
テーマ1 平成29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．更なる収量・品質アップに向けた技術指導の強化
　水稲の着実な収量確保を目指すため関係機関と連携し、水稲の現地巡回を生産組合当たり年
₄回開催することを目標に技術指導を行いました。特に水稲の収量アップに向けた取り組みと
して「つや姫」の中間追肥(ケイ酸資材)の推進や「はえぬき」の低地力に対する穂肥対応の提
案など、28年度に引き続き安定多収と高品質の両立を目指した指導を実施しました。
　水稲では田植え以降、低温、日照不足の影響で生育量の確保が遅れ、中干しを遅らせるなど
で茎数確保を優先させ、出穂後も週単位で発生した台風の影響と低温・日照不足により登熟が
進まなかったために、刈取りを遅らせるなどの指導を行いました。
　最終的に作況は平年並みとなりましたが、くず米が多く歩留まりが低下しました。一方の₁
等米比率や食味については、いずれの品種も高水準となりました。
　大豆は播種や中耕培土が概ね適期に行われ、比較的順調な生育で推移しました。収穫期の降
雨により刈取り作業は遅れましたが、結果的に収量は平年並みが確保され、品質は格付け合格
以上の製品率が高く良好となりました。

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支援するため、実需
先との結びつきと、水田をフルに活用できる生産品目として飼料用米をはじめ、加工用米、米
粉用米、大豆などの生産振興を図りました。

３．未来を見据えた豊かな地域農業の実現
　食農教育活動として、稲作体験事業(学校田)の取り組みや青年部による上京運動、小学校へ
の苗の発送等に取り組みました。また、交流のあ
る東京・神奈川の小学生を対象にした田舎まるか
じりツアーも₈組16名の親子から参加いただき盛
会に開催することができました。
　農政活動では、30年産以降の米政策の見直しに
ついて、生産現場では生産調整不要の誤解や不安、
動揺が広がっていることから、引き続き行政の積
極的な関与と指導および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
　29年度新たに₁法人が設立され、30年₁月末で集落営農組織から法人化した組織は44法人と
なり、集落営農組織を母体とした法人の総水田面積は、管内の約₃割に当たる3300ha余りとな
りました。
　一方、法人化を選択しなかった32の集落営農組織は、解散手続きを行い、それに伴い新たに
認定農業者となった生産者へは収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）加入を推進しました。
　₂年目となる「法人経理支援システム」の機能向上を図り、より迅速に法人の精算手続きな
どの事務を処理できるよう利便性を高めました。
　農業生産組織連絡会議と連携して研修会を開催し、組織間の情報共有と経営安定に向けた方
向性を検討しました。また、設立間もない法人に対して税理士を交え決算などに向けた研修会
を開催し、法人会計・税務に対する理解を深めました。
　法人経営の長期安定と継続を支援するため、前年度に引き続き、₁法人に外部出資を実施し
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。
　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。
　新規就農者の育成と発掘に向けて、各営農課と連携し、新規就農者の動向調査を実施し情報
共有を図りました。

■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
　業務用として需要の高い「はえぬき」については、「つや姫」のデビュー以降、作付けは年々
減少しておりますが、増産運動を展開し、収量増による集荷の安定に努めました。しかし、天
候不順の影響による登熟不足から「はえぬき」の集荷数量は出荷契約から₃万俵減少する結果
となりました。
　コンビニチルド弁当向け専用品種「つくばＳＤ₂号」は前年から約60haを拡大し110haの取
り組みとなりました。集荷数量も大きく増加し約₁万俵となりましたが、一部胴割粒による落
等が発生するなど、品質面に課題を残しました。

２．産地での生産計画に基づく実需への提案
　平成30年産より本格デビューする「雪若丸」について既
存取引先へ、取り扱いの提案を行っています。また、特色
ある米として、希少品種になりつつある中山間地域の「サ
サニシキ」を、米専門店や百貨店への提案も行っています。
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３．安定生産・安定販売に向けた取り組み
　相場に左右されない安定収入を目指し、業務用実需先に複数年固定価格契約の提案を行い、
平成30年産以降、契約数量の一部を取り組む方向で検討していくこととしております。また、
系統集荷率向上と労働作業軽減の取り組みとして、個人調製フレコンの出荷についても拡大を
すすめ、主食用米では前年から約₉千俵増の₆万₄千俵となりました。作業効率のよさから生
産者からも大変好評を得ています。

