
テーマ1 平成30年度 重点実施事項の取組状況と事業見通し

異常気象の被害に対応し、次年度再生産に資する対策を実施
　平成30年は₆～₉月にかけ、高温や渇水、フェーン現象、大雨など度重なる気象災害により、
水稲など農作物への被害は、過去に例を見ないほど大きなものになりました。
　このことから当ＪＡでは、緊急的に次年度以降の農産物再生産支援対策として、「水稲再生産支
援対策助成」と「平成30年異常気象農作物被害対策資金」の₂つの対策を実施しました。
　「水稲再生産支援対策助成」は、平成30年産水稲の出荷契約数量に対し、₁俵当たり250円を支
援するもので、総額で₁億5,907万円のお支払いをしました。
　「平成30年異常気象農作物被害対策資金」は、農業経営の維持安定にかかる運転資金として活用
いただくことを目的に、貸出金利0.00％／年で貸し出す資金です。₁月末の申し込み金額は₁億
6,798万円で、74人から申し込みいただいています。₃月末まで取り扱いを行います。

営農販売部�

■営農企画課

重点実施事項の取組状況

１．品質・収量・食味の全てを追求した技術指導の実践
　水稲の品質・収量・食味の全てそろった米生産を追求するため、生産組織単位での現地巡回を
重点とした技術指導を行いました。特に平成30年度は、新たに営農指導員のスキルアップと重点
指導事項を踏まえた技術対応の共通認識を図るため、全営農指導員による現地指導の実践研修を
開きました。また、水稲の収量確保に向けた取り組みとして「つや姫」の稲わら腐熟対策の実証
試験や「はえぬき」の生育に応じた分割施肥の提案など、安定多収、高品質、良食味を目指した
技術指導を実施しました。
　しかしながら、30年産の水稲は田植え以降、高温による土壌の異常還元、₆月中旬の低温、日
照不足による生育の遅れ、₇月以降は無降雨日が続き、高温・強風・フェーン現象の影響で稲体
の消耗が見られました。₈月に入ると出穂直後に集中豪雨に見舞われ、その後の登熟期間も週単
位による台風の襲来と低温・日照不足にさいなまれ、全生育期間を通じて極端な気象変動に振り
回された年となりました。収量は全般的に籾量が少なく、玄米の千粒重や粒厚も大きく低下した
ことから平年の60～80％に止まり、食味についても玄米が細い分、タンパク値は若干高めの傾向で、
収量、食味については不本意な結果となりました。一方、₁等米比率については、いずれの品種
も昨年以上の高水準となっています。
　大豆は、気象変動が激しいなかでも、播種や中耕培土がおおむね適期に行われ、比較的順調な
生育で推移しました。しかし、水稲同様に₇月下旬の開花期以降に台風や大雨に見舞われ、その
後の成熟期も日照不足で経過したことから、乾燥調製後の10ａ当たり収量は102kgと落ち込みまし
たが、品質は合格以上の検査格付けが多く、平年並みが確保されています。
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２．マーケットインに基づく実需と連携した生産振興
　需用に応じた米の生産と経営所得安定対策の推進により、農業所得の増大と経営の安定化を支
援するため、実需との結びつきと、水田をフルに活用できる生産品目として加工用米をはじめ、
飼料用米、米粉用米、大豆などの生産振興を図りました。

３．再生産できる農業、未来に続く農業基盤の確立
　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
の苗の発送などに取り組みました。また、交流のある東京都・神奈川県の小学生を対象にした「田
舎まるかじりツアー」も年々参加者が増加傾向にあります。30年度は₆つの小学校から親子合わ
せて24人の参加を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₈月に山形市で開催されたＪＡ山形中央会主催の「食料・農業・地域政策
確立山形県大会」に庄内みどり農協農政対策推進協議会（農政対）の委員70人が出席し「1.基本政
策の確立」「2.国際貿易交渉対策」「3.食料・農業政策の確立」「4.地域政策の確立」「5.ＪＡグルー
プ自己改革の推進」について、ＪＡグループ山形の一員として食料・農業・地域政策確立に向け
た要請活動を実施しました。

