
令和２年

　ＪＡは令和₂年₃月₂日から16日に、春季農協座談会を各地区で開きました。令和

元年度の事業見通しや令和₂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。

春季農協座談会回答
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【営農販売部門】

【営農企画】�

問　今年は降雪が少なく水不足が心配される。農家への情報伝達・技術指導を速やかに
実施して欲しい。

答　関係機関との連携を踏まえ、迅速かつタイムリーな情報提供に努めます。

問　土づくり支援は大変良い取り組み。事前に土壌診断も必要なのではないか。また、
資材コストも重要だが効果的な資材の選定を希望する。

答　事前の土壌診断については、毎年、管内のつや姫圃場を対象に350点ほどの土壌分
析を実施していますので、それらの蓄積データ（分析値）を活用することとしてい
ます。また、土づくり資材については、つや姫の土壌分析値をもとに優先的に改善
を要する分析項目に対し、改善効果の高い資材を選定します。

問　新たな土づくりＪＡ独自支援はぜひ進めてほしい。付加価値をつけて、それに見
合う対価で買ってほしい。

答　消費地などでは、土づくりは農作物を生産するうえで基本的なことと認識され、
土づくりによって付加価値を見出すことは難しい状況にあります。このような実態
を踏まえ、ＪＡ独自の土づくり支援については、10a当りの土づくり資材の基準散布
量を設定し、米の出荷数量に応じて支援することで検討しています。

問　リモートセンシングは一部の地域で実施しているようだが、今後の時代に即した
スマート農業をＪＡ庄内みどり全体で実施する予定はあるのか。ＪＡ庄内みどりが
目指すスマート農業の具体的な取り組み目標はあるのか。

答　スマート農業関連については、スマート農業を実践することにより、生産者へ
のメリットやニーズはどのようなところにあるのかなどを模索している現状です。
ＩＴ技術の進化により将来の農業分野へのあらゆる可能性は広がっていますが、そ
の反面、機器・機材の導入コストもかなりの負担となることが懸念されます。引き
続き、試験実証を踏まえ費用対効果も含め実用化について検証します。
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令和２年    春季農協座談会回答

問　平田カントリーエレベーターが令和₂年度から稼働するが、品種によっては他地
区の組合員が搬入できるようになるのか？できるようにしてほしい。

答　令和₃年度に向け隣接地区の生産者や特定品種の集約による利用拡大を検討します。

問　令和₂年度の経営安定対策では加工用米に支払われる交付金は、新たに土づくり
としてケイ酸質肥料を散布した場合に交付金が上乗せされるようになったが、加工
用米として出荷する品種の全面積に施用することを条件としている県の政策は、生
産者の声を反映していない。生産者が不信感を抱くようなものであれば、農協とし
て反対すべきではないか。また、今年全面積施用しなければならないのであれば、
行政に働きかけて支援してもらいたい。

答　令和₂年度より新設された県設定枠の加工用米土づくり交付金については、同一
品種による主食用米と加工用米の一括管理生産方式の場合は、すべての作付面積に
土づくり資材を施用することが要件とされています。このことにつきましては、酒
田市を通じて加工用米取組面積分の施用のみで認めていただきたいと要望しました
が、県としては、できるだけ多くの圃場で土づくりに取り組んでほしいとの思惑が
あるようです。ＪＡ庄内みどりとしても独自支援と併せ、それらの取り組みを推進
していくこととしています。

問　新型コロナウイルスの影響による観光客・イベント・学校給食の減少により、
米・野菜・花き・牛乳など農畜産物の消費減退が懸念される。ＪＡグループとして
対応策をどう考えるか。

答　全国段階におけるＪＡグループ、
女性組織協議会、青年組織協議会お
よびＪＡグループ山形、県ＪＡ女性
組織ならびに青年組織と連動し、Ｊ
Ａ庄内みどりにおいても女性部、青
年部、役職員を主体に牛肉や牛乳、
花きなどの農畜産物消費拡大運動へ
の取り組みを行っているところです。
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問　今秋、事業開始が計画されている株式会社鳥海高原デイリーファームからは、地
元での飼料調達としてデントコーン栽培が期待されているようだが、ＪＡ庄内みど
りとしての対応や方針はどのように考えているのか。

答　㈱鳥海高原デイリーファームよりデントコーンの作付けを依頼されていますが、
まだ、具体的には進んでいない状況です。農家への協力要請を始め作付圃場の選定
や作業体系などの課題がありますので、引き続き㈱鳥海高原デイリーファームと協
議します。