事業見通し

１．29年産米の集荷状況
　平成29年産米の入庫開始は、登熟の遅れと天候不順により例年より₁週間程度遅れでスター
トしました。庄内の作況指数は100の平年並みと発表されましたが、登熟不足の影響からくず
米の発生比率が高く、実収は作況を大きく下回る結果となりました。主食用うるち米の集荷数
量は、一般倉庫が32万₈千俵、ＣＥ・ＲＣの施設が25万₆千俵の、合わせて58万₄千俵（予約
対比92.4％）で、予約数量より₄万₈千俵少なく、前年からは約₆万俵（前年比90.2％）減少
しました。中山間地域での減収が顕著にみられますが平坦部でも10％程度集荷が減少しており、
特に直播栽培の単収が悪い傾向となっています。品種別出荷契約比では「はえぬき」が約₃万
俵減の92.3％、「ひとめぼれ」が₆千₃百俵減の84.1%で中山間地域での作付けが多い「ひとめ
ぼれ」の集荷率が大きく減少しています。また「つや姫」については₆千俵減の92.4％で、作
付けが増加したにもかかわらず、昨年より4千俵少ない集荷実績となっています。今年産より
本格的に作付けを開始した「つくばＳＤ₂号」は96.3％の出荷契約比で、他品種に比べ比較的
高い集荷率となっています。
�
【29年産主食用うるち米の集荷数量】　　　　���　　　　　　　　　　　　　　　単位：60㎏/俵

銘　　柄
29年産米 28年産米 29年産米�–�28年産米

集荷数量 ₁等米比率 集荷数量 ₁等米比率 前年増減 前年対比
は え ぬ き 362,185.5 98.4%　 412,824.5 　99.2% △50,639.0 　87.7%
ひ と め ぼ れ 33,380.5 89.8%　 40,386.0 97.3%　 △7,005.5 82.7%　
つ や 姫 73,393.0 97.1%　 77,027.0 99.2%　 △3,634.0 95.3%　
サ サ ニ シ キ 1,946.5 67.9%　 2,353.5 86.4%　 △407.0 82.7%　
開 発 米 100,566.5 　98.6% 106,812.5 99.3%　 △6,246.0 94.2%　
そ の 他 13,189.5 85.6%　 8,582.5 95.2%　 4,607.0 153.7%　
う る ち 計 584,661.5 97.4%　 647,986.0 99.0%　 △63,324.5 90.2%　
出 荷 予 約 633,010.0 631,733.5 －
出 荷 予 約 比 92.4% 102.6% －
予 約 増 減 △48,348.5 16,252.5 －
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２．29年産米の販売状況
　平成29年産主食用米の生産量は、₃年連続全国段階で生産数量目標の達成が図られたことか
ら需給環境は大きく改善し、「はえぬき」の概算金は前年から1,000円高い12,000円で設定され、
₃年連続の値上げとなりました。販売価格も全農相対基準価格で前年から900円高い14,200円
でスタートし、価格相場が高騰したことから更に300円値上げされ14,500円となりました。原
料価格の高騰は製品のコストアップとなることから、仕入れ価格を少しでも抑えたいという意
向により比較的安価な銘柄ほど人気が高く、値上げ幅も大きくなっています。このことから「は
えぬき」についても品質の良さとその値頃感から昨年以上の申し込みとなり価格も大幅に値上
がりしていますが、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。
　「つや姫」については品質と食味は引き続き高い
評価を得ており、全国的なブランド米としての位置
づけは確立されています。高価格帯米の需要量は限
られていますが、今年の端境期に品薄になったこと
から、申し込みは多く順調なスタートとなっていま
す。

３．28年産大豆の販売状況と29年産大豆の集荷状況
　28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。しかしながら豆腐、大豆など食用大豆製品
向けとして国産大豆の需要は引き続き高く、特に減
少傾向の中粒種、小粒種の納豆用大豆が不足してい
ることから増産を要望されております。
　29年産大豆の集荷は、播種から収穫期までおおむ

