
令和元年

秋季農協座談会回答

　当ＪＡでは９月２日から１７日にかけて、秋季農協座談会を開催しました。米穀情勢や
令和元年産米穀の取り扱いなどについて、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、紙面にて回答します。
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営農販売部門�

米穀・集荷

問　パレット助成について、今年度購入した
分は対象になるのか。

答　対象になります。「令和元年度フレコン集
荷支援対策」の中で、個人フレコン出荷に
伴う搬入資材（パレットなど）への助成を
しています。申請書類など、詳しくは各営
農課にお問い合わせください。

問　食味計の数値が施設ごとに違いが出るので、性能検査を実施してもらいたい。 

答　ＪＡの食味計は毎年出来秋前にメーカーに依頼し、設定調整をしています。

米穀・販売

問　ＪＡ米と一般米の格差金300円は低いので、もっと高く設定してほしい。

答　ＪＡ米と一般米の価格差はＪＡ全農山形の基準に準じています。

問　米の販売対策費徴収の目的と主な使途を提示してほしい。

答　販売対策費の目的は、安定的生産と生産者の所得確保を目指し、需給動向に即
応した売れる米作り、需給の確立を図るためＲＩＣＥ戦略を基幹とした、米販
売戦略を実施することです。

　　使途は、市場調査費や宣伝サンプル米などに要する宣伝対策費、直接販売先の
維持・拡大に係る出張旅費が主な内容になります。
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令和元年    秋季農協座談会回答

農業政策　生産調整

問　米価安定のために、まじめに生産調
整している県が不利益を被らないよう、
ＪＡ全農が目標未達の県に対し働きか
けるべきだ。

答　ＪＡ全農山形県本部やＪＡ山形中央
会をはじめとするＪＡグループ山形と
して、県・地域再生協のみで全体需給
の安定を確保することは限界があることから、全国組織による全国段階での「全
体需給の安定」をはかる機能が必要であるとし、山形県・ＪＡ全農・ＪＡ全国
中央会を通じて政府へ要請を行っています。

問　「農地利用集積円滑化事業」が今年度末で廃止となるが、利用者へのお知らせ
は文書だけでなく、直接説明する場を設けてほしい。

　　また、農業委員会では保有米（飯米）の計算まではやってくれないので農家の
負担が増す。ＪＡからは従来同様に「受委託事業」を継続してほしい。

答　「農地利用集積円滑化事業」が「農地中間管理事業」に統合することについては、
保有米（飯米）精算を実施しないということ以外は大きく変わることはありませ
ん。内容は随時、文書で案内させていただきます。ご了承のほどお願いします。

　　従来、「農地利用集積円滑化事業」において実施していた保有米（飯米）精算
ですが、仮に「農地中間管理事業」の契約者内でＪＡが保有米精算を実施する
となると、事務手続き上さまざまな課題があります。

　　ご質問のように、統合後も引き続き保有米精算を希望される方もいると考えら
れますので、ＪＡによる保有米精算の事務対応が可能かどうかを今後、検討し
ます。ご不明な点、ご確認などありましたら、ＪＡ各営農課もしくは酒田市農
業委員会へお問い合わせください。
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問　「農地中間管理事業」からの出し手、受け手への経営転換協力金などのメリッ
トはいつまで続くのか

答　地域集積協力金は、交付単価は５年間維持され（令和６年度以降は未定）、経
営転換協力金は、５年間で段階的に縮減され令和６年度から廃止となります。

　　なお、令和４・５年度の経営転換協力金は、地域集積協力金と一体的に取り組む
場合についてのみ交付対象となります。

問　中山間地では、耕作放棄地が発生している現状があるので、ＪＡも長期展望に
立って農地の受け手をさがしてほしい。また、担い手が受託しやすいように農
地を整備するよう関係団体に要望してほしい。

答　農地の受け手不足は、益々加速することが予測されます。今後は改正農地バン
ク法（11/1施行）に基づき、市町村、農業委員会が主体となり、地域の話し合
いのもと ※「人・農地プラン」の実質化（見直し）を行い、将来にわたって地
域の農地を誰が担っていくのか地域全体で決めていく必要があります。（※ 酒田
市では話し合いの前段として、年内に「人・農地プラン」の実質化についての
アンケート調査を実施予定ですのでご協力をお願いします。）

　　なお、耕作放棄地に関しては、農業委員会へご相談下さい。農地の整備に関し
ては、補助事業での取り組みの検討など関係団体へ要望していきます。

問　鳥獣被害が増加しているので、行政とも連携した対策をしてほしい。

答　管内でもイノシシの被害が確認され、新たな鳥獣害対策を講じる必要性が出て
きたものと思われます。今後は、県・行政あるいは猟友会とも連携を図りなが
ら、被害状況に応じて対策を協議していきます。

