
平成31年

春季農協座談会回答

　ＪＡは平成31年₃月₁日から15日に、春季農協座談会を各地区で開きました。

　平成30年度の事業見通しや平成31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、ご要望に対して回答します。
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【営農販売部】

【営農企画課】�

問　平成３０年産の「つや姫」はこれまでにない不作だった。しかし、中には例年並み
に上げている生産者もいる。減収に対する対策をどう考えるか。技術的にこのまま
でよいのか。

答　 ３０年産「つや姫」の著しい減収を踏
まえ、例年に近い収量を確保された生
産者の分析を行った結果、共通点は土
づくり資材＋ケイ酸資材の施用と高い
土壌ｐＨでした。近年は総じて土壌ｐＨ
が低下していますので、積極的な土づ
くり資材の施用をお願いします。

問　経営の柱である稲作において、土づくりの重要性を再認識すべきだ。３０年産不作
の要因は気象だけではないと思う。園芸生産拡大事業に力を入れるのもよいが、土
づくりを推進するための助成も考えてほしい。

答　 ３１年産米収穫後（秋散布）の土づくりに向けて、新たな支援策も含めた土づくり
推進対策の見直しを図ります。

問　「つや姫」の網目は、他のＪＡではＬ網で調製していると聞いたが、当ＪＡはつ
や姫研究会としてＬＬ網調製を推奨しているのか。

答　当ＪＡ産「つや姫」のタンパク値が県内でも高い傾向にあり、また、Ｌ網調製で
はタンパク値が高まりやすいことから、平成２７年度にＪＡ庄内みどりつや姫研究会
において、ＬＬ網調製とすることで申し合わせしたものであります。
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問　３０年産米は天候の影響が大きく、収量が平年の₇割ほどだった。早め早めの情報
を流すなどきめ細やかな指導をお願いしたい。

答　グリーンプロジェクト情報のほかに、タイムリーな気象情報や技術情報などを携
帯メールへ発信していますので、ぜひご登録をお願いします。

問　営農指導について、育苗や穂肥指導
は的確な時期や時間を考慮して効果的
な指導となるようお願いしたい。また、
昨年は「田わき」の影響で初期生育の
停滞があった。除草剤の使用や落水の
時期など穂肥指導の前に指導してもら
いたい。

答　現地巡回は生産組織単位を基本に育苗、青田、穂肥、刈取時期の開催としており
ますが、随時、個別相談にも応じていますので、最寄りの営農課までご連絡をお願
いします。

問　今後、農地が集約され経営規模が拡大していくと思われるが、「つや姫」「雪若
丸」などの晩生品種だけではなく早生品種の導入が必要だと考える。その予定はな
いのか。

答　現在、水田農業試験場による早生品種の現地試験を実施していますが、有望品種
の絞り込みまでには至っていないようです。品種が決定しましたら試験栽培を踏ま
え導入に向けて検討します。

問　販売担当者と営農指導員が連携し、生産者との話し合いの場を設けながら作付誘
導を図って欲しい。

答　次期、広域営農振興計画（ＲＩＣＥ戦略）の₃ヶ年計画において、販売需要と気
象災害リスクを考慮し、偏重した品種構成にならないよう生産者ごとに作付配分案
を提示する方向で考えています。

登録者の携帯やパソコンにタイムリーに情報発信しております。
❶ 空メールをjamidori@star7.jpへ送る
❷ 登録手続き用のメールを受信したら必要事項を入力し、登録
　 ボタンをクリック。以上で完了です。

メルマガ
登録方法 
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問　生産調整に協力しない場合、ペナルティや補助事業採択時に影響などはあるか。

答　生産調整に関するペナルティはありませんが、オール山形、オールＪＡ庄内みど
りとして「生産の目安」の達成に向けて取り組んでいますのでご理解とご協力をお
願いします。

　　　　ただし、「つや姫」「雪若丸」の生産者認定および県単補助事業の採択は「生産
　の目安」の達成が前提要件となっています。

問　将来ＪＡが生き残れる対策として、スマート農業
への取り組み、指導員の育成など本気になって考え
るべきだ。スマート農業についての講演や研修など、
もっと情報を提供してほしい。

答　 酒田市のスマート農業研修センター（大宮）で開
かれる定期的な研修会や講習会などへ営農指導員を
派遣します。また、スマート農業に関する研修会な
どの開催やドローン（小型無人飛行機）によるリモートセンシングの実証などにつ
いて、行政や関係機関、関係企業と一緒に取り組みを進めていきます。