■担い手支援課

重点実施事項の取組状況

１．担い手経営体支援
　これまでに集落営農組織から法人化した組織は45法人（種子組合から法人化₁組織含む）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3,400haとなりました。
　上記の内、希望する40法人と事務委託契約を締結し、ＪＡ取引（販売・購買など）データを「法
人経理支援システム」に連動を図りながら、法人側の精算事務の手間とコストの削減に努め、速
やかな精算手続きや法人組合員の税務申告が円滑にできるよう支援しました。
　農業生産組織連絡会議と連携して研修会を開き、組織間の情報共有と経営安定に向けた方策を
検討しました。また、今年度初めて管内で「園芸生産拡大支援事業」に取り組む法人の現地視察
研修を実施し、園芸による複合経営の先進事例を通して相互研鑽を図りました。
　確定申告に向けて税理士を交えた研修会を開き、法人会計・税務に対する理解を深めました。

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。
　農地中間管理事業においては、管内₇つの営農課と連携し農地の出し手、受け手への相談機能
の向上を図り、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。また、新規就農者に係る補助事業関連の業務フローを作成し、各営農課へ周知を
図りながら相談機能の充実に努めました。
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■米穀課

重点実施事項の取組状況

１．生産性向上と有利販売による生産者手取りの確保
　需給安定の観点から「生産の目安」は順守しながら、営農指導部門と連携した増産運動を展開し、
収量増による集荷の維持・拡大に努めました。しかし、度重なる異常気象の被害により集荷数量
は出荷契約から13万俵近く減少することとなり、既存取引先の要望に応えられない結果となりま
した。
　水田活用米穀では、加工用米の複数年契約に取り組み、全体の約₈割の₈万俵を契約し産地交
付金の有効活用と販売先への安定供給に努めました。

２．検査体制、集荷・保管体制の見直し
　慢性的な検査員および倉庫作業員不足に対応し、₁倉庫を保管専用倉庫とし、検査場所の集約
を図りました。また、年々増加する個人調製でのフレコン集荷体制も強化し、主食用米で約₆万
₇千俵、倉庫集荷全体の24％まで拡大しています。庭先集荷につきましても、委託搬入業者との
連携により、生産者がパレットに積み置きをした米を集荷する「パレット集荷」を試験的に実施し、
集荷時間の短縮と労力軽減を図りました。

３．生産法人との連携
　生産法人の収益性向上と経営安定を目的に、実需からの提案による品種誘導や、買取販売など
の提案を検討しています。今後も具体策や要件を整備し、実のある提案、支援ができるよう進め
ていきます。

事業見通し

１．30年産米の集荷状況
　30年産米の入庫開始は、当初早めの開始となることが予想されましたが、登熟期の天候不順に
よりほぼ例年通りでスタートしました。10月15日現在の作況指数は95のやや不良と発表され、　　　　
登熟不足の影響からくず米の発生比率が高く、実収は作況をさらに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28万俵、ＣＥ・ＲＣの施設が22万俵の、合わせて50万俵（予
約対比79％）で、予約数量より12万₈千俵少ない結果となっています。
　品種別出荷契約比では「はえぬき」が約₇万₄千
俵減の80％、「ひとめぼれ」が₉千俵減の75％、「つ
や姫」が₂万俵減の73％で、すべての品種で減収し
ていますが、特に「ひとめぼれ」「つや姫」の減収率
が高くなっています。これほどの集荷量の減少は当
ＪＡ合併以降例がなく、米生産農家の収入減少とと
もに、今後、既存取引先への供給もままならない状
況となっています。
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【30年産主食用うるち米の集荷数量】　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：60㎏/俵

