予 約 増 減 11,577.0 △13,212.5 　　　　　　-

２．28年産米の販売状況
　平成28年産主食用米の生産は、27年産に続き全国段階で生産数量目標の達成がはかられたこ
とから需給環境が改善し、「はえぬき」の概算金は前年から1,000円高い11,000円で設定され、
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相対基準価格も前年から700円高い13,300円でスタートしました。各産地銘柄とも平均1,000円
～ 1,500円程度の値上げによる販売となっていますが、安価な銘柄を中心に人気が高く、低中
価格帯の米が品薄となっています。このことから「はえぬき」も品質の良さと値頃感から昨年
以上の申込みとなっていますが、生産量は「つや姫」への移行により年々減少しており要望に
応えきれない状況となっています。
　一方「つや姫」は、引き続き品質と食味は高い評価を得ており、ブランド米としての認知は
得ていますが、高価格帯米の需要量は限られていることから生産量が大きく増加し、スタート
は鈍いものとなっています。他産地でも新品種によるブランド米の生産を増やしているため、
今後も販売環境は厳しくなると予想されますので、他産地に負けない高品質米の生産が必要と
なります。

３．27年産大豆の販売状況と28年産大豆の集荷状況
　27年産大豆の販売価格は引き続き高値で推移していますが、全国的に減少していた作付面積
が26年産から若干増加傾向にあることや、年々高騰する国産大豆価格に反発する形となり、高
止まりから若干下げ傾向となっています。しかしながら国産大豆の需要は引き続き高く、特に
減少傾向の中粒種、小粒種の作付け拡大を要望されています。
　28年産大豆の集荷は、播種から収穫期まで天候に恵まれ、出荷契約18,843.0俵／ 60kgに対し
21,956.0俵（契約比116. 5％）の実績でした。そのうち「エンレイ」が11,341.5俵で契約比123. 5
％、「里のほほえみ」が8,159.5俵で契約比115. 5％、「リュウホウ」が1,487.0俵で契約比82. 5％
となっています。品種構成は「エンレイ」が全体の51. 7％、「里のほほえみ」が37. 2％、「リュ
ウホウ」が6.8%となっており、反収のよさから年々「里のほほえみ」が増加しています。
　全銘柄の平均反収は、昨年の140.5kg ／ 10ａに対し141.3kg ／ 10ａとほぼ前年同様となって
いますが、作付面積が減少していることから、集荷数量は前年から2,016.5俵（前年比91. 6％）
減少しています。
　今年度の米穀事業全体の見通しは、米の需給環境が改善したことから、販売進捗と販売価格
が上昇傾向にあるため、販売計画89億₉千万円に対して95億₇千万円（計画比112. 0％）の見
込みとなっています。

■園芸課

重点実施事項の取り組み状況

１．長ねぎ生産拡大推進事業の継続
　「長ねぎ生産拡大推進事業」は、長ねぎ栽培の主だった作業（育苗・定植・土寄せ・病害虫
防除・掘り取り）を受託するとともに、出荷調製作業も行い、土地利用型作物として転作田で
の面積拡大を図るものです。昨年度から八幡地区に新しいねぎ共同出荷調製施設を設置し、面
積拡大に取り組んできました。その結果、販売金額67,389千円（前年対比120％）と、今年も
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大幅に拡大することができました。

【次年度の課題】
①特に早出し（₈月と₉月出荷）において「Ｍ」
規格の細物が多く、手取り単価が低下している
ため、「2Ｌ」・「Ｌ」規格中心の太物の生産指導
を図る。
②転作田では明渠を設置するなど、排水対策を徹
底した出荷率の向上
③適期の病害虫（アザミウマ・赤さび）防除による秀品率の向上

２．園芸生産拡大事業の一環である「ミニトマト、アスパラガス」を中心とした生産振興
　ミニトマトは前年対比数量82％、金額86％と減少しました。原因は、抑制栽培における定植
後のハウス管理の失敗が大きな要因です。アスパラガスは前年対比数量179％、金額173％と大
きく伸びました。遊佐園芸センターにて、デモ版ではありますが選果機を導入し、バラ出荷に
よる集荷が伸びたことが大きな要因です。

【次年度の課題】
①春・秋のイチゴ栽培の減少を補うべく、メロン後作のミニ
トマト抑制栽培の推進が必要
②品種検討・品種統一
③後継者を中心に取り組みが浸透してきてはいるが、面積拡
大には農業生産法人の取り組みが必要
④選果機導入に見合う、アスパラガス栽培の面積拡大の推進
が必要（現在はデモ機による選別だが、今以上の面積拡大
には対応不可能）