問　地域の状況に合わせた指導や取り組みを今後期待する。現状では組合員にはなっ
ているが、農業離れで生産組合などの組織も大変だ。

答　農業従事者の減少や高齢化、後継者不足などにより、地域や集落では法人化への
移行が進み農業構造が大きく変わってきています。法人化や生産組織の再編も視野
に、集落内や地域内での話し合いをお願いします。

【担い手支援課】�

問　農家が人手不足の状況の場合、庄内にある他のＪＡでは「無料職業紹介事業」を
実施している。当ＪＡでも早急にやってほしい。

答　先進事例を参考に関係機関や関係部署と相談しながら検討します。
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【米穀課】�

問　米の倉庫出荷について、くず米もフレコンで出荷できるようにしてほしい。

答　一般倉庫ではくず米の保管場所が手狭なことから、紙袋での出荷をお願いしてい
ますが、要望があったことを踏まえ、今後の対応について検討します。

問　米の倉庫にフレコンで出荷しているが、₂日前に出荷数量を決められてしまい、
急な数量調整ができない。多少の調整はできるようにならないか。

答　入庫日や数量の変更など、出荷者の要望には極力対応するよう努めていますので、
その都度最寄りの営農課へご相談ください。

問　米の倉庫にフレコンで出荷しているが、フレコンが汚れていると何度か注意され
た。きれいなフレコンを貸与してほしい。

答　貸与するフレコンについては、汚損などがないことを事前に確認のうえ、生産者
に配布するようにします。

問　ＪＡは生産調整していない生産者の米も販売委託を受けるのか。

答　生産調整への取組みの有無により、米販売委託に制限をかけることは独占禁止法
に抵触する恐れがあります。今後も生産調整には引き続き協力いただくようお願い
してまいります。

問　「つくばＳＤ₂号」は、ほかの銘柄ほど収量が取れないので作付けしようか迷っ
ている。価格面などのメリットをもっと出してほしい。

答　販売価格は他銘柄と同様に、販売先から値上げをいただいています。「つくばＳ
Ｄ₂号」の取り組みは本格的な作付けを実施してから、まだ数年しか経過していま
せんので、栽培体系を確立し増収にむけた営農指導を行います。
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問　食味ランキングで「はえぬき」が特Ａとならない理由は何か。また、特Ａの基準
は何か。特Ａ奪還の対策はあるのか。

答　特Ａ評価は結果のみの公表となっていて、結果に至る理由は公表されていません。
販売面では、食味ランキングに影響されず順調に販売されています。３１年産以降の
対応は、山形県とＪＡ全農山形が中心となり検討しています。

問　消費税の税表示を購買部門と統一して外税表示で記載してほしい。

答　ＪＡ全農山形から支払われる精算金もすべて税込みとなっていますので、外税表
示への対応については、ＪＡ全農山形を含め検討します。

問　米の直販手数料関係をもっとわかりやすくしてほしい。

答　米の手数料などの経費は、出荷契約時の約定に記載しています。また、毎年１０月
には項目ごとに経費単価を記載した文書を配布していますのでご確認ください。

【園芸課】�

問　肥料集約銘柄・農機などの低価格商品の供給は評価できるが、園芸の流通経費や
資材の価格が高く取り組みづらい。園芸部門でも低コストに取り組んでほしい。

答　輸送運賃の値上げなど、流通コストは以前よりかかりましになる傾向となってい
ます。今後も効率的な運送体制の構築や、低コスト資材の開発をおこない、生産、
流通、販売まで一連でのコスト削減をはかり、生産者手取りの確保に努めます。

問　産地づくり交付金について、トマトなどの
交付金が設定されたので連絡などや指導面
についても遺漏のないように徹底してもら
いたい。

答　情報や巡回などの連絡を徹底し、園芸セン
ターと園芸課職員がほ場に出向き指導する
体制を整えます。
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問　長ねぎをやってみたが最終的に手元にどれ位のこるのかわからず不安だったため、
あらかじめわかるようにしてもらいたい。

