
テーマ2 平成29年度事業方針（案）ならびに重点実施事項（案）

経営基本方針�

1．水田の高度利用化と収量・品質向上に向けた技術指導強化
2．地域農業生産体制の再構築
3．産地・卸・実需が一体となった生産販売
4．低コスト・省力資材による生産コストの低減
5．食農教育、健康増進、高齢者生活支援の展開
6．お客さまに信頼され選ばれるＪＡバンク事業の展開
7．組合員・利用者への「安心」と「満足」の提供
8．自己改革の実践と地域の活性化

指導事業�

●営農企画課

重点実施事項

１．更なる収量・品質アップに向けた技術指導の強化
（１）良食味米安定生産630㎏/10ａ（販売反収600㎏）、高品質大豆生産180㎏／ 10ａを目標に指

導にあたります。
（２）｢はえぬき｣の地力に対応した増収対策や、｢つや姫｣の年次変動のない安定生産対策に取り

組みます。
（３）｢雪

ゆき

若
わか

丸
まる

（山形112号）｣・｢つくばＳＤ２号｣の栽培技術の確立に取り組みます。
（４）土壌ｐＨの改善に向け、土づくり資材などの積極的な投入を推進します。
（５）適時・的確な病害虫防除の徹底を図ります。
（６）気象リスクに対応した品種構成の見直しと適正化に取り組みます。

２．水田の高度利用と実需と連携した生産体制の確立
（１）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ります。
（２）飼料用米を中心に、加工用米、米粉用米、大豆など実需者と結びついた生産拡大を図りま

す。
（３）園芸作物を導入した輪作体系や、水稲育苗後ハウスの有効活用に取り組みます。
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３．未来を見据えた豊かな地域農業の実現
（１）30年産以降の米政策見直しにかかる対策に

取り組みます。
（２）農政活動、食農教育活動の積極的な展開を

図ります。
（３）生産組合を含めた地域生産組織のあり方に

取り組みます。

●担い手支援課

重点実施事項

１．担い手経営体支援
（１）法人・大規模農家・認定農業者等へ経営所得安定対策加入を推進します。
（２）集落営農組織から移行した法人に経理支援を実施します。
（３）農業生産組織連絡会議と連携し、研修会等を開催し組織間の情報共有を図ります。
（４）設立間もない法人の収益確保に向けて、集積した農地の有効活用を検討します。

２．地域農業生産の体制再構築
（１）「人・農地プラン」の定期的な見直しを実施します。
（２）新規就農者の育成、発掘および支援体制づくりを継続して進めます。
（３）地域農業への補完的な役割として、関係部署と連携しながらＪＡ作業受託出資法人の設立

に向けて検討を進めます。

販売事業�

●米穀課

重点実施事項

１．実需からの要望に応じた生産
（１）業務用として高評価で実需から要望の強い「はえぬき」の安定生産と増収による安定供給

を継続します。
（２）コンビニチルド弁当向け専用品種「つくばＳＤ２号」を実需側とタイアップし生産振興を

図ります。

２．産地での生産計画に基づく実需への提案
（１）新品種｢雪若丸（山形112号）｣や中山間地域でのこだわり栽培米など、特色ある米を実需
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へ提案します。
（２）農業生産法人やカントリーエレベーターご

となど地域を絞った産地指定の提案や、生
産現場からの生産計画に基づく品種等の提
案を行います。

３．安定生産・安定販売に向けた取り組み
（１）契約栽培米の一部を複数年、固定価格での

販売提案を行い、相場に左右されない安定収入、安定生産を目指します。
（２）系統集荷率の向上に努め、安定集荷と安定販売により、信頼される産地を目指します。

４．品目別取り組み計画について
【主食用米】全国規模で生産調整に取り組んだことにより、₂年連続で過剰作付けが解消され
ました。このことから需給環境は改善し米価も回復基調にあります。当ＪＡでは「生産数量目
標」による主食用米の生産を行い需給の安定と価格の回復を目指します。取り扱い数量は、昨
年に引き続き増産運動と集荷率の向上に努め、既存の取引先を中心に安定販売を目指します。

【加工用米・備蓄米】26年産から実施された加工用米複数年契約が28年産で終了したことから、
飼料米への移行による減少も想定されます。販売先からは今後も継続した供給を要望されてい
ますので、備蓄米から加工用米への移行も視野に28年産同数を計画します。

【飼料用米】当ＪＡ全体で昨年から約117ha増の1200haの取り組みを行います。品種はこれま
で通り「ふくひびき」で、ほ場特定の区分管理方式とします。28年産から一部、酒田地区管内
で個人調製による出荷も行っています。販売先はこれまで通り平田牧場向けとする予定です。
交付金数量払い制度を活用し、生産者手取りの向上に努めます。