事業見通し
　果樹類は開花後の雹害等により和梨の出荷数量が減少しましたが、庄内柿は高品質生産と産
地リレーが円滑に進み、高単価で推移したことで前年対比129％、販売金額₁億800万円と₅年
ぶりに₁億円を達成しました。果実類は極端に出荷が早まった昨年に比べ10日遅れの出荷とな
り、事前の計画出荷と高品質生産および前段産地とのスムーズな産地リレーができ、ハウス物
やトンネル最盛期の値崩れもなく終始堅調な販売が行われました。イチゴは栽培面積の減少に
より、前年対比75％の販売金額となりました。
　野菜類は、北海道を直撃した₃つの台風の影響と₉月以降に不順な天候が続いたことにより、
数量減、単価高の販売が続きました。野菜主要品目の単価は前年比138％と大きく上回り、天
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候不順の影響で全般に入荷が減少し価格を押し上げました。ねぎは東北・関東各地も生育が遅
れ入荷が伸びなかったことと、なべ物需要が増え前年対比単価124％と高値で取引されました。
パプリカは夏場も着果良好で数量が増加し、初めて取扱金額が₁億円を上回りました。
　花き類は、特にストックで秋以降の不順な天候を大きく受け、取扱数量は前年対比₈割にと
どまりましたが、花き類全体の品薄もあって高単価で取引されました。
　今年度は、販売計画20億₅千600万円に対し、販売金額21億900万円（計画比102％）を見込
んでいます。

■畜産課

重点実施事項の取り組み状況

１．生産性の向上と防疫体制の強化
　関係機関と連携し生産技術・経営指導を継続して実施、生産性の向上や財務の改善に努めま
した（家畜共済損害防止事業、畜産コンサルタント事業）。家畜防疫体制は関係機関の指導に
よる鳥インフルエンザが発生した場合の対応についての研修会等への参加も含め、日ごろから
畜産農家の農場等への立ち入の制限や消毒の徹底に努めました。

２．畜産生産基盤の維持と担い手確保対策の推進
　規模拡大を図る意欲的な担い手農家に対し関係機関と連携し、実施に向け事業計画等の作業
を進めている状況です。畜産後継者グループの育成は研修会、情報交換、交流会等の活動支援
を行いました。

３．地産地消による消費拡大の展開
　豚肉・牛肉の消費拡大は年₂回（₈月・12月）
一般農家を対象に生活課と連携し取り組みました。
また、₉月には遊佐町畜産フェステバル、豊かな
海づくりフェスタin遊佐町、10月には酒田市農林
水産まつりにて牛肉、豚肉の焼肉の試食・販売等
を行い、地場産畜産物のＰＲを図ることができま
した。

事業見通し
　為替相場の円安傾向を背景に配合飼料価格等の高騰、特に肥育牛は素牛価格が高騰していま
す。また、販売情勢は牛枝肉相場、子牛相場が高相場で推移しています。畜産全体の販売実績
は販売計画14億₅千万円に対し、15億₃千万円（計画比105.5％）を見込んでいます。
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経済部�

■営農資材課

重点実施事項の取り組み状況

１．流通合理化による徹底的なコスト削減
　希望農家にパレットでの配送を行い、配送効率を高めました。また、年内引取りと年明け引
取りの価格差を設け配送の平準化を図りました。

２．法人組織・大規模農家・認定農業者等への計画的利用率の向上
　法人組織を含め、大口農家への利用拡大に努めました。また、大口利用者に対し利用還元に
ついての説明を行いながら利用率の向上に努めました。

３．営農課と連携した予約購買の推進
　収量アップに向けた商品を予約注文書へ新規掲載し、取扱拡大に努めました。

事業見通し
　肥料価格の大幅な値下げと、飼料は飼養頭数の減少もあり計画を下回りました。取扱計画30
億₃千万円に対し、28億₈千万円（計画比95.1％）を見込んでいます。

営農販売部門取扱高実績（見込み） 単位：百万円
11,000

10,000

9,000

8,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

年間計画額
実績見込額

園　芸
2,056
2,190

米　穀
 8,990
 9,570

畜　産
1,450
1,530
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■農業機械課

重点実施事項の取り組み状況

１．訪問活動による農機情報の提供
　展示会等の年₄回のイベントを中心として幅広
く推進活動を行いました。また、新型トラクター・
田植機・コンバインのほ場実演を個別に出向いて
実施しました。