土づくり

問　米の安定生産に向けて、土づくり資材購入費支援と散布機械の貸出を実施しても
らいたい。また、資材投入圃

ほじょう
場から生産された米は格差金を設けるなどの対策を講

じてほしい。
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答　令和２年度から、土壌改良資材や散
布機などについてＪＡ庄内みどり独自
の土づくり支援対策を検討しています。

　　また、土づくりの有無による格差金
は、ＪＡ独自支援対策の中で、土壌改
良資材に対する支援策を重点に検討し
ていることから、考えていません。

営農指導

問　グリーンプロジェクト情報は実際の圃場と内容が合致していない。平野部と中山
間地では圃場の状況が違うので、中山間地の情報も掲載してほしい。

答　グリーンプロジェクト情報は、平坦部や中山間地に限らず、その年の生育状況や
特徴、基本的な技術対応を中心に掲載するようにしています。詳細な情報や技術対
応などについては、各営農課の営農指導員にご相談ください。

問　イナゴが増えてきたのでヘリ防除体系の見直しと、系統外出荷者へも防除指導を
してほしい。

答　地区によっては令和２年の防除計画を見直し、イナゴ防除を実施する予定です。
防除については、随時各種情報などでお繋ぎしますが、各生産組合におかれましても、
集落内でお声掛けいただき、防除に関しての意思の疎通をはかられるようご協力を
お願いします。

問　ドローンを使った防除を実施している所もあるようだが、使用状況・効果などの
情報を教えてほしい。

答　管内でも個人でドローンによる防除を実施しているところがあるようですが、使
用状況や効果などその他を含め、詳細に把握できていない状況にあります。今後、
無人ヘリ防除協議会並びにオペ協議会などにて情報収集に努めます。



─ 5 ─

カントリーエレベーター

問　国の働き方改革に伴い、ＣＥオペレーターには影響はないのか。勤務環境の改善
は図られているのか。

答　当ＪＡも₉月から10月の繁忙期におけるＣＥオペレーターの勤務体制は、この度
の改正労働法の施行にかかわらず大きな問題です。繁忙期前の施設代表者、オペレ
ーター、事務局との合同会議にて、長時間労働を抑制するためにオペレーター（交
代要員）の増員などの検討を各施設にお願いしたところです。

　　なお、ＣＥオペ関連では、繁忙期の勤務体制の他にも課題が山積しておりますので、
引き続き対応を協議していきます。

問　遊佐にできるバイオマス施設の説明会で、もみ殻を使えないかという質問に対し
「有機物なので使えなくはないが安定的に一定量が必要だ」という回答だった。Ｊ
Ａとして情報を把握しているか。

答　遊佐のバイオマス施設の情報は把握していません。今後、もみ殻の件でお話があ
ればご相談には応じますが、常時一定量の供給となりますと難しい問題かと思われ
ます。

大　豆

問　今年の大豆（エンレイ）の種子は粒にばらつきがあった。種子の選別はどのよう
にしているのか。

答　種子大豆の調製作業は普通大豆同様に専用選別機による比重選と粒度（篩網）選
別の併用で行っています。当管内に供給された今年のエンレイ種子は他産地のもの
ですので、選別精度の向上について種子協会へ申し入れます。
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令和元年    秋季農協座談会回答

園　芸

問　JA の長ネギ共選施設で、春ネギや坊主知らずネギの調製もしてほしい。

答　施設での調製は可能ですが出荷される時期と出荷量によって作業員の確保を行い
ます。詳細は相談させていただきます。

問　将来的に遊佐選果場を集約するのは反対。現施設の更新を望む。

答　遊佐選果場の施設集約は考えていません。現状、選果される品目の中で複数の施
設で同じ品目を同時に選果している状況にあります。この中で、各選果施設での作
業員が不足している事や、日による出荷量の増減により作業時間が不安定なことに
よる雇用維持が困難となっています。これを踏まえ、今後の選果体制の在り方につ
いて各品目部会と相談します。

経済部門�

肥料・農薬　予約注文

問　集約銘柄肥料は成分がわからないと注
文できないので、成分が確定してから予
約取りまとめをしてほしい。

答　事前予約数量を基に集中購買を実施して
います。成分内容を指定するとメ－カ－が偏り競争入札に適さないため保証成分の
み指定していますのでご理解をお願いします。

問　今後ＪＡでも肥料・農薬などを購入する際、クレジットカ－ド決済にできないか。

答　組合員メリットを考慮し今後検討します。
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問　資材注文書の予約取りまとめが農繁期のため時期を変えてほしい。