ね天候に恵まれたことから、出荷契約17,740.5俵/60㎏に対し19,282.5俵（契約比108.7%）の実
績でした。そのうち、「エンレイ」が8,657.0俵で契約比114.5%、「里のほほえみ」が8,388.0俵
で契約比110.2%、「リュウホウ」が1,553.5俵で契約比82.0%となっています。
　品種構成については「エンレイ」が全体の44.9%、「里のほほえみ」が43.5%、「リュウホウ」
が8.0%となっており、単収のよさから年々「里のほほえみ」が増加しております。
　全銘柄の平均単収は、昨年の141.7kg/10aに対し135.3/10aで△6.4kg/10a（前年比95.5%）で、
作付面積も減少していることから、集荷数量は前年から2,714.5俵（前年比87.7%）減少してい
ます。

　平成29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による、出荷数量の増
加と米価の回復により、販売計画102億₆千万円に対して109億₅千万円（計画比106.7%）の見
込みとなっています。
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■園芸課

重点実施事項の取り組み状況

１．園芸生産拡大支援事業（ミニトマト・アスパラガス・パプリカ・シャイン 
   マスカットなど）対象品目について

■ミニトマト
　園芸チャレンジ事業や法人栽培での面積拡大
もあり、出荷量は前年対比186％と増加しまし
た。一部品種で病気や裂皮による品質低下から
販売単価は前年対比97％でしたが、販売金額は
前年対比181％となりました。
　日々の出荷量の調整などの課題や初夏の低温
ら、指導巡回に加え、生産者と出荷先双方へこ
まめな情報交換を行い、さらなる安定価格での
販売に努めます。

■アスパラガス
　出荷量は前年対比126％と年々伸び、価格も104％と安定価格で販売となったことから前年
対比131％の販売金額となりました。
立茎時の株の充実がとれなかった圃場では、太物が中々でないことなどの課題もあり、株の
充実を図る指導を行い、さらに収量の確保に努めます。

■パプリカ
　出荷量は夏の高温障害や、初期着果負担などによる出荷量低下の課題があること、早めの
降雪や霜害による低温障害での後半の出荷物が出ないなどの要因から前年対比99.5％となり
ました。販売単価は前年対比97.3％、販売金額は前年対比96.8％となりました。
　園芸チャレンジ事業による水耕栽培も本年より稼働することなどから、既存の土耕栽培を
含めきめ細かい巡回を行い、今後さらなる収量や品質の向上、普及拡大に努めます。

■シャインマスカット
　栽培指導巡回や植え付け講習会などを計画的に開きましたが、一部の地下水が高いほ場で
は根腐れによる枯死に至った樹や、植え付け後の灌水が悪いほ場では生育抑制となった樹が
ありました。
　平成30年度、植え付けを予定している生産者は、ほ場条件を加味して定植場所の選定を行
う必要がありますので、今後予定している栽培先進地視察や現地講習会などをご活用ください。

２．長ねぎ生産拡大推進事業による生産振興
　個選生産者は老齢化もあり若干減少しましたが、長ねぎ生産拡大推進事業を利用する新規生
産者が増え合計面積は昨年よりも1.7ha増の23.5ha、前年対比108％となりました。
　施設ねぎ栽培は栽植本数を増やして本数の確保を行い、品種を見直し一層の太りを図りまし
たが、一部除草の遅れや6月の低温の影響、雨による作業の遅れ、台風の影響などで、ほ場で
格差が出る結果となってしまいました。（Ｌ以上比率　28年度81％　29年度82％）これにより、
出荷量は前年対比94.8％、販売単価は前年対比94％となりました。
　栽培では栽植本数の見直しや初期生育の指導などによる太物栽培（目標L以上90％以上）を
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目指します。また、収穫期間の作期拡大や春ねぎの栽培確立などにより周年栽培の確立を目指
します。
　共選施設では共選作業員の研修を行い作業性は上がってきたものの。面積の拡大と共に品質
の安定化のためには人員が必要不可欠となってきたため、周年雇用を検討中です。