銘　　柄 30年産米 29年産米 30年産米 – 29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 310,920.0 99.4％　 364,345.0 　98.4％ △53,425.0 　85.3％
ひ と め ぼ れ 26,666.5 98.6％　 33,644.0 89.9％　 △6,977.5 79.3％　
つ や 姫 57,863.0 91.9％　 73,546.0 97.2％　 △15,683.0 78.7％　
雪 若 丸 7,663.0 99.8％　 275.5 100.0％　 7,387.5 －
開 発 米 83,677.5 　98.8％ 101,017.5 98.6％　 △17,340.0 82.8％　
つ く ば ＳＤ2 8,395.0 88.0％ 10,055.0 82.3% △1,660.0 83.5％
そ の 他 3,456.0 88.8％　 4,820.5 84.6％　 △1,364.5 71.7％　
う る ち 計 498,641.0 98.1％　 587,703.5 97.4％　 △89,062.5 84.8％　
出 荷 予 約 626,279.5 633,010.0 △ 6,730.5
出 荷 予 約 比 79.6％ 92.8% －
予 約 増 減 △127,638.5 △45,306.5 －

２．30年産米穀情勢
　30年産米は国による生産数量目標の配分が廃止され、一部の県で主食用米の作付面積を増加す
る動きとなりました。このことにより主食用米の作付面積が増加し、ふたたび米の余剰による米
価下落が危惧されましたが、全国的に作柄がおもわしくなかったことにより、想定したほどの米
の余剰は発生しないとの見込みから米価は維持される状況となっています。「はえぬき」の概算金
は前年から500円高い12,500円で設定され、₄年連続の値上げとなり、販売価格は全農相対基準価
格で前年同様の14,500円でスタートしています。
　山形県産米の販売状況は、家庭向けの「つや姫」、業務用向けの「はえぬき」と、需要に沿った
生産、販売がされており、集荷数量の減少もありますが、申し込みは昨年以上で好調な販売状況
となっています。昨年本格デビューした「雪若丸」に
ついても人気俳優を起用したＣＭ効果などもあり、順
調な販売となっています。しかし、全国的な米の需要は、
少子高齢化や食文化の変化などによる自然減に加え、
米価の上昇に反比例するかたちで、業務用を中心に弁
当やおにぎりの量を減らすなど、大きく減少していま
す。主食用米の生産量が増加すれば、価格での産地間
競争となり米価の下落につながりかねない危うさを含
んでいる環境となっています。

３．29年産大豆の販売状況と30年産大豆の集荷状況
　29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から若干下げ傾向となっており、特に全国的に収量の高い大粒種の栽培が拡
大していることから大粒種ほど価格の下落が進んでいます。実需先からは納豆向けとして中粒種、
小粒種の増産を要望されていますが、産地としては収量性の高い「里のほほえみ」の作付けを優
先させていることから、実需先の要望には応えられていない状況です。
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　30年産大豆の集荷は、水稲同様、無降雨、集中豪
雨や台風など、極端な気象条件から収量は減少して
います。出荷契約17,079.5俵/60㎏に対し14,164.5俵

（契約比82％）の実績でした。そのうち、「エンレイ」
が6,429.5俵 で 契 約 比85 ％、「 里 の ほ ほ え み 」 が
5,873.5俵で契約比84％、「リュウホウ」が1,233.5俵
で契約比69％となっています。
　品種構成は「エンレイ」が全体の43％、「里のほ
ほえみ」が38％、「リュウホウ」が11％と、ほぼ29
年産同様となっています。
　全銘柄の平均単収は、昨年の135.3kg/10aに対し102.2kg/10aで△33.1kg/10a（前年比75％）で、
作付面積の減少も合わせ、集荷数量は前年から5,140.5俵減の前年比73％となっています。

　30年度の米穀事業全体の見通しは、集荷数量は大きく減少したものの、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101億6,000万円に対して104億2,000万円

（計画比102％）の見込みとなっています。

■園芸課

重点実施事項の取組状況

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）対象品目について

■ミニトマト
　「園芸生産拡大支援事業」における「園芸チャレ
ンジ事業」などにより面積拡大しています。昨年は
異常気象による高温干ばつ、豪雨により、一部品種
で裂皮、病害による収量品質低下などが発生してし
まいました。これにより、面積は増加したものの12
月現在で昨年とほぼ変わらない99％の販売高の
4,800万円の実績となっています。
　耐病性の品種導入による病害対策やハウス周辺排水環境整備の見直しなど、裂皮障害回避を
行い生産量の確保を行い、指導巡回を行いながら出荷先へのこまめな情報交換によるさらなる
安定価格での販売にしていきたいと思います。