２．低コスト化に向けた営農支援
　ＪＡ各課と連携を図り補助事業（農機具等購入応援事業等）に取り組みました。また、長期
間利用できるように大型農機に対する保守管理契約では、現在68台（新規17台）の契約をいた
だいています。

３．整備体制の強化
　農機技能検定の取得は必須とし、全農ＪＡ検定にも挑戦して整備技術の向上に努めました。
また、安全作業実施のため、計画的に資格の取得にも努めました。

事業見通し
　農業生産法人・担い手農家への幅広い推進と補助事業等に取り組みました。また、各地区で
の防除ヘリの需要も重なり、取扱計画₈億₅千万円に対し11億₈千万円（計画比138.8％）の
見込みです。

■生活課

重点実施事項の取り組み状況

１．女性部組織の活性化を図り、地域に密着した活動の展開
　小学生を対象とした親子料理教室では、郷土料
理や季節の野菜を使った講習が好評で次世代へ食
の大切さを伝える活動を展開しました。また、環
境保全活動は石けん運動を継続実施しました。地
域では、各地区のＪＡまつりや産業まつりに参加
し地域と密着した活動を展開しました。

２．安全・安心な生活資材事業の展開
　食材宅配事業では、イベントや展示会等で周知を図りながら訪問推進を実施しました。また、
利用者を対象にした料理講習会では、添加物が少ない商品を取り扱いしているＰＲや、使いに
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くい食材の活用方法など日ごろの悩み相談や食材の推進を行いました。また、「シロアリ駆除
巡回訪問」を実施し、好評を得ることができました。

３．組合員の健康と豊かな生活を実現するための活動
　健康器具の紹介や補聴器の無料体験「聞こえの相談会」を開催しました。また、伝統文化の
継承として共済部と連携した「一升もちだよ～すくすく赤ちゃん大集合」では、66人の子ども
たちから参加いただきました。また、「女性大学」を継続して開催し、ＪＡ事業の紹介やＰＲ
をしました。

４．互助制度の充実と葬祭後のフォローの強化
　やすらぎホールさかたの₉周年事業では、多数の組合員からご来場いただき臨床宗教師のお
話やエンディングノートの作成などを行い、好評に開催することができました。互助会の推進
では、特別強化月間を設定し会員の拡大に努めました。

事業見通し
　食材宅配・耐久消費財は計画通りに推移していますが、葬祭用品は計画比95％の見込みです。
また、カタログ販売やシロアリ駆除の需要があり取扱計画₈億円に対し、₇億₇千370万円（計
画比97％）の見込みです。

■みどり販売課

重点実施事項の取り組み状況

１．精米・特産品・米粉商品の販路拡大
　精米は酒田市・遊佐町と一緒にふるさと納税の返礼品に力を入れ、精米直販は大きく伸ばす
ことができました（計画比127.9％）。新規需要米の米粉も、安定した販売を行うことができま
した（計画比120.9％）。

２．加工品開発と宣伝強化による販路拡大と産直利用推進
　特産品の販売は園芸品目の直接販売に力を入れ、新規取引先の拡大等により順調に伸ばすこ
とができました。しかし、加工品販売は販売環境の変化などの影響で、取引先の減少があり昨
年よりも落ち込みました。新たな販路拡大のため、商談会や企業へ出向き積極的な消費宣伝を
行いました（特産品全般　計画比94.7％）。
　産直は生産者と一緒に消費宣伝イベントを行いながら、利用推進に力を入れました。（計画
比：イオン南98.8％、イオン三川108.5％、Ａコープ100.1％、山居館101.4％）。
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事業見通し
供給実績は、取扱計画₆億₂千万円に対し、₈億円（計画比129％）の見込みです。

信用部�

重点実施事項の取り組み状況

１．お客さまから喜んでいただける店舗づくりと相談機能の充実
　お客さま目線を基本とした顧客対応を心掛け、各種キャンペーンやローン相談会を実施して
魅力ある店舗づくりに努めました。また、春・夏・冬の貯金キャンペーンおよび年金・給与口
座獲得に向けた運動を実施し、さらに窓口では「年金感謝デー」等を設けて、お客さまへのサ
ービスやディスプレイによる雰囲気づくりに努めました。