【米粉用米】昨年に引き続き栃木県の「波里」を中心に同量の約800トンの取り組みを行います。
品種はこれまで通り「はえぬき」で、主食用米とほ場を区分しない一括管理方式により、共乾
施設での取り組みとしています。

【輸出用米】平成28年産は、東南アジア向けに4.4haの約27トンを取り組みました。平成29年産
も既存の取引先と同数量で計画しています。加工用米と同様、一括管理方式での取り組みとし
ます。
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【大豆】近年の大豆価格高騰により作付面積の減少に歯止めがかかり、全国的に生産量は若干
増加傾向にあります。また、高騰していた価格も落ち着きを取り戻し、高止まりから下げ傾向
となっていますが、国産大豆の需要はまだまだ高く、実需先からは取引数量の拡大と継続販売
を求められています。このことから面積は昨年同様の約900haを維持し反収の増加に努めます。

【そば】平成24年産の価格暴落以降、近年は全国的に作柄が低調であったことから、販売価格
は年々上昇傾向となっています。平成29年産は前年同様の約195haを計画します。

【29年産米取り組み計画】

品　　目 29年産計画
数量(俵)

29年産計画
面積(ha)

28年産実績
数量(俵)

28年産実績
面積(ha)

前年増減
(俵)

前年増減
(ha)

主食用米 647,000.0 ����7,233.5 647,435.0 7,267.6 △435.0 △34.0
加工用米(備蓄米) 116,000.0 1,049.9 116,260.5 1,132.3 △260.5 △82.4
飼料用米 130,000.0 1,200.0 126,000.0 1,083.5 4,000.0 116.5
米粉用米 13,000.0 132.4 13,383.0 132.4 △383.0 0.0
輸出用米 2,000.0 4.4 495.0 4.4 1,505.0 15.1
大豆 20,000.0 932.3 20,000.0 932.3 0.0 0.0

そば（45kg ／俵） 2,000.0 195.1 452.5 195.1 73.5 0.0

合　　　計 893,800.0 10,747.6 885,618.0 10,747.6 8,182.0 0.0

●園芸課

重点実施事項

１．長ねぎ生産拡大推進事業の継続
（１）水田畑地化事業が終了した水田への推進として、平成29年度は200ａ分を推進します。
（２）広野地区基盤整備県営事業とタイアップした推進で、広野地区に実証ほを設置し長ねぎ栽

培を周知します。
（３）作型を拡大し、平成29年度は８月１日から収穫を開始します。
（４）価格が安定している₅月～₆月収穫の春ねぎを推進します。
（５）個選共販分、高齢化により年々面積が減少しているため、施設ねぎの利用を推進します。
（６）ねぎ共同出荷調製施設の効率的運営を目指します。

２．園芸品目（ミニトマト・アスパラガス・パプリカ・シャインマスカット等）
を対象とした支援事業の実施

（１）平成29年度からの₅カ年事業で「ＪＡ園芸チャレンジハウス支援事業」を立ち上げ、実用
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化に向けてノウハウや問題点を検証しながら
拡大に取り組みます。

（２）上記品目に取り組む農業生産法人、個人の生
産者が新たに建設する園芸用ハウス等にＪＡ
が支援します。

（３）既存の水稲育苗用ハウスなどを活用して、
「シャインマスカット」の産地化を図ります。

●畜産課

重点実施事項

１．生産性の向上と防疫体制の強化
（１）関係機関との連携による技術、経営指導を強化します。
（２）家畜防疫の徹底と侵入防止対策の強化に努めます。

２．畜産生産基盤の維持と担い手確保対策の推進
（１）補助事業を活用した規模拡大を支援します。
（２）担い手を対象とした重点指導の徹底および畜産後継者の活動を支援します。
（３）畜産経営安定対策事業への取り組みを強化します。

３．地産地消による消費拡大の展開
（１）各課との連携による消費拡大の展開を図ります。
（２）消費者を対象とした地場産畜産物の普及活動の推進に努めます。

購買事業�

●営農資材課

重点実施事項

１．流通合理化によるコスト削減
（１）生産者への肥料の直送拡大と農薬の大型規格品目の取り扱いを拡大し低コスト化を目指し

ます。

２．営農と連携した予約購買の推進
（１）肥料・農薬の銘柄集約に取り組み、分かりやすく見やすい予約注文書を作成し予約の向上

を目指します。
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３．店舗体制の改善
（１）店舗職員の商品知識の向上と、注文の取りまとめから納品まで一連の流れの中で、チェッ