■アスパラガス
　高温乾燥による発生量の減少から29年比101％と、計画に対し伸び悩みました。また、価格に
ついては高温による軟化が発生し、品質の低下から1,900万円を切る販売額となりました。
　乾燥時の灌水対策など再度見直すとともに、太物が栽培となるよう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
　夏の高温障害から小玉果の発生が多かったことから29年比95％の出荷量となったものの、小
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玉果企画販売の提案や肥培管理、選果選別の徹底などから高品質生産が行われました。これに
より昨年と同様の最終₁億円を超える見込みです。
　「園芸チャレンジ事業」による水耕栽培も稼働しましたが、高温下での管理に課題を残したこ
とから再度機器の調整など行い、既存土耕栽培含めきめ細かい巡回を行い今後のさらなる収量
や品質の向上普及拡大に努めます。

■シャインマスカット
　計画的に講習会、栽培指導巡回を行い、一昨年多かった枯死などの被害もほとんどなく、順
調な栽培管理となっています。
　本年から果実が見られるほ場もあることから、防除暦の確立や房管理の徹底など、引き続き
栽培先進地視察や現地講習会などを行い生産量確保に努めます。

２．長ねぎ生産拡大推進事業による生産振興
　個選生産者については高齢化もあり生産量が減少しましたが、「長ねぎ生産拡大推進事業」の利
用で新規生産者が増え、作付面積は前年比126％となりました。
　₇月に収穫できるよう大苗育苗も行い、昨年課題だった中山間地での早期収穫も可能となりま
した。一方、春先に定植時の排水不良によるほ場準備が一部遅れたことや、夏の高温障害などか
ら生育が停滞し規格サイズにならないことから収穫遅れにより年明けまで収穫が伸びてしまいま
した。
　また、台風や降雪による葉折れによる品質低下が発
生し、昨年より₂割減収したものの、全国的不作によ
る野菜価格の₄割近い価格高騰などから前年比110％の
₁億5,000万円となりました。
　次年度に向けL以上比率向上のため栽植本数の見直し
や初期生育の指導強化などによる太物栽培（目標L以上
90％以上）を目指します。
　また、さらなる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。選果施
設では選果作業員の研修を行い品質の安定化に努め、周
年雇用を再検討します。

事業見通し
果樹：　春先の低温による梅の着果不良により近年にない大幅な減収となってしまいました。また、

秋には台風の影響により梨の落下や品質低下など甚大な被害が発生してしまいました。庄
内柿についても台風の影響によるすれ果など品質が低下したものの落下被害が少なかった
ことや、収量的には昨年を若干上回ったこと、出荷後半には高単価となったことなどから
果樹全体では前年比105％の₁億8,100万円の販売となりました。

果実：　₆月の低温によりメロン、スイカのトンネル栽培物で玉肥大に大きく影響し、小玉果、
ネットの大割れ果が発生しました。また、トンネル後半のアブラムシの多発による品質低
下が発生したこと、抑制メロンでは高温障害による黄化症が発生したことによる収穫量減
少などから前年比99％の₅億5,800万円とほぼ昨年同様となりました。

野菜：　アスパラガスなど株物類、大根など根菜類が高温障害による肥大への影響が大きく、収
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量の減少となりました。ミニトマトなど果菜類、えだまめ、いんげんなどの豆類においても、
高温障害による着果不良や品質低下で減収となりましたが、野菜全般的に価格の高騰など
から前年並みの₆億1,000万円の見込みです。

菌茸：　夏期の高温障害により減収となりましたが昨年同様2,000万円を見込んでいます。
花き：　ユリの価格低迷から販売額の低下、ストックでは高単価だった昨年から、本年は例年の

