
営農販売部�

■営農企画課

重点実施事項の取組状況

１．営農指導員のスキルアップによる営農指導の強化
品質・収量・食味のすべてそろった米の生産を目

標に、昨年に引き続き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を共有するため、
全営農指導員による現地指導の実践研修を₆月と₇
月に開きました。

水稲の収量確保に向けた取り組みとして、特に「つ
や姫」の稲わら腐熟対策、種子の増量による植込本
数の確保、生育初期の肥効を高めた一発肥料の実証
試験などに取り組み、「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。

また、スマート農業関連では、まずは営農指導員を対象にスマート農業とはどのようなものか
などの初歩的な研修から、無人航空機（ドローン・無人ヘリ）を活用したリモートセンシング（空
撮）での生育診断や葉色診断による食味仕分けの実証試験に取り組みました。

令和元年産米の庄内地域の作況指数は106と、昭和60年の108に次ぐ高い数値となりました。当
ＪＡ管内の₁等米比率は94％と高水準を維持し、食味におけるタンパク値も総じて低く、収量・
品質・食味ともすべて良好な結果となりました。

しかし、管内では台風などによる直接的な被害は少なかったものの、フェ－ン現象や近年多く
なった夏場の異常ともいえる気温の上昇で、一部地域や土壌条件によっては、収量が平年並みに
とどまった地域や品質の低下が見受けられました。

大豆は、播種や中耕培土、除草剤散布などの作業がおおむね適期に行われ、比較的順調な生育
で経過しました。収量は平年をやや上回り、品質も上位等級の割合が多く良好となりました。

ソバは、播種時期の好天により播種作業は順調に進み、出芽もおおむね良好となりました。開
花期以降の強風や大雨で一部脱粒したところも見受けられましたが、収量は平年並みとなり₁等
比率も向上しました。

２．マーケットインに基づく実需と連携、水田フル活用の推進
需要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の複数年契
約を主体に飼料用米、米粉用米、大豆などの生産振興を図りました。

３．農政対活動、食農教育活動
農政活動では、令和元年₈月に山形市で開かれたＪＡ山形中央会主催の県下「食料・農業・地
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域政策確立山形県大会」にＪＡ庄内みどり農政対委員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県選出国会議員へ政策確立に向けた要請活動を行いま
した。

さらに、11月にはＪＡグループの提案を次期食料・農業・農村基本計画に反映するため「要請書」
を酒田市長と遊佐町長へ、「請願書」を酒田市議会と遊佐町議会へ提出しました。

また、食農教育活動として、青年部による稲作体験事業として市内13校と₁地区の学校田への
事業支援や東京都・神奈川県の小学校へ教材用水稲苗の発送と出前授業などに取り組みました。
田舎まるかじりツアーも参加者が昨年よりさらに増加し、令和元年度は東京都・神奈川県の₇つ
の小学校から児童35人、保護者17人の総勢52人の参加をいただき、大盛会に開催することができ
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3,464ha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消費税軽減税率制度にも対応し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、今年度初めて酒田農業技術普及課と共催で秋田県内の先進法人の視察研修
を実施し、課題解決手法や園芸による複合経営を取り入れた運営について学習しました。

管内₇つの営農課ごとにモデル法人を選定し、プール計算方式への移行に向けた検討を開始し
ました。

確定申告に向けて、青申会・農政対税対部会と連携して酒田税務署を交えた講習会を開き、区
分経理の重要性や消費税軽減税率制度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
農地バンク法の改正に伴い「人・農地プランの実質化」に向け、酒田市による人・農地プラン

のアンケート調査に協力し、プランの実践へ向けた取り組みを開始しました。
農地中間管理事業においては、各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活用し相談機能の充実に努
めました。

─ 3 ─



■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。しかしながら作柄は良好だったものの集荷数量は
出荷契約から約₁万₃千俵減少することとなり、今後の集荷体制に課題を残しました。

販売については、米の需要減少による先安感の中、既存の販売先を中心に契約はほぼ終了し、
販売単価も前年産を維持できる見込みとなっています。

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、

検査日程の見直しを図りました。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₈万₅千俵、倉庫集荷全体の25％まで拡大し、
生産者の労力軽減に努めました。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」は範囲を拡大して、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．令和元産米の集荷状況
一般うるち米集荷数量は、出荷契約数量の62万俵に対し、60万₇千俵で出荷契約比約₁万₃千

俵減の98％となっており、出荷契約数量には届かない状況となっています。不作であった30年産
米からは約₉万俵多い集荷数量ですが、良好であった作柄どおりの集荷とはいえない状況となっ
ています。

品種別出荷契約比は、「はえぬき」が約₈千俵減の98％、「ひとめぼれ」が約₃千₆百俵減の88
％と出荷契約を下回っていますが、「つや姫」は約₂千₃百俵増の103％、「雪若丸」が₁千₃百
俵増の108％で、特に収量が好調だった「つや姫」「雪若丸」は出荷契約以上の集荷数量となって
います。
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【令和元年産主食用うるち米の集荷数量】　　　　   　　　　　　　　　　　　　　単位：60㎏/俵