ク体制を整備し、事務改善を図ります。

●農業機械課

重点実施事項

１．訪問活動による農機情報の提供
（１）訪問活動ならびに広報誌を活用し最新の農機情報を提供します。
（２）展示会の開催と春・秋年２回のほ場実演会を実施します。

２．低コスト化に向けた営農支援
（１）格納整備から預かりまでの保守管理を行い、長期利用できるように支援します。
（２）ＪＡ全農ならびにＪＡ各課と連携して、レンタル機および低コスト化に必要な情報を提供

します。

３．整備技術向上と農作業安全の啓蒙活動の実施
（１）整備資格の取得と専門技術研修会等へ参加し整備技術の強化を図ります。
（２）ポスター掲示・声掛けによる農作業安全の啓蒙活動に努めます。

●生活課

重点実施事項

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
（１）女性部の組織を検討し、活発な女性部活動を展開します。
（２）食育活動として、「親子料理教室」を継続開催します。
（３）環境保全活動（石けん運動）を継続して実施します。

２．安全・安心な生活資材事業の展開
（１）恒常推進や展示会等で食材のＰＲを行い新規利用者の拡大に努めます。
（２）展示会・広報誌を活用した商品紹介と新規取扱商品の検討を行い、利用拡大に努めます。

３．組合員の健康と豊かな生活を実現するための活動の展開
（１）健康器具の紹介や補聴器の無料体験を定期的に実施します。
（２）家屋の「シロアリ駆除」の無料巡回訪問を実施します。
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４．互助制度の充実と親しみやすい葬祭事業の展開
（１）セレモニー互助会の会員募集を推進します。
（２）セレモニーホールさかたのリニューアルと10周年イベントを開催し、親しみやすい葬祭事

業を展開します。

●みどり販売課

重点実施事項

１．精米・米粉販売の拡大
（１）産地精米・今摺米のメリットを生かした精米推進を行い

ます。
（２）行政との連携を密にし「ふるさと納税」への提案を積極

的に行い、販売拡大を目指します。
（３）精米品質の向上を目指し、精米センターの衛生環境強化

計画を作成・実行し、信頼できる精米販売を行います。

２．管内農産物の消費拡大と加工品開発・宣伝強化
による販路拡大

（１）園芸課との連携を密にし、管内農産物の直接販売の販路拡大を目指します。
（２）直売所・インショップの充実化を図ります。
（３）地元企業と連携し、６次産業化による管内農産物を活用した新商品開発を行います。
（４）各種イベント・商談会に積極的に参加し、管内農産物の消費拡大ＰＲを行います。

３．庄内みどりファン倶楽部の充実化
（１）庄内みどりファン倶楽部の拡大と、顧客満足度を高めた活動の展開を図ります。

信用事業�

重点実施事項

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
（１）支店ごとに季節感を感じられる店舗づくりと、支店オリジナル開催での年金感謝デーを企

画し、ＪＡらしさを前面に出しながら来店アップを目指します。
（２）お客さま目線に立った接客・出向く相談体制を基本とする顧客対応に引き続き取り組み、

顧客満足度向上に努めます。
（３）休日ローン相談会・休日年金相談会を開催し、幅広い方々へのサービスの提供と相談機能

の充実を図ります。

─ 22 ─



（４）農家メイン強化先および農業生産法人への定期訪問を実施し、他部門と連携を図りながら
「情報収集」・「資金相談」・「支援」・「取引深耕」に努めます。

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
（１）金融職員の商品知識向上を図るための研修会を定期的に開催し、正確で質の高いサービス

の提供に努めます。
（２）窓口・金融渉外との情報連携や、金融渉外による顧客世帯への積極的な訪問により、顧客

ニーズに合った総合的なサービスの提供と取引深耕に努めます。
（３）事務堅確性向上運動の展開により、一層の事務健全化に努めます。

３. 次世代層や高齢者に向けた金融商品の提案
（１）お子さまを対象とした各種イベントに協賛する他、子育て応援パスポートを活用したロー

ン・貯金の金利優遇商品を提供し、保護者ご家族に対しＪＡのＰＲと子育て世代の利用
拡大に努めます。

（２）高齢者およびともに暮らすご家族向けに、介護応援商品の利用拡大に努めます。また年金
友の会や福祉課と連携し、元気高齢者に対する支援、ＪＡのＰＲ活動を行います。

共済事業�

重点実施事項

１．「ひと・いえ・くるまの総合保障」の拡充
（１）組合員・利用者の万一保障・生存保障の充実に向けた推進を行います。
（２）仕組み改訂のご案内と共済契約者と掛金負担者（口座名義人）の確認を実施します。
（３）ニーズを的確に捉えた提案と情報提供活動を行います。

２．地域に密着した推進活動の拡充
（１）あんしんチェックと３Ｑ訪問活動による全戸訪問点検実施を行います。
（２）ご案内活動を実施し、組合員・利用者との接点強化を図ります。
（３）地域貢献活動を実施します。