価格帯へと戻ったことにより、販売額が低下したことなど、主力品目の価格低下により昨
年を大きく下回る₅億円を見込んでいます。

園芸事業全体では販売計画21億7,000万円に対し、19億1,000万円（計画比88％）を見込んでいます。

■畜産課

重点実施事項の取組状況

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とＪＡ無料
配布による、家畜衛生資材の配布（内・外部寄生虫駆除剤・消毒剤・消石灰）また、口蹄疫やア
フリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザなどが発生した場合の対応についての山形県家畜自
衛防疫（実地）演習研修会などへの参加も含め、日頃から畜産農家の農場などへの立入の制限や
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、県単事業を活用し、現在₂件の
農家について繁殖牛舎建築中で年度内に建築完了予定です。また、畜産後継者グループの育成に
ついては各種研修会、情報交換会、交流会など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）一般農家とＪＡ役職員を対象に生活
特産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・販売など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、畜産経営は厳
しい状況です。
　畜産事業全体の見通しは、和牛子牛相場高と牛枝
肉相場高などの影響で販売計画14億1,700万円に対
し、15億1,000万円（計画比107％）を見込んでいます。
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■総合対策室

重点実施事項の取組状況

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。
　30年度の園芸チャレンジ事業（50％支援・300万円上限）は、ミニトマト₆件、ハウス11棟、ア
スパラガス₅件、₇棟、シャインマスカット₅件、₉棟、パプリカ₃件、₂棟、計19件の29棟が
新設されました。いずれも県単事業を活用し、ＪＡが実施主体となって、事業費約6,080万円の事
業に着手できました。
　農作業受託事業による「長ねぎ生産拡大推進事業」では、受託面積が目標としている15haに対し、
約13haに留まったことで収益性が上がらず、経費の面では酷暑による作業停滞が重なって、人件
費がかさんだ結果となりました。

経済部�

■営農資材課

重点実施事項の取組状況

１．訪問活動による資材情報の提供
　展示会、広報を活用し商品紹介や情報の提供に努め
ました。また、営農指導巡回に資材職員も同行し資材
情報の提供、推進を行いました。

２．低コスト・省力資材の普及
　昨年に引き続き、大型規格農薬の普及拡大と水稲用集約銘柄肥料に取り組みました。また基肥
一発肥料₂品目へＪＡ独自対策を講じ、低コスト化と省力資材の普及拡大に努めました。

営農販売部門取扱高実績（見込み） 単位：百万円
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年間計画額
実績見込額

園　芸
2,170
1,910

米　穀
 10,160
 10,420

畜　産
 1,417 
1,510
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３．店舗体制の改善
　内部統制の整備を進めながら事務および商品受け渡しのチェック機能強化に努めました。又、
ＪＡ職員のスキルアップを図るため、資材経験が浅い職員を対象とした研修会への参加を行いま
した。

事業見通し
　水稲用集約銘柄肥料および基肥一発肥料の取り扱い増加により、肥料は計画を大きく上回る見
込みとなりますが、異常気象と度重なる台風の影響により、米袋や野菜、果実のダンボ－ル類の
取り扱いが減少し出荷資材は計画を下回る見込みとなります。
　営農資材全体の見通しは、取扱計画28億円に対し、28億8,000万円（計画比102％）を見込んでい
ます。

■農業機械課

重点実施事項の取組状況

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戸別に出向いて実
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に取り組みました。また、低価格農機ＪＡ全農共同購入トラク
ターの紹介を広報掲載と組織研修会において積極的に行いました。
　また、長期間使用できる様に大型農機に対する保守管理契約では、現在108台の契約をいただい
て施設100％利用できています。

３．整備技術向上と農作業事故防止の啓発活動
　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、
ポスター・声掛けによる農作業事故防止の活動を行いましたが、管内トラクター横転事故・コン
バインの人身事故が発生しています、今後も防止に向け活動に努めます。

事業見通し
　農事組合法人・担い手農家への幅広い推進と補助事業（担い手確保・経営強化支援事業、他）
にも取り組みました。春・夏ＪＡ展示会では、計画以上のご来場と契約をいただくことが出来ま
した。　
　農業機械全体の見通しは、取扱計画₈億7,000万円に対し、10億9,000万円（計画比125％）を見
込んでいます。
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■生活特産課

重点実施事項の取組状況

１．女性部組織の活性化と安全安心な生活資材普及事業の展開
　女性部組織再編に取り組み、支店単位での支部を組織し部員の減少に歯止めをかけ活発に活動
する組織を目指し話し合いを進めてきました。平成31年度から新組織で活動を展開していきます。
　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。
　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や扱いにくい食材
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。