答　使用時期に間に合うよう商品の手配と納品を行うため、この時期とさせていた
だいています。ご理解のほどお願いします。

問　集約銘柄肥料や一発肥料、農薬注文など、各種の注文時期が一緒でないのでス
ケジュ－ル表がほしい。

答　広報誌などを活用し周知するようにします。

問　つや姫の資材注文も秋の資材注文書でできないか。

答　つや姫生産者の認定が例年11月に決まるため、秋の資材注文書には間に合わな
い現状です。

資材店舗施設改善・スキルアップ

問　中央資材店舗の出入り口にある排水のための溝は段差があり、車のハンドルがと
られ危険なので埋めてほしい。

答　排水に必要なため、グレ－チングし段差がなくなるよう修繕します。

問　資材担当者のスキルアップと営農課との連携を望む。

答　営農課との情報共有を図りながら、各種研修会へ積極的に参加し知識習得に努め
ます。
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農業機械

問　農機センターへ、繁忙期以外も休日対応をお願いできないか。土曜だけでも対応
してほしい。

答　繁忙期対応として４・５・9・10月に期間を決め土日祝日の休日を営業としています。
以前土曜日に営業した時期もありましたが、繁忙期以外の休日はご利用頻度も低く
通常業務に加え担当者のローテーションが困難な状態にありますので営業日でのご
利用とご協力をお願いします。

問　農機具は売って終わりでは困る。農機整備職員の人員確保の要望と、生産者向け
の整備講習会を開催してほしい。

答　農機整備職員の不足により、組合員の方々へご不便をおかけしている状況は、十
分認識しています。現在、新規採用職員や中途採用職員確保にむけ、各高校進路担
当教諭や各関係機関の求人セミナーへ積極的に参加し、求人活動を展開しています
が、求人に対する応募が少ない状況です。引き続き求人や採用活動を行いますので
よろしくお願いします。

　　また、農機講習会は女性向け、トラクター・小型農機取り扱い講習、乗用防除機
整備講習を開きました。機種・参加人数を教えていただければ対応します。お近く
の農機センターにご相談ください。

問　コンバインなどの格納庫を早急に確保してほしい。

答　現在利用できるＪＡ所有の空き施設などはなく、今後も引き続き探していきます。

精米事業

問　精米センター利用拡大のため、保有米の委託搗精は遊佐町管内だけでなく酒田市
管内への周知も必要ではないか。

答　精米センターで行っている保有米の委託搗精は、現在ご利用者の半分以上が酒田
市管内です。今後もカントリー利用を中心に、委託搗精を承りますので、ご希望が
あればぜひご利用下さい。
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管理部門�

問　米の裁判の現況を教えてほしい。

答　裁判の件につきましては、皆さまにご心配をおかけしています。　　　　　　
　原告側の第1次提訴（平成28年6月1５日）から第₆次提訴（令和元年8月16日）
まで、原告人数が122名となっています。現在、原告側、ＪＡ側が書面を提出し、
お互いの主張や証拠の整理を行う、「弁論準備手続」を行っています。　

　　今後の裁判については、裁判所から和解と判決の両方を見据えて訴訟を進める
旨の説明がありました。更に審理に時間が要する状況となっています。

問　旧本楯支店は今後どうするのか。また、資材店舗の移転はしないのか。 

答　旧本楯支店は解体の予定です。時期については詳細が決まりしだいお知らせしま
す。また、資材店舗は今後の資材店舗再編計画案を構築し検討していきます。

問　山居倉庫売買の話はどこまで進んでいるのか。倉庫機能はどうなるのか。 

答　山居倉庫売買については行政・ＪＡ全農山形・庄内５ＪＡで、倉庫機能も含め
て協議しています。内容については決まりしだいお知らせします。

問　米の概算金は秋季座談会前に決定してほしい。

答　米の概算金は、JA全農山形の「米穀運営委員会」で隣県の状況を見ながら
決定している関係上₉月中旬となります。決定後の開催ですと、稲刈りより遅
れてしまう地区も発生することから、ご理解をお願いします。 
　同運営委員会決定後は、速やかにお知らせするよう努めています。
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（株）みどりサービス�

燃　料

問　乾燥機用の灯油が土・日曜日に配達されないので、収穫時期だけでも対応しても
らいたい。また、座談会資料などに休日を掲載し、周知してほしい。

答　乾燥機用灯油は、需要期の配達状況を勘案しながら、土曜日も配達しています。
営業体制については、座談会資料などに掲載し、サービスの向上に努めていきます
ので、ご利用をお願いします。

自動車

問　本楯オートパルは職員数が少ないようだが、整備機能は大丈夫なのか。

答　基幹オートパル体制の整備により、オートパル本楯に入庫する車検・定期点検・
重整備については、オートパル酒田で整備作業を行っています。タイヤ交換・オイ
ル交換など混雑時には多少お待たせすることがあると思いますが、ご理解のほどお
願いします。