【担い手支援】�

問　農地中間管理事業の申し込み受付（酒田市）を、１１月から１月に変更して欲しい。
刈取後、次年度計画を立てた後申し込みしたいが、締切りまで余裕がなく大変。

答　 令和₃年作に向けた今年度の酒田市農業委員会の出し手申し込みの受付は、₆月
末と10月末の年₂回の予定です。次年度からの貸付希望に対して、11月以降で対応
可能な受付期間の設定についても要望していきます。

問　農地中間管理事業において、受委託料と飯米の精算の請求を混乱しないようにお
願いしたい。

答　農地中間管理事業契約者間の飯米精算については、実施の方向で前向きに検討し
てきましたが、事業上、①白紙委任が前提にある②個人情報保護の関係で契約者情
報を飯米精算に利用することができないなどの理由から、不本意ではありますが制
度上対応できないとの結論に至りましたので、ご理解をお願いします。

問　農地中間管理事業で今後契約の満期を迎え受け手がいない場合どうなるのか？

答　貸付希望申し込み後、不成立となった場合、
取下げの手続きをしない限り農地中間管理事
業への登録は継続されます。その場合、対象
農地は出し手（所有者）の自己管理となり地
代の入金も発生しないことになります。農地
中間管理事業以外にも農業委員会を通した直接
契約も可能ですので、その際はご相談願います。
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令和２年    春季農協座談会回答

問　他県のＪＡでは青申事務の代行を行っていると聞く。ＪＡにとってもいろんな面
でメリットがあると思うので、是非検討願いたい。

答　ＪＡによる会計記帳代行に関しては、他ＪＡの先進事例を参考に関係部署と相談
しながら検討します。

問　県の新規就農支援事業の要件が厳しいようなので、ＪＡ独自の補助を検討しても
らいたい。

答　令和₃年度実施に向けて検討します。

問　法人化を進めるために法人に対しての支援はいろいろとあるが、小規模農家や兼
業農家に対して、ＪＡでできることの支援もお願いしたい。また、国や県への働き
掛けも併せてお願いしたい。

答　担い手が限られる中、農業や農村の維持には、法人や大規模農家の他に中小規模
農家・家族農業の発展が欠かせません。ＪＡとして「地域の担い手」を中核に「多
様な担い手」や「次代の担い手」が地域内で支え合って産地を守っていける政策の
実現に向けて、引き続き国や県に要請していきます。

【米　穀】�

問　新型コロナウイルスの影響による米の買い占めによって一部店頭では米がなくな
っているという話を聞くが、本当か。

答　首都圏を中心とした外出自粛要請から、スーパー・量販店にて一時的に品薄状態
となりましたが、米の在庫量は潤沢にあるとの情報から現在は落ち着いています。
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【園　芸】�

問　新型コロナウイルスによる園芸農
家への影響はあるのか。また、影響
で農作物減収に対する対策はあるか。

答　嗜好品目、季節商材に関する品目
については一時期価格の低迷の影響
が見られました。これを踏まえ部会
と相談し地産地消としての販売を行
っています。

問　栽培講習会開催の情報をもっと広く知らせて欲しい。広報に掲載すれば、その作
物に新たに興味を持つ人が出てくるのではないか。

答　現在、座談会などで園芸拡大品目の推進についてお知らせしているところであり
ますが、今後広報担当とも相談し広報誌などに掲載していきます。

問　ねぎの出荷を八幡で行っているが、距離も遠く、施設のキャパシティも限界に近
いようなので、なるべく近くに選果場を設置してもらいたい。また、カントリーの
ような利用組合方式での運営を検討してもらいたい。

答　施設の増設は作業員の確保にも課題があり現在検討中です。利用組合方式で地域
の方々からのご協力が得られる体制づくりも併せて検討します。

問　ドローンで園芸作物の防除を検討してもらいたい。また、農薬散布以外のドロー
ンの利用を検討してほしい。

答　現在、液剤散布の中で空散できる品目ならびに農薬の種類が限定されています。
粒剤散布については対応できる資材もありますので、登録されている品目と資材を
選択してお知らせします。また、ドローンの活用につきましては園芸でも土地利用
型作物での肥料散布なども検討します。
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令和２年    春季農協座談会回答

問　野菜出荷組合において、消毒の徹底などについては役員以外の会員への周知は十
分なのか、もっと、啓発活動に力を入れていただきたい。

答　各園芸部会の総会などで防除に関する研修会を行っています。今後も説明できる
機会がある限り随時研修会を開催します。

問　柿脱渋施設の老朽化への対応はどうなっているのか。

答　生産者の皆さまにご迷惑をお掛けしないよう、毎年点検修理を行いながら選果に
当たっています。現在ＪＡ全農山形との話し合いの中で庄内広域集荷場と共に広域
選果場の構想もあることから、当ＪＡとしても検討会に参加し今後の施設の在り方
を検討します。