事業見通し
果樹：　柿は台風の影響により品質低下や早期落葉による軟化玉の懸念から収穫期間の短縮に

よる収穫量低下。和梨は台風による落下対策により早だしなどから数量は伸びたものの
集中出荷となり単価では若干の低下などから、果樹全体の販売金額は前年対比92.1％と
なりました。

果実：　₆月の低温によりメロンとスイカのトンネル栽培で着果不良が発生し、出荷量は前年
対比83.6％でした。販売単価は106.3％ではあったものの、販売金額は88.8％となり大き
く下回る結果となりました。

野菜：　アスパラガス、ミニトマトなどの施設野菜については面積の拡大などもあり前年を上
回るところでしたが、長ねぎなどの露地野菜は春先秋口の天候不順などによる減収がみ
られました。出荷量は前年対比99.9％、販売単価は前年対比93.9％、販売金額では前年
対比93.9％と昨年より下回りました。

菌茸：　販売単価は前年対比98.2％、出荷量は生産者の減少などで前年対比81.7％、販売金額
は前年対比80.2％となってしまいました。

花き：　果実同様春先の低温での出荷量の増減により、品目によって前年より販売金額を下回っ
ている中、ストックにあっては販売単価が
過去最高だった前年と比べると単価安の数
量増ではあるものの、例年と比較すれば高
単価であったために、唯一昨年を上回るも
のとなりました。花き全体では出荷量は前
年対比99.7%、販売単価は前年対比92.7％、
販売金額は前年対比92.4％となりました。

平成29年度は、販売計画21億₆千万円に対し、販
売金額20億円（計画比92.5％）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）家畜防疫体制については関係機関
の指導による、家畜衛生資材の配布（踏込消毒槽・消石灰）鳥インフルエンザ及び口蹄疫が発
生した場合の対応についての庄内地域防疫演習研修会等への参加も含め日頃から畜産農家の農
場等への立入の制限や消毒の徹底に努めました。
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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については研修会、情報交換、交流会等の
活動についての支援を行ないました。

３．地産地消による消費拡大の展開
　豚肉・牛肉の消費拡大については、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、10月には酒田市農林水産まつりに
て豚肉・牛肉の焼肉の試食・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
　配合飼料価格、肥育素牛価格の高騰により生産コストが上昇し収益性が低下するなど、大変
厳しい状況に加え原油価格の高騰による燃料価格や農業用資材価格の上昇から、畜舎等の設計・
建築や畜産施設の維持管理等についても一層のコスト削減を図ることが必要となっています。
平成29年度、畜産全体の販売実績は販売計画14億700万円に対し、14億8200万円（計画比105.3％）
を見込んでいます。

■総合対策室

重点実施事項の取り組み状況

１．ＪＡ自己改革の推進
　ＪＡ自己改革の重要課題である「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」に向け、平成29年
度～平成33年度に当ＪＡ独自の₅カ年事業として「園芸生産拡大支援事業」をスタートしました。
　平成29年度は、園芸実証モデルハウス支援事業　₄件（₃件）2187万2千円（1800万円）と、
園芸チャレンジハウス事業　11件（₆件）3552万3千円（3600万円）、合わせて15事業が、法人
や個人により着手されています。品目別ではミニトマト₄件、アスパラガス�₇件、シャイン
マスカット�₃件、パプリカ�₁件です。また、県単事業の有効活用（約1700万円）で計画以上
の取り組みができました。【（　）内は計画】

営農販売部門取扱高実績（見込み） 単位：百万円
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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．流通合理化によるコスト削減
　農家直送大型規格の水稲除草剤を予約注文書に新規採用し、生産コスト削減に努めました。

２．営農と連携した予約購買の推進
　水稲基肥₃品目、追肥₂品目の集約銘柄肥料に取り組み、低コスト化と取り扱い拡大に努め
ました。

３．店舗体制の改善
　事務改善に向けた内部統制の整備を進め、事務ミスゼロに向けたチェック体制の強化に努め
ました。

事業見通し
　生産コスト削減に繋がる集約銘柄肥料の取り組みと、春先の天候不順による園芸作物の出荷
減に伴うダンボ－ル類の他、米袋の取り扱いが減少し、肥料と出荷資材は計画を下回りますが、
ハウス関連の取り扱いは増え、取扱計画28億500万円に対し、28億₃千万円（計画比100.8％）
を見込んでいます。