お問い
合せ先

■酒田中央支店…☎26-5585
■酒田みなみ支店…☎24-7203
■八幡支店……☎64-3131

■酒田ひがし支店…☎43-1600
■遊佐支店……☎72-3232
■平田中央支店…☎52-2255

■酒田きた支店…☎28-8600
■吹浦支店……☎77-2277
■松山支店……☎62-2211酒田市曙町一丁目1番地　信用部金融推進課 ☎26-5545

《取扱店》　月曜日から金曜日／午前8時30分～午後5時

※お申込み対象者は、現在のお住いの住所又は勤務先が当JAの管轄と
　なります。　
※ローンの詳しい内容につきましては、店頭に商品概要説明書をご用意し
　ております。また、ホームページ上でもご確認いただけます。

※「JAとのお取引はこれから」という方でもお気軽にご来店・ご相談下さい。
※審査の結果によっては、ご希望に添えない場合もございますのでご了承
　ください。

◎上記の金利は、令和元年７月２５日現在を基準にしています。　◎お支払い例の金利についてはwebからの申込で引き下げ最大0.6％となった場合です。◎上記の金利は、令和元年７月２５日現在を基準にしています。　◎お支払い例の金利についてはwebからの申込で引き下げ最大0.6％となった場合です。

WEBが
お得！

車の購入、他行からの借換え等にご利用いただけます。

100万円お借り入れでお支払い例 9,201円
※10年（120回払い）、
年利（変動）2.0％の場合 月

年年年年2.62.62.62.6％％％％
▶

WEB申込にて最大引き下げ後
変動金利
通常金利通常金利

※保証料込※保証料込

年2.02.02.02.0％％％％
年年年年

固定金利

3.03.03.03.0％％％％
※保証料込※保証料込

WEB申込にて最大引き下げ後

2.42.42.42.4▶
年

※

保
証
料
込

※

保
証
料
込

※

保
証
料
込

※

保
証
料
込

WEBからの
仮審査申込みは

または、ＱＲコードより

【ご利用いただける方】お借入申込時の年齢が満18歳以上、完済時の年齢が80歳以下の方（但し、高校生は除く）、安定・継続した収入のある方、㈱ジャックスの保証が受けられる方、販売業
者へ振込が可能な方、当ＪＡの地区内に居住または勤務している方など【お使いみち】①自動車購入資金（新車・中古車・自動二輪車・電動車椅子・除雪機）等のご購入及びそれらに付帯する付
属品・諸費用（登録・事務取扱・振込手数料、共済掛金）等②車検・修理・運転免許取得・カー用品購入・住宅に併設する車庫の建築及び修理費用等③ＪＡ以外のマイカーローンの借換資金
（残価設定型ローンの残価部分の借換、信販系のマイカーローンを含む）及び事務取扱手数料、振込手数料等。④上記③の借換資金と①②のいずれかの併用も可。⑤「フリープラン30」（借
換に付帯することは不可）借入希望金額の30％もしくは３０万円いずれか少ない方をフリープランとして借入金額に追加することが可能。（ただし10万円／20万円／30万円単位とし３種類から
選択が可能）【ご融資金額】10万円以上1,000万円以内（１万円単位）とし、所要金額の範囲内。【ご融資期間】６ケ月以上10年以内（１ヶ月単位）とします。但し、借換の場合はすでに返済済
み期間（残存償還期間）は不問とし10年以内までは可とする。【ご返済方法】毎月元利均等返済（毎月返済またはボーナス併用返済）【担保・保証】無担保、（株）ジャックスの保証【ご用意してい
ただく書類】運転免許証の写し、健康保険証の写し、所得証明（源泉徴収票で可）、注文書または見積書、その他ＪＡが必要とする書類。
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通常金利通常金利
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下記の引下げ項目に該当する場合、通常金利より最大0.5％の引き下げを致します。

※WEBからの申込みの場合はさらに0.1％引き下げをいたします。(最大0.6％の引き下げ)※WEBからの申込みの場合はさらに0.1％引き下げをいたします。(最大0.6％の引き下げ)
※上記の項目は、現在ご利用中又は、新規ご契約が条件となっております。

0.2％の引下げ項目

0.3％の引下げ項目

やまがた子育て応援パスポートの提示・当ＪＡおよび㈱みどりサービスより耐久消費財を購入する方・
公共料金口座振替（１件）・ＪＡカード・ＩＢ(インターネットバンキング)

0.5％の引下げ項目 JA住宅ローン契約、JAカードローン契約給振契約・組合員加入（１口以上）
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フリープラン最大30万円までセットが可能！！フリープラン最大30万円までセットが可能！！

マイカーローンマイカーローン
【ロードサービス付】【ロードサービス付】

プラスプラス

最短1日で審査可能
お客様のお申込内容
によりかわります。