答　施設共選ねぎの販売は、概算精算と最終精算の₂回となっていますが説明不足が
あったと思われます。今後は説明会などであらかじめ精算内容を提示します。

【総合対策室】�

問　園芸生産拡大支援事業の品目に軟白ねぎを追加してほしい。

答　今後の軟白ねぎの需要と供給、出荷施設との調整を図りながら園芸課と検討して
いきます。

問　園芸生産拡大支援事業におけるシャインマスカットの実績（供給本数）について
教えてほしい。

答　 苗供給は平成２７年度から計６３３本、５６人の生産者に供給されています。今後も本数
を増やしていく考えです。

【経済部】

【営農資材課】�

問　㈱みどりサ－ビスの請求書明細には消費税の合計が入っているが、ＪＡ経済部門
の購買請求書には消費税の合計がないので、記載してほしい。

答　令和元年１０月の消費税法改正に伴い、軽減税率制度が採用されるため、当ＪＡの
購買請求書についても、今後消費税表示方法も含めて内部で検討します。
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問　育苗マットの厚さが１３㎜と薄くなり、生育にはマイナスである。今までの厚さ１6
㎜を扱うメ－カ－は他にないのか調査してほしい。

答　 ３１年用より育苗マットの厚さが１６㎜から１３㎜に変更になりました。調査したとこ
ろ、現在国内にはロックウールマットのメーカーは₁社しか存在せず、ここから系
統用、商系用に分かれて流通しているのが現状です。

問　消費税増税にあたり、ＪＡとしてポイント制による利用還元などを考えてほしい。
カ－ド利用にすれば購買意欲増進や利用拡大につながると思う。

答　現在の口座振替による購買事業の掛売り決済は消費税還元施策のポイント還元の
対象外となっています。クレジットカードなどを利用したキャッシュレス決済につ
いて検討します。

【農業機械課】�

問　農機の保管預り料金が高いので値下げ
できないか。

答　予約全整備と農業共済加入機械の条件
で保管預り料として、大型コンバイン年
間₄万円の設定をしています。平成２２年
度より料金改定は行っていませんので、
ご理解をお願いします。

問　農機の販売について、新品だと高額になり農業への意欲はあるが高齢化でローン
を組むまではちゅうちょするため、助成金の検討や中古農機の販売もしてほしい。

答　現在、案内できる補助事業はありませんが、行政から情報が入り次第お知らせい
たします。中古農機は、希望の機種や予算を提示いただけば探すことができます。
お近くの農機センターへご相談ください。
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【信用部】

問　硬貨対応のＡＴＭは今後も残してほしい。銀行などは取り扱いを止めているので。

答　 硬貨対応ＡＴＭにつきまして、ご利用のお客様に好評をいただいていますが、一
方で、変形硬貨などの取引による障害が発生している状況です。今後も県下ＪＡバ
ンクの動向を見ながら慎重に検討のうえ対応します。

問　毎年年金受給対象者が増えていく中で、受給口座をＪＡに指定する割合が減少し
ているのではないか、数字に表してほしい。

答　年金受給者のＪＡ口座指定割合

(山形県人口統計より：65歳以上については、ＪＡそでうら分も含まれます。)

　年金受給者友の会の会員は、過去３年間でほぼ横ばいとなっていますが、毎年の異動に
伴う減少を防止しながら新規獲得に努めています。また、ＪＡの加入割合は65歳以上の受
給者が増加していることから低下傾向にあり、今後も会員拡大に向けた加入推進活動を行
っていきます。

【共済部】

問　高齢者（７５歳以上）向けの共済商品の情報がほしい。

答　 現在、ＪＡ共済で７５歳以上の方が加入できる共済商品（生命系）としては、年金
共済（年払、月払）と一時払い終身共済の₂種類があります。詳しい商品の内容は、
最寄りの支店共済窓口にお問い合わせください。

年  度 年金友の会
会員数 JA口座指定割合
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【総合企画部】