■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
　展示会などの年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（ＪＡグループ農機具購入応援事業等）に取り組みました。
また、長期間使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90台の契約をいただ
いています。

３．整備技術向上と農作業安全の啓蒙活動
　農機技能検定の取得は必須とし、全農ＪＡ検定にも挑戦し整備技術の向上に努めました。ま
た、農作業事故防止のポスター・声掛けによる啓蒙活動を行いましたが、ＪＡ管内でトラクタ
ー転倒事故・コンバインの人身事故が発生しています。今後も啓蒙活動に努めます。
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事業見通し
　農事法人・担い手農家への幅広い推進と補助事業など（ＪＡグループ山形農機具購入応援事
業他）にも取り組みました。取扱計画8億₇千万円に対し12億₂千万円（計画比140.2%）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
野菜を使った講習は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、環境保全活動としては石けん運動を
継続実施しました。地域においては、各地区のＪＡまつりや
産業祭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、イベントや展示会など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扱しているＰＲや使いにく
い食材の活用方法など、日頃の悩みの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、伝承文化の
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、87名の子供た
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
行いました。

４．互助制度の充実と親しみやすい葬祭事業の展開
　やすらぎホールさかたの10周年記念事業では、生活総合展示会と合同で開催し多数の組合員
からご来場いただきました。高野山真言宗功徳寺住職、臨床宗教師の「松島龍戒和尚」を招い
たトークショーなど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
　食料品・共同購入は計画通りに推移していますが、葬祭用品は計画比93％の見込みです。ま
た、カタログ販売や補聴器の需要があり₇億8800万円の取り扱い計画に対し、₇億₄千万円（計
画比93.9％）の見込みです。
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■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
　精米については、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
大きく伸ばす事ができました（計画比146％）。
　新規需要米の米粉についても、安定した販売ができました（計画比118％）。

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
　特産品の販売においても、ふるさと納税の返礼品として園芸品目の直販に力を入れ、また商
談会や企業へ出向き積極的な消費宣伝を行い、新規取引先の拡大により順調に伸ばすことがで
きました（特産品全般　計画比109%）。
　産直においては、新たにインショップを増やし、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が、気象の影響により計画には至りませんでした（産直イン
ショップ計画比86％）。

事業見通し
供給実績では、計画₇億3800万円に対し、10億₂千万円（計画比138.2％）の見込みです。

経済部門取扱高実績（見込み） 単位：百万円4,000
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年間計画額
実績見込額

みどり販売
  738
1,020

営農資材
2,805
2,830

生　活
788
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農業機械
  870
1,220
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信用部�

重点実施事項の取り組み状況

１．お客様から喜んでいただける店舗づくりと相談機能の充実
　貯金キャンペーンをきっかけとした店舗美粧化のレベルを向上させ、季節に合った雰囲気作
りに努めました。年金感謝デーでは、ＪＡバンク統一の県産品や地元農産物の消費拡大を意識
したプレゼントを提供し来店したお客様の好評を得ました。また、これまでの融資体制に加え
て、今年度から設置した農業融資専任渉外による渉外活動の実践により、潜在する農業関連の
ニーズに対応するよう努めました。
　今年度初めての取り組みの年金相談会では、定員を上回る申し込みの中で来店されたお客様
から好評をいただき、さらに社労士が同席しての相談会で専門的な説明を行い、より一層のサ
ービスの充実に努めました。

２．お客様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
　お客様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・渉外との連携や定期訪問を行いながら顧客ニーズに応えるため、訪問活動の更なる充実
に努めました。また、事務ミスゼロ運動を継続して取り組むことにより、事務堅確性を向上さ
せ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推進を通してＪＡのＰＲを行い、
新規顧客の利用拡大に努めました。また、貯金キャンペーンでは特別金利による新規顧客へ販
路を拡大し、併せて他の金融商品の幅広い提案に努めました。
　年金予約者向けの「年金予約定期積金」を新設し、さらに、年金受給者向けの「年金定期貯
金」を活用しながら幅広い年齢層にご利用いただくためのサービスの提供を行いました。