問　庄内柿収穫用コンテナを引取指定日時（北部選果場）に引取りに行ったが、すで
に在庫が無くなったと言われ、数日間収穫できなかった。部会員へコンテナが平等
に行きわたるよう仕組みを整えてもらいたい。　　　　　　　　　　　　　　　　
　松山選果場に柿を出荷しているが、次の出荷に使用するコンテナをもらえないの
でいつも困っている。負担金を出しても良いのでコンテナを多く準備してもらいたい。

答　毎年コンテナの補充を行い、コンテナは十分にあるところです。昨年は大玉とな
り生産量が多くなったこと、収穫ピークが好天にめぐまれた連休と重なり、収穫作
業が一斉に行われたことから、例年以上にコンテナ不足が生じたものと考えられま
す。令和₂年度もコンテナの購入を行う計画ですが、コンテナが返却とならない場
合がありますので必ず返却いただくようお願いします。また、部会と相談し購入数
量や貸し出し方法の見直し、回収方法を検討します。

問　庄内柿の大玉づくりに力を入れていて、平成３０年産の出来栄えは３Ｌが大部分だっ
たが、今年度はほとんど２Ｌだった。目ぞろえ会の資料は前年と変わっていないし、
３Ｌの基準は満たしているようだが、今年産に限り２Ｌとなったのはなぜか。

答　選果での各階級規格に選別となったものについてはそれぞれの規格での出荷販売
となっています。お手数ですが今一度詳細について園芸センターまでお問合せくだ
さい。
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問　流通センターの移転先である旧東平田支店は、敷地が狭いように見えるので、建
物内での作業などは、事故のないように安全面には十分配慮していただきたい。

答　敷地については多少ご迷惑をお掛けするところではありますが、現流通センター
では施設内での荷降ろし作業時に接触事故の危険がありました。これを改善すべく
荷降ろし場所の改善を行い安全に荷降ろしができるよう考えています。今まで以上
に皆さま方からのご利用、ご協力をお願いします。

【総合対策室】�

問　ＪＡ無料職業紹介事業は、シルバー人材センターなどと業務が重複するわけだが、
すみ分けはどうするのか。人材は確保できるのか。人材派遣もできるのか。

答　当事業は，ＪＡ版ハローワークのようなもので、ＪＡが求人、求職情報を受付し、
求職者の希望や能力に応じて求人先を手数料無しで“紹介あっせん”する事業です。
シルバー人材センターでも有料で同様の事業を行っていますが、当ＪＡが“紹介あ
っせん”する事業は、「農業の職業」に限定し、求職者の年齢を制限しないことに
よりすみ分けを図ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　人材の確保については、求人の募集範囲を当ＪＡ管内とし、求職者も地域内でで
きるよう事業のＰＲに努めていく考えです。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　人材派遣については、労働派遣事業にかかる法律の許可要件に総合ＪＡ（当ＪＡ
を含む）が適合せず行うことができません。

問　ＪＡ無料職業紹介事業で、カントリーエレベーター（ＣＥ）の季節作業員を紹介
できるのか。

答　当ＪＡでは、ＣＥを含め施設の季節作業員は、当ＪＡと雇用契約を結んでいます
ので、稀なケースとなりますが、求人者（施設の利用組合など）が出した求人情報
（季節作業員の募集）を当事業で受付し、求職者（応募希望者）を求人先に“紹介
あっせん”することはできます。ただし、求人者と求職者で雇用関係が成立します
ので、両者で雇用契約を結び、求職者への賃金の支払いや労災加入等は、求人者が
行うことになります。
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令和２年    春季農協座談会回答

問　「農作業労働力状況調査」の回収率が低すぎる。調査などを行う際は、回収率を
高める工夫をしてほしい。

答　調査結果の偏りを防ぐため、回収率を高めることの重要性を再認識し、回答しや
すい内容の作成や、調査票の返送、回収方法に留意します。

【経済部門】

【営農資材】�

問　水稲用集約銘柄肥料同様に、水稲用除草剤もＪＡオリジナルで安価な商品を開発
し取扱いしてもらいたい。

答　開発と登録、その後の商品登録維持に多額な費用がかかり、単協レベルの取扱数
量では逆にコスト高となるようです。現在ではメ－カ－直送の大型規格が最も安価
な商品となりますのでご利用ください。