２．お客さまからメインバンクとして選んでいただくための営業体制の充実
　お客さまに質の高いサービスを提供するために、金融商品ごとに職員向けの研修会を実施し、
窓口・渉外が連携したサービスの提供や定期訪問を行いながら顧客ニーズに応えた総合サービ
スの提供を目指しました。また、事務堅確性向上運動に継続して取り組むことにより、信頼さ
れる店舗づくりに努めました。

３．次世代層や高齢者に向けた金融商品の提案
　若年層を対象としたマイカー・教育ローンや住宅ローンの紹介を通しＪＡのＰＲを行うこと
で、新規顧客の利用拡大に努めました。また、子どもたちを対象としたイベント（バレーボー
ル・フットサル大会）への協賛を通じ、保護者家族に対してもＪＡのＰＲを図りました。高齢
者およびともに暮らすご家族向けに、介護応援定期積金と介護応援ローンの利用促進に努めま
した。また、年金友の会や福祉課主催のウオーキング大会に協賛し、元気高齢者に対する支援、
ＪＡのＰＲ活動を行いました。

経済部門取扱高実績（見込み）
単位：百万円4,000

1,000

500

0

年間計画額
実績見込額

みどり販売
620
800

営農資材
3,030
2,880

生　活
800
773

農業機械
  850
1,180
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事業見通し

共済部�

重点実施事項の取り組み状況

１．「ひと・いえ・くるまの総合保障」の拡充 
　₃Ｑ訪問活動を通じたあんしんチェックを行い、仕組み改訂のご案内と共済金受取人を確認
し、ニーズに合わせた推進活動を図り、生命共済・建物更生共済・自動車共済等の推進を実施
しました。

２．地域に密着した推進活動の拡充
　「ＪＡ共済くらし・営農活動にかかる助成」を
通じ地域住民とのつながり強化を図り、地域貢献
および交通安全活動として、高校生を対象とした
「スタントマン自転車交通安全教室」、幼児・園児
を対象に「アンパンマン交通安全キャラバン」を
実施しました。また生活課と共催で「一升もちだ
よ～すくすく赤ちゃん大集合」を開催して、次世
代・若年層へのつながりを図り、ＪＡ共済の普及
を展開しました。

信用部門実績（見込み）

単位：百万円
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

0
貯　金
98,565
101,264

貸出金
20,285
19,943

年間計画額
実績見込額

（平均残高）
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３．自動車・自賠責共済の普及拡充
　窓口担当者のスキルアップを図り、万が一の損害に備えた自動車共済の保障および見積りキ
ャンペーンを通した自動車共済の新規獲得を図りました。また、代理店協力会女性の集いを開
催して結びつき強化に努めました。

事業見通し

総合企画部�

重点実施事項の取り組み状況

１．支店を核とした事業体制の整備と地域組合員への貢献
　金融・共済・営農を一体とした支店体制とし、
支店を核とする体制整備を実施するとともに、支
店を中心としたＪＡまつり等を開催し、支店職員
と地域住民との交流を実施しました。
　「ＪＡ庄内みどりの未来を考える会」を計₉回
開催し、答申をいただき、次年度から当該提言に
基づき検討を実施していきます。

２．人材の計画的育成と管理評価の徹底
　「職場における役職別に知識と役割の在り方」についての教育のため、中央会階層別研修会
へ参加させるとともに専門知識の習得研修、資格取得に積極的に取り組みました。

長期共済新契約高 

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

単位：百万円

38,000 38,000

年間計画額　実績見込額

支払共済金（平成29年１月末）

【主な内容】

☆長期共済満 4,017件 21億1,942万円

☆長期共済事故 2,438件 10億7,618万円

☆年金共済 3,119件 11億8,421万円

☆自動車共済 1,194件 2億8,581万円

☆自賠責共済 58件 3,843万円

☆傷害・火災共済ほか 202件 1,825万円

　　　　　　　　　　　　　　　　         など

計　11,028件　47億2,230万円
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■福祉課

重点実施事項の取り組み状況

１．介護施設の運営強化とサービスの質の向上
　₃月₁日に西遊佐地区に小規模多機能型居宅介護事業所「ＪＡ多機能ハウス�結

ゆ

い」を開設
しました。同施設は、「訪問」「通い」「宿泊」のサービスを組み合わせて、家庭的な環境と地
域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練等を行っています。また、平成30年度の開
設に向けて、酒田市内にグループホームの計画を進めています。
　ケア研修や各事業別の定期的な研修により、介護技術の向上と介護情報の共有化を図るとと
もに、自立支援に向けた介護サービスを進めています。
　事業総利益は、計画7,512万円に対し、7,860万円（計画比104.6％）の見込みです。