事業見通し

信用部門実績（見込み）
単位：百万円
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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訪問活動を通じて「あんしんチェック」と「仕組改訂のご案内」を行い、ニーズに応じ
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．次世代・若年層への普及拡充
　地域貢献および交通安全活動として、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。

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
自動車共済の保障の充実および見積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

長期共済新契約高
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単位：百万円

38,000

63,000

年間計画額　実績見込額

支払共済金（平成30年１月末）

【主な内容】

☆長期共済満期　　3,301件  20億8,159万円

☆長期共済事故　　2,611件  10億9,719万円

☆年金共済     　3,115件  11億8,109万円

☆自動車共済      1,377件    3億3,181万円

☆自賠責共済        47件      4,444万円

☆傷害・火災共済他 　236件      3,292万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

計 10,687件　47億6,904万円
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総合企画部�

重点実施事項の取り組み状況

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

　答申された₃提案に基づき検討チームを立ち上
げ、検討してまいりました。平成30年度より実現
可能のものから随時実施していきます。また支店
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いたしました。

２．人材の育成と職場改善意識の醸成
　人材育成基本方針に基づき、職員の階層別研修を受講し、現職場にての役割と改善意識の重
要性を習得するとともに、専門知識の習得研修及び資格取得試験に積極的に取り組みました。

■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
　旧酒田北部支店を改修し、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)を30年₄月の開設に
向けて準備を進めています。また、各介護事業の連携を基に、定期的な研修による介護技術の
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、₁億426万円の計画に対し、9982万円(計画比95.7％ )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
　プロジェクトの一環として「ウオーキング倶楽部」では、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178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、�元気塾等を開催し介護予防
の知識や運動を習得しました。

審査室�

重点実施事項の取り組み状況

１．財務基盤強化を図るべく不良債権化の未然防止
　農家経済対策小委員会を開催し、関係部署・支店と連携しながら対処方針に添った債権の流
動化に取り組みました。また、関係部署と情報を共有しながら不良債権化の未然防止に努めま
した。
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２．コンプライアンス態勢の確立
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。

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内部監査の実施により、法令等遵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、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、被監査部署との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
　監事監査、全国監査機構による指摘内容のリスクの共有化を図り、内部監査において改善状
況を確認しました。

㈱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、基幹パル体制再編に伴う顧客対応の徹底
　基幹となるオートパル酒田の車検等受付体制を整備し、作業の効率化と費用削減を図りまし
た。また、ＪＡ経済事業との合同展示会と₂回のオイルキャンペーンは、昨年度を上回る利用
があり盛況でした。　　　
　供給高は計画₅億5676万円に対し、₅億7215万円（計画比102.7％）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
　10月以降、原油高と円安が続き高値で推移しています。また、₃セルフＳＳ、₂フルサービ
ス体制で、ＳＳ大抽選会や農作業応援キャンペーン等を実施し、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15億150万円に対し、16億210万円（計画比106.9％）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
　ガス器具修理などの24時間365日監視体制の整備と簡易ガス導管の経年管対策等、日常の保
安レベルの維持・向上に努めました。また、「安心・快適・エコ」に優れたガス製品、宅地舗
装工事、石油ボイラーの販売を行っておりますのでご相談ください。
供給高は計画₆億5100万円に対し、₆億2500万円（計画比96.0％）の見込みです。
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■葬　祭
１．安心してご利用いただけるサービスの提供
　やすらぎホールさかた会食室の完成披露として10周年感謝祭を開催し、通夜ビュッフェ試食
会等、質の高いサービスの向上と会館葬のＰＲに努めました。また、仏壇・墓石の相談、セレ
モニー互助会の会員拡大に努めております。
　供給高は計画₅億5900万円に対し、₅億₃千万円（計画比94.8％）の見込みです。

■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
　社内基準をクリアした原料の仕入れと品質管理を徹底し、より安心・安全な製品づくりに努
めました。また、地元企業との連携による商品開発やＪＡ女性部との味噌作り体験等、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₆億₃千万円に対し，₆億2400万円（計画比99.0％）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
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