問　メ－カ－直送の農薬が繁忙期に配達されると困るので、もう少し早い時期に配達
してもらいたい。

答　予約受注生産のため、製造時期が限られておりますのでご理解ください。

問　大口利用対策として還元するより、予約段階での値下げ価格で提示出来ないのか。

答　大口利用対策の内容も含め今後検討します。

問　千俵の会の講演会で出た「ワ－コム」の資材をＪＡでも取扱いしてもらいたい。

答　令和 2 年秋散布に間に合うよう取扱いを検討しています。
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問　肥料注文書が慣行栽培、つや姫、開発米と別々に配布されるので一本化してほし
い。

答　つや姫生産者の認定とつや姫を含む各地区独自の特別栽培米の施肥、防除体系が
注文書配布時期まで決まれば可能ですが、現状では、決定時期が11月以降となるた
め一本化は難しい状況です。

問　資材の予約価格はだいぶ安くなったが、当用価格が高いのでもう少し安くならな
いか。

答　市場価格調査を行いながら、仕入先を選定し価格引下げに努めます。

問　肥料の予約注文に目玉となるような商品がほしい。

答　価格引下げに向け集約銘柄肥料に取り組んでいますが、今後も資材コスト削減に
向け努力します。

問　パダンなどの劇物農薬の受け渡し時期が早く、使用までの数カ月間は自己管理の
状況となっており大変危険なので受け渡し時期を考えてもらえないか？

答　毒劇物農薬による事故・盗難を防止するためにも、使用時期に応じた受け渡し日
程に調整します。

問　農薬の空き容器の処理回数が年₂回と少ないため、回数を多くするか回収箱など
を常設してほしい。

答　現状の年 2 回体制でのご協力をお願いします。

問　従来、資材予約注文の確認の電話が来ていたが、今年その確認の連絡がなく予約
注文が漏れてしまった。今まで通り予約注文の確認などを丁寧にやっていただけれ
ばありがたい。

答　予約購買の向上に向け、購入実績を用いたフォロ－推進を実施します。
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令和２年    春季農協座談会回答

問　在宅時に声かけ、受領サインの
徴収もなく倉庫に納品している
ようなので徹底してほしい。

答　配送委託業者と資材店舗職員に
周知徹底します。

問　資材店舗も集約して農機の近く
へ願いたい。

答　今後、事業検討委員会において施設再編について検討します。

問　ハウスのビニ－ルを掛け替える際に委託する業者はいないのか。

答　ＪＡ取引先のハウス取扱い業者に依頼することは可能ですが、期日指定の作業に
ついては時期によりお断りすることもありますので、最寄りの資材店舗にご相談く
ださい。

【農業機械】�

問　農機の展示会はやってもらいたい。

答　₃月開催予定の展示会は、行政からの新型コロナウイルス感染拡大防止要請によ
り中止しました。今後の開催に関しては、行政の対応方針・開催基準を参考に検討
します。

問　農機のレンタル事業は行わないのか？

答　全農レンタル事業に協賛し、トラクター・畦塗・乗用モアなど、現在16機種のレ
ンタル機が利用できます。レンタルのお申し込み・お問合せはお近くの農機センタ
ーにお願いします。
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問　みどり農機センターが移転し、職員
を集約するという話を聞いたが、現在
の駐在所がなくなるのか？今後どうな
るのか？現状を維持していただきたい。
決定する前に地元の組合員への説明な
どはあるのか？いつもお願いばかりで
組合員の意見など聞かずに決まってか
らの報告ではないのか？集約ばかりで
はなく、もっとやれることなど考えて欲しい。例えば①農機センターで大型農機対
応と小型農機などを区別して対応する②小型農機具などの修理指導・講習を開催す
るなど。

答　みどり農機センターの施設移転計画をもとに、今後事業検討委員会で施設の再編
を含めた整備・推進体制および経済事業の収支改善に向けて検討します。　　　　
　また、現在修理指導・講習については、各地区要望に応じコンバイン・防除関係
などメーカー指導のもと研修会を開催していますので、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までお問合せください。

【信用部門】
問　信用事業はこれまでＪＡ経営の要であったが、低金利時代の中、今年度計画数値

はクリアするようだが、将来大丈夫なのか。数年先を見据えた計画・対策は考えて
いるのか。また、遊佐園芸資材センターのATMを廃止しないでほしい。

答　マイナス金利政策の影響を受け、信用事業の収益減少は避けられない状況にあり
ますが、今年度から役員による「事業検討委員会」を設置し、ＪＡ事業の健全性確
保に向け、総合事業の観点から今後の事業方針ならびに方策を協議しています。事
業検討委員会の協議結果および今回いただいたご意見・ご要望についても、事業計
画・中期経営計画などに反映させ対策を強化していきます。
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令和２年    春季農協座談会回答