３．自動車共済および代理店強化
（１）万が一に備えた自動車共済保障充実の展開を図ります。
（２）代理店協力会の会員増加に努めます。
（３）ＪＡ一体となった事故処理対応によるお客さま満足度の向上を図ります。

─ 23 ─



経営管理�

●総合企画部

重点実施事項

１．「ＪＡ庄内みどりの未来を考える会」の答申に基づく検討と実践
（１）自己改革に向けて「ＪＡ庄内みどりの未来を考える会」より答申された３提言に基づき検

討チームを立ち上げ、検討・実践を図ります。
（２）支店活動計画を作成し、支店の独自性を発揮し地域の活性化に努めます。
（３）利用者満足度の向上と、信頼確保を図るため法令順守の徹底に努めます。

２．人材の育成と職場改善意識の醸成
（１）各種研修会への年齢・役職別の計画的参加を図ります。
（２）資格取得を推奨します。
（３）職員提案制度の見直しによる職員への改善意識定着を図ります。

●福祉課

重点実施事項

１.介護施設の運営強化とサービスの質の向上
（１）利用者満足を高める介護施設の運営と新設（グループホーム）をします。
（２）人材育成によるサービスの質の向上をはかります。
（３）介護保険制度改正に対応すべく事業経営の強化・改善をすすめます。

２.「ＪＡ健康寿命100歳プロジェクト」活動の実践
（１）助け合い組織と連携しながら、「健康づくり

教室」や「ウオーキング大会」、「料理教室」
等を開催し、体力向上と親睦をはかります。

（２）認知症の理解に向けた啓発活動を実施します。
（３）介護ボランティアの活性化に向けた活動を

展開します。
（４）行政と連携した介護予防事業に取り組みます。
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●審査室

重点実施事項

１．財務基盤強化を図るべく不良債権化の未然防止
　関係部署との連携を強化し、債務者との早期面談を実施して、不健全債権の圧縮と回収に努
め、不良債権比率の改善を図ります。

２．コンプライアンス態勢の確立
　法令等順守の基本方針策定と周知徹底・啓蒙を行い、内部統制機能の整備確立と苦情処理・
事務ミスの検証、指導を行います。

●監査室

重点実施事項

１．内部統制の整備・運用状況とリスク管理態勢の検証
（１）法令等順守に基づく状況の検証を行います。
（２）内部管理態勢の適切性・有効性の検証を行い、業務上の課題抽出と改善提案をします。
（３）リスクの高い部署を重視した、効率的な内部監査を実施します。
（４）監査、検査等の指摘事項に対する改善状況の検証を行います。

２．監査機関との連携強化
（１）監査機関とのリスク認識の共有化を図り、効果的な内部監査を実施します。
（２）公認会計士監査導入に向けた対応について、全国監査機構と連携を図ります。

㈱みどりサービス�

重点実施事項

●自動車課
１．信頼の得られるサービスの提供
（１）顔の見える営業活動を実施し、ダイレクトな情報提供に努めます。

２．基幹パル体制再編に伴う顧客対応の徹底
（１）一般整備、購入相談、車検定期点検等の受付体制を整備し、作業の効率化と費用の削減に

努めます。
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●燃料課
１．利用者評価の高いＳＳ運営
（１）喜ばれるキャンペーンの定期的実施とサービス向上のため、内部・外部研修を行いスタッ

フ教育の徹底に努めます。

２．定期配送システムの導入による顧客管理の徹底
（１）石油製品の安定供給拠点として安全で快適な生活を送れるよう、地域密着型の燃料配送サ

ービスの構築に力を注ぎます。

●ガ�ス�課
１．変遷する社会情勢に応じた事業展開
（１）24時間監視体制を主とした高度保安業務体制を強化するとともに、ＬＰガス消費者巡回活

動を行い、「安心・快適・エコ」に優れたガス器具および家電製品の提案をすすめます。

●葬　　祭
１．安心してご利用いただけるサービスの提供
（１）思いやりのある葬儀施行と信頼のいただけるサービスの提供に努めます。セレモニー互助

会会員の拡大を図るため、ＪＡとともに推進強化に努めます。

●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
（１）品質・商品管理を徹底するとともに、満足度向上に向け

た営業活動を展開します。

２．６次産業化への実践に向けた積極的な取り組み
（１）地域企業やＪＡと連携した地場農産物を活用した特徴あ

る商品開発を努めます。

●管�理�課
１．安定した経営基盤の確立と顧客サービスの充実
（１）事業管理の徹底を図り、経営基盤の充実と地域顧客の皆さんに積極的な情報提供を行い、

サービスの徹底に努めます。

２．社会環境に対応した事業体制の整備
（１）多様化・複雑化する社会の変化を敏感に察知し、次世代につながる会社運営に挑戦します。
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