２．精米加工事業および精米販売の拡大
　ふるさと納税の返礼率を酒田市・遊佐町共に₃割に変更したことから精米販売に大きく影響を
受け前年を大幅に減少しました。しかし、業務用並びに個人消費については順調に販売すること
ができました。
　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。

３．統合メリットを生かした新たな活動・販売の展開
　ＤＭのカタログへ生活資材を紹介したり、女性部の共同購入へ青果物のカタログを入れたり、
新しい環境での販売方法に取り組み好評を得ることができました。

事業見通し
　生活資材は、食材や耐久消費財の供給に苦戦したことから、₇億4,400万円の取扱計画に対し₇
億3,160万円（計画比98％）の見込みです。
　特産物は、食品などの販売が計画比101％と順調ですが、ふるさと納税の影響は大きく₈億円の
取扱計画に対し、₇億7,900万円（計画比97％）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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─ 10 ─



信用部�

重点実施事項の取組状況

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
　夏・冬の貯金キャンペーンをきっかけとした店舗美粧化に取り組み、季節に合った魅力ある店
舗雰囲気づくりに努めました。また、偶数月の15日に「年金来店感謝デー」を開き、地元農産物
の消費拡大を意識したＪＡらしいプレゼントを提供いたしました。さらに年金相談会を年₄回実
施し、社会保険労務士による年金手続きや専門的な相談など、来店されたお客様から大変好評を
得ました。
　地域の金融機関として農業資金のニーズに対応するため、農業融資専任渉外による訪問活動を
実践し、潜在する農業関連のニーズに対応する支援と情報提供に努めました。

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ＪＡ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、顧客の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、事務ミスゼロ運動を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、子どもたちを対象としたイベントへの協賛を通じ、保護
者その家族に対して広くＪＡのＰＲを図りました。
　年金予約者向け定期積金および年金受給者向け定期貯金を積極的に活用し、さらに年金友の会
活動によるグラウンドゴルフやゲートボール大会など、幅広い年齢層に対するＪＡのサービスの
提供に努めました。

信用部門実績（見込み）
単位：百万円
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共済部�

重点実施事項の取組状況

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、生命系共済・建物更生共済・自動車共済などの推進を実施しました。

２． 地域に密着した訪問活動の充実
　組合員・利用者に対して3Ｑ訪問活動・はじまる活動を
通じて地域住民とのつながり強化に努めました。地域貢
献および交通安全活動として、中学生を対象とした「ス
タントマンによる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。
また生活特産課と共催で「一升もちだよ～すくすく赤ち
ゃん大集合」を開き、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． 自動車共済および代理店強化
　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て自動車共済の普及拡大を図りました。
　また、年間通して上・下期に分けてＪＡ共済代理店の自賠責契約拡大キャンペーンを実施して
自賠責共済の契約拡大に努めました。

長期共済新契約高
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単位：百万円

40,000

53,000

年間計画額　実績見込額

支払共済金（平成31年１月末）

【主な内容】

☆長期共済満期　　3,511件  28億5,069万円

☆長期共済事故　　2,972件  11億4,144万円

☆年金共済     　3,106件  11億9,140万円

☆自動車共済      1,203件   3億2,768万円

☆自賠責共済       41件      1,765万円

☆傷害・火災共済他 　214件      3,234万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

計 11,047件　55億6,120万円
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総合企画部�

重点実施事項の取組状況

１．支店を中心とした地域活性化への取り組み
　支店を中心に地域で楽しめるＪＡまつりを開催し、地域住民と組合員・支店職員の交流を実施
しました。また支店対抗によるグランドゴルフ大会などＪＡ全体での交流を実施しました。

２．「ＪＡ庄内みどりの未来を考える会」からの答申の実践
　答申された3提案に基づき検討チームを立ち上げ、四半期単位で実施状況の把握と検討を重ね、
学校給食への地元食材の提供、飲食店へのＰＲ資材の配布、職員の農作業研修、営農座談会の試
験実施など実施可能なものから随時開始しています。引き続き実施に向けて活動を継続しています。