２．「ＪＡ健康寿命100歳プロジェクト」活動の実践
　ウオーキング倶楽部を発足し、₄～ 11月まで
計₇回のウオーキングを実施。各地の史跡等を探
訪しながら健康づくりの意識を高めました（延べ
166人参加）。また、「すけっとみどり」が活動主
体となり、男の料理教室やミニデイ、会員募集や
ボランティアの機運を高めるための講座（チャレ
ンジ！�元気塾）で介護知識の習得や介護予防運
動を実施しました。

審査室�

重点実施事項の取り組み状況

１．財務健全化に向けた不良債権化の未然防止
　農家経済対策小委員会における延滞案件処理方針の進捗状況を確認し、債権の流動化に取り
組みました。また、延滞債権は関係部署・支店と連携して早期解消を図り、不良債権化の未然
防止に努めました。

２．資産査定の正確性の確保
　資産査定の正確性確保のため、担当者の研修会や説明会を開催し、担当者のレベルアップに
努めました。

３．信頼のための法令遵守の徹底
　コンプライアンス・プログラムに基づく確実な実践による信頼確保に努めました。
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監査室�

重点実施事項の取り組み状況

１．内部統制の整備・運用状況とリスク管理態勢の検証
　内部監査計画に基づく18項目の内部監査の実施により、法令等順守および内部管理態勢の適
切性・有効性の検証をしました。また、過去の監査指摘事項の多いリスクの高い部署を重視し
た内部監査を実施しました。
　被監査部署との内部監査指摘事項の事実確認と改善内容について、協議による認識の共有を
図るとともに、改善状況の検証により早期改善に取り組みました。

２．監査機関との連携強化
　県検査、全国監査機構、監事監査による指摘事項の改善内容の確認し、効果的な内部監査を
実施しました。また、監事監査の補助により、リスク認識の共有化を図りました。

㈱みどりサービス�

重点実施事項の取り組み状況

■自動車課
１．信頼の得られるサービスの提供、推進体制の強化
　全国一斉マイカー点検や「さかた産業フェア2016」に参加し、定期点検等の必要性をＰＲし
ました。メンテナンスパックは年間120台ほどの利用があり喜ばれています。
　供給高は計画₅億₈千316万円に対し、₅億₃千800万円（計画比92％）の見込みです。

■燃料課
１．利用者評価の高いＳＳ運営、定期配送システムの導入による顧客管理の徹底
　原油安と円高が続き販売価格が落ち込みました。スーパー特売日や農作業応援フェア等を実
施し、店頭および配送の拡大に力を入れています。
　供給高は計画13億₈千786万円に対し、13億₄千700万円（計画比97％）の見込みです。

■ガス課
１．変遷する社会情勢に応じた事業展開
　ＬＰガス消費機器法定点検の実施とともに、簡易ガス経年管入替工事を行い保安体制に力を
入れています。また、宅地舗装工事、リフォーム工事を行っていますのでご相談ください。
　供給高は計画₆億₆千700万円に対し、₆億₂千700万円（計画比94％）の見込みです。
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■葬　祭
１．葬祭施行件数の拡大
　やすらぎホールさかた₉周年感謝祭を開催し、
セレモニー互助会の推進と終活講座等を行い、利
用者の想いに耳を傾けたサービスの提供に努めま
した。
　供給高は計画₅億₅千500万円に対し、₅億₃
千100万円（計画比96％）の見込みです。

■食品部　マルノー山形
１．食の安全・安心・信頼が得られる事業展開、６次産業化への実践に向けた

積極的な取り組み
　マルノー山形は、原料の大豆・米は山形県産を使用しています。地元企業との連携による商
品開発やＪＡ女性部とのみそ作り体験等、地元の食材と地産地消にこだわった事業展開を行い
ました。
　供給高は計画₆億₅千万円に対し，₆億₂千800万円（計画比97％）の見込みです。

㈱みどりサービス取扱高実績（見込み）
単位：百万円

2,000

1,500

1,000

500

0

年間計画額
実績見込額

自動車
583
538

燃　料
1,388
1,347

ガ　ス
667
627

葬　祭
555
531

マルノー山形
650
628

─ 15 ─