【管理部門】
問　女性総代として１０％目標は難しいのでないか。農協組織の役員・総代経験が少なく

農協自体の仕組みや事業運営そのものにどれだけ理解があるか不安である。農協と
しての考え方をお聞きしたい。

答　現在の女性総代は総代数555人のうち13人と少数です。昨今一般の企業や他ＪＡで
は女性参画が増えてきており、女性の意見や考え方を事業に活かし発想を変えよう
とする動きがでています。当ＪＡもその動きが今後の新たな事業展開となるよう期
待しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　女性総代の推進については地域ごとに数値目標を設け、まずは地元の意見を集約
するため支店単位で協議会を開催しました。今後は各地域の状況を踏まえながら進
めます。

問　Ａコープゆざ店、遊佐支店施設は老朽化しているが建て替えの予定はあるのか。ま
た、Ａコープ吹浦店は地域住民にとって重要な店舗であるため、閉店とならないよ
うに働きかけをお願いしたい。

答　Ａコープゆざ店については㈱Ａコープ東北と話し合いをしています。吹浦店の継続
については、引き続き当ＪＡからも要望していきます。また、遊佐支店の建て替え
は現在のところ予定にはありませんが、建物の状況を見ながら改修が必要であれば
補修を行っていきます。

問　今後信用共済事業の収益確保が厳しくなるが、営農部門を縮小することのないよう
に望む。本来の総合（生産）農協のあるべき姿を見失ってはいけない。

答　現在持続可能な経営基盤の確立・強化に向けて「事業検討委員会」を設置し、総合
事業の観点から組合員サービスや負託に応えるよう検討を開始しました。今後検討
を進める中でご意見を参考とさせていただきます。

問　支店別の取組計画の具体的な中身がない。次から検討してほしい。

答　今年度新たな取組みとして支店別の取組方針を掲載しました。今後より具体的な内
容を掲載し地域の皆さまにお知らせします。
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問　ＪＡデーでの配布物での封筒などは必要最小限に集約し、余分な経費削減に努める
べきではないのか。

答　封筒などの集約については以前も取り組んだ経過がありますが、封入されるものに
は個人情報を取り扱うものが多く、個人情報保護の観点から各部署単位で封入され
るため集約できない状況ですのでご理解をお願いします。

問　農機整備担当が代わって、職員の技術レベル・能力の低下を感じる。優秀な技術職
員の育成・採用に努めてほしい。

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。　　　　
　現在、職員募集活動については工業系の進路担当指導教諭へ直接お会いし説明し
ていると共に、マイナビ就活サイト、ハローワークなどの求人媒体へ掲載し幅広く
展開しています。また、技術レベル向上に向けた対応としては、積極的に農機整備
講習会を受講し、農機整備士資格取得を目指し整備技能のレベルアップに取り組ん
でいます。

問　共済、ＬＡは専門職員の育成を願う。

答　共済商品においては毎年仕組み改定が行われ複雑化していますが、共済の専門職員
（ＬＡ・ライフアドバイザー）として自覚と責任をもち、組合員の皆さまにわかり
やすい説明ができるよう研修会・講習会に臨み知識習得に向け取り組んでいます。

【㈱みどりサービス】

【燃　料】�

問　携行缶の販売についての法的な決まり事は、わかりやすく店頭表示してほしい。

答　危険物に関する規則の一部改正により、ガソリンを販売するため容器に詰め替える
ときは、顧客本人・使用目的の確認などを行うことになりました。これからも携行
缶への詰め替えは、スタッフが行いますので声掛けをお願いします。
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令和２年    春季農協座談会回答

【管　理】�

問　毎月の請求書の記載内容は、時
系列であるが、油種ごと（ガソリ
ン・軽油・灯油など）に小計表示
にできないか。また、年間の油種
別合計がわかるような様式にでき
ないのか。

答　請求書明細については購入した日
付順に表示していますが、今後、
油種別合計、小計表示などの要望
に答えられるように検討します。



申し込み・お問合せ は

食材センター　TEL.0234-35-1581

①ご家族の人数に合わせた量をお届け！
②買い物に行く手間がはぶける！
③献立アドバイス付でメニューの悩みなし！
④安心・安全な食材を使用
⑤好きなメニューを選べる！

JAふれあい食材は…