３． 農業の現場研修を通した人材育成と
    専門知識の向上

　若手ＪＡ職員を対象に長ねぎ集荷・掘り取り作業の
農作業実践研修を行い、組合員の方々の苦労を肌で感
じる実習となり、次年度も引き続き行います。また、
各種連合会などの研修へ積極的に参加し専門知識の習
得に取り組みました。

■福祉課

重点実施事項の取組状況

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月に開設いた
しました。地域に密着した活動や交流を積極的に行い、利用者の暮らしの楽しみや生きがいとな
るように取り組んでいます。また、外部講師による事業評価と介護技術研修を実施し、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、₁億3,722万円の計画に対し、₁億4,200万円(計画比103％）の見込みです。

２．健康づくり、生きがいづくりの創造
「ＪＡ健康寿命100歳プロジェクト」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。各地の史跡などを探訪しながら健康づくりの意識を高めました(延べ
246人参加)。また、「すけっとみどり」が活動主体となり、健康づくり教室(₂回/月・グループホ
ーム交流スペース)や男の料理教室、ミニデイなどを開き介護予防と交流を図りました。
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審査室�

重点実施事項の取組状況

１．不良債権化の未然防止と不良債権比率の改善
　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、延滞債権については、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．適正な資産査定の実施
　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き、担当者のレベルアップに努め
ました。

３．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�

重点実施事項の取組状況

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、内部監査指摘事項の事実確認と改善内容について、被監査部署と協議
により認識の共有を図るとともに改善状況を検証し早期改善に取り組みました。

２．監査機関との連携強化
　内部統制の整備を中心にＪＡ全国監査機構や監事監査の指摘に対し、内部監査において改善状
況の確認並びに指導を行いました。

㈱みどりサービス�

重点実施事項の取組状況

■自動車
　信頼の得られる営業活動とサービスの提供
　ハイブリッド車・電気自動車が増加する中、オートパル酒田の車検など受付体制の整備と次世代
車整備技術の向上に努めました。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₅億7,000万円に対し、₆億3,000万円（計画比113％）の見込みです。

─ 14 ─



■燃 料 
　　厳しい環境の中、選ばれる事業展開

　春先から、中東情勢の不安定化と世界経済の景気減速
懸念感により原油価格が乱高下し、市況に反映しました。
また、八幡給油所をリニューアルオープンし、₃セルフ
ＳＳ、₂フルサービス体制で、大抽選会や農作業応援キ
ャンペーンなどを実施しました。配送は、新規顧客の獲
得と配送エリアの効率化に力を入れています。
　供給高は計画17億2,200万円に対し、17億8,500万円（計
画比104％）の見込みです。

■ガ�ス�
　安全・安心で快適な生活の提案

　日常のＬＰガス保安レベルの維持・向上のため、24時間365日監視体制の整備と₄年に₁回の定
期供給設備点検、簡易ガス導管の経年管対策など実施しました。また、「快適・エコ」に優れたガ
ス製品、石油ボイラー、キッチン、バストイレの販売を行っていますのでご相談ください。
　供給高は計画₆億3,200万円に対し、₆億2,600万円（計画比99％）の見込みです。

■葬 祭
　ＪＡ葬祭のＰＲと利用者満足度の追求

　やすらぎホールさかたに会食室を増築したことにより、葬儀がスムーズに進み、会館の利用率
が93％（前年90％）と向上しました。また、庄内三十三霊場巡礼、やすらぎホールさかたでの感
謝祭などを開き、セレモニー互助会の会員拡大と会館葬のＰＲに努めました。
　供給高は計画₅億2,800万円に対し、₅億2,200万円（計画比99％）の見込みです。

■マルノー山形�（食品）
　食の安全・安心・信頼が得られる事業展開　

　味噌・醤油のＨＡＣＣＰを認証取得し、これまで以上に原料の仕入れから製造まで徹底管理を
行い、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Ｊ
Ａ女性部との味噌作り体験など、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₆億3,600万円に対し、₆億800万円（計画比96％）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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