問　資材店舗に薬剤などの指導ができる職員がいないため、不便なケースが多々ある。
早く営農指導員がいる酒田きた営農課の隣に資材店舗を建設してほしい。

答　 資材店舗の建設については全体の店舗再編を含めて検討していきます。薬剤など
の指導は、最寄りの営農課にお問い合せください。

問　使用していない遊休施設の解体などはスケジュールを立てて進めてほしい。

答　利活用や解体については地元組合員や地域住民の意見を聞きながら十分に検討し、
条件が整ったものから進めていきますので、ご理解をお願いします。

問　今年実施した「ＪＡの自己改革に関する組合員アンケート」はどのような目的や
意味があり、集計結果は公表されるのか。

答　組合員アンケート調査に、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございまし
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　組合員アンケート調査は、組合員の意思を政府に示すために行う、全ての組合員
の皆さまを対象とした調査です。これまで政府は規制改革推進会議の意見を尊重し、
政府主導の農協改革を進めてきました。これに対抗するため、ＪＡグループは自ら
組合員の皆さまの意思を的確に把握し、政府・与党に対して、自主・自立の協同組
合として、組合員の皆さまの意思の尊重を求めていく必要があります。そのため、
組合員の皆さまのご意見・評価を確認させていただきました。その集計結果は準備
が整いしだい、広報誌などで公表を予定しています。

問　座談会開催にあたり会場使用料を生産組合で負担している為助成をお願いしたい。

答　会場使用料がかかる場合は、別途ＪＡが準備した申請書を用いて、各支店長宛て
に申請いただくことで、ＪＡが負担するよう改善します。

問　座談会資料を事前に配布するかホームページに事前に掲載してほしい。また女性
も参加しやすいようにしてもらいたい。
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答　座談会の内容やあり方について「ＪＡ庄内みどりの未来を考える会」からも提言
をいただいき、モデル支店を定め新たな開催方法で試験実施を行っています。参加
された方々からはアンケートにてご意見をいただき検討を重ねています。　　　　
　ＪＡとしてもより多くの組合員の方々からの意見を経営に取り入れられるような 
座談会を目指します。

問　１０月に軽減税率が施行されることから組合員に混乱が生じないよう、事前に的確
な情報提供をお願いしたい。

答　軽減税率適用品目は食料品（農産物の販売代金を含む）とされていますが、購買
事業、販売事業では適用方法が異なることから、購買請求書および販売精算書の見
方も含め各部門から、事前にお知らせします。

問　営農指導員はその地域の知識を積み重ねることにより、地域の指導員として一人
前になる。異動させないでほしい。また、稲作から園芸への異動や、その逆など、
専門性を考慮した育成になっていない。

答　地域性により、営農指導のあり方も独自性があることも十分に認識していますが、
指導員の年齢構成や技術力の向上を考慮し人事異動をしています。

　 　新指導員については、地域をはじめ組合員の皆様から愛され頼られる指導員に成
長するようご指導いただきますよう、よろしくお願いします。

問　専門的な職員の異動は慎重にお願いしたい。

答　専門的な職員の異動は、資格や経験などを十分考慮した上で行っていますが、コ
ンプライアンスの関係で異動対象となりますので、ご理解をお願いします。



─ 11 ─

問　今後、営農指導員のスキルアップをどのように図っていくのか。農学系で学んだ
人を採用していくのか。

答　新採職員採用活動は、大手就職採用サイト主催の就職セミナーや県内大学などの
就職セミナーに積極的に参加し採用活動を展開しています。　　　　　　　　　 
　組合員の皆様からもぜひ、有望な人材がいましたらＪＡをＰＲいただき、ご紹介
いただきますようお願いします。

問　営農指導や農機整備などの技術者採用のため、高校・大学に対しＪＡ独自の奨学
金制度を設けたらどうか。

答　現在、営農指導員や農業機械整備士が不足している状況で、技術職採用は喫緊の
課題として認識しています。今後、就職セミナーの参加だけでなく、インターンシ
ップ制度を利用し早期の人材確保を検討します。

　　　 今回いただいた奨学金制度などの案も、ＪＡとして可能なのか検討します。

【㈱みどりサービス】

【燃　料】�

問　本楯給油所では職員が給油してくれていたが、廃止後、他のスタンドへ行ってセ
ルフとなると非常に心配なので対応をお願いしたい。

答　セルフＳＳでは、「より安く、より便利に、より快適に」をモットーに、初めて
の方や高齢者の皆様にはスタッフが丁寧に説明しますので、安心してご利用いただ
けます。

問　灯油の定期宅配サービスを利用しているが、こちらから連絡しないと来ないこと
がたびたびある。個別に使用量は把握できると思うのでこまめに回ってほしい。

答　定期配送は、ご利用サイクルに合わせた配送を行っていますが、需要期は配送サ
イクルを早めるなどのきめ細かい対応を行い安定供給に努めます。また、配送係の

　　接客接遇の指導を徹底しますので、今後ともご利用をお願いします。　