銘　　柄 元年産米 30年産米 元年産米 – 30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 381,702.5 97.6％　 325,935.0 99.1％　 55,767.5 117. 1％
ひ と め ぼ れ 28,003.0 78.6％　 27,590.5 98.5％　 412.5 101.5％　
つ や 姫 79,530.0 99.2％　 59,379.5 92.1％　 20,150.5 133.9％　
雪 若 丸 17,320.0 98.3％　 7,704.0 99.8％　 9,616.0 224.8％
開 発 米 89,273.5 　79.5％ 84,157.5 　98.8％ 5,116.0 106.1％　
つ く ば ＳＤ2 7,434.0 96.2％ 8,533.0 88.0％ △1,099.0 87.1％
そ の 他 4,093.5 60.0％　 3,532.0 88.7％　 561.5 115.9％　
う る ち 計 607,356.5 94.0％　 516,831.5 98.0％　 90,525.0 117.5％　
出 荷 予 約 620,824.0 626,279.5 △ 5,455.5
出 荷 予 約 比 97.8％ 82.5％ －
予 約 増 減 △13,467.5 △109,448.0 －

２．元年産米穀情勢
令和元年産は、国による生産数量目標の配分が廃止され、生産者や生産者団体による需要に応じ

た生産に移行し₂年目となりました。全国段階での主食用米の作付面積は30年産比で約7,000ha
減の微減となり生産調整は維持された状況となりました。作況指数は西日本を中心とした気象災
害などにより101から99（10月15日現在）に下方修正され令和元年産の主食用米の生産量は727万
トンと推測され、国が示す適正生産量718万～ 726万トンに近い水準になりました。このことによ
り当面の過剰感はなくなり、大幅な需給緩和は免れた格好となりました。しかしながら、少子高
齢化や食文化の変化など、需要の減少に歯止めがかからない環境の中、今後の需要動向によって
は、再び米価の下落も想定される環境となっています。

山形県産「はえぬき」の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。全国的に品質がおもわしくない中、当ＪＡ産は高い₁等米比率を維持しており、取引先か
らは毎年高いレベルでの安定した品質と評価をいただいており「はえぬき」の需要は今年も旺盛
な状況が続いています。「つや姫」についても全農相対基準価格で前年から300円値上げの17,500
円の高価格にもかかわらず、品質、食味の良さから量販店でもリピーターの多い銘柄として非常
に人気が高く順調なスタートとなっています。各産地から新品種が発売される中、デビュー₂年
目を迎えた「雪若丸」は、有名タレントを起用したＣＭなどの効果により知名度向上を図りなが
ら販売拡大に努めています。

３．元年産大豆の販売状況と集荷状況
元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、
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実需先の要望には応えられていない状況です。
元年産大豆の集荷数量は、出荷契約16,552.5俵/60㎏に対し19,998.5俵で契約比120%の実績でし

た。そのうち、「里のほほえみ」が9,446.5俵で契約比120%、「エンレイ」が8,170.0俵で契約比
119%、「リュウホウ」が1,901.0俵で契約比136％、「すずかおり」が479.5俵で契約比97%となって
います。

品種構成は、「里のほほえみ」が47％、「エンレイ」が41％「リュウホウ」が10％「すずかおり」
が₂％と、ほぼ30年産同様となっています。

全銘柄の平均単収は、昨年の102.2kg/10aに対し149.6kg/10aで47.4kg/10a（前年比146％）増加し、
作付面積は減少したものの、単収が良好だったことにより集荷数量は前年から5,834.0俵（前年比
141%）増加しています。

米穀事業全体の見通しは、当JA産米の契約はほぼ終了したものの全国段階で30年産米から元年
産への切り替えが遅れたことや、消費税増税などによる消費の減退から出荷が遅れていることか
ら、販売計画104億1,000万円に対し、91億2,000万円（計画比88%）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・ストック）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

ンジハウス支援事業」などにより面積拡大していま
す。元年度は異常気象による高温干ばつ、豪雨など
により、一部品種で裂皮や病害による収量品質低下
が発生しましたが、面積が拡大したことにより12月
現在で販売金額は、前年比111％の5,380万円の実績
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、裂皮障害回避などによる生産
量の確保と指導巡回を行いながら、出荷先とのこま
めな情報交換によりさらなる安定価格での販売に努
めます。

■アスパラガス
作付けしてから₂～₃年株となり、年々成熟株へとなっていることから品質、価格とも安定し

販売金額は前年比185％の3,470万円の実績となりました。
生育期間中の株の充実を図り、太物が多く取れるよう指導を行い、さらなる収量の確保に努め

ます。
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■パプリカ
夏の高温障害もありましたが肥培管理、選果選別の徹底などから高品質生産が行われ、出荷量

は前年比119％で、販売金額₁億1,000万円の実績となりました。
高温下での管理に課題を残したことから、今後はきめ細かい巡回を行い、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順調な栽培

管理となっています。果実が見られる圃場もあるこ
とから試験出荷を実施し、市場より高評価をいただ
きました。

さらに、房管理の徹底などを行い本格的な収穫に
向けて高品質生産に努めます。また、栽培先進地視
察や現地講習会などを行い安定収量確保に努めます。

■ストック
管内の生産量は91万本の生産、出荷となり、市場

からは重要な産地と位置付けされています。
品質についても、ストック専門部を中心とした格

付け検品体制が確立されていて、各市場より高評価
を得ています。今年度は全国的な気象災害と大生産
地での台風被害などにより価格が高騰したことから、
販売金額は前年比131％の9,700万円の実績となりま
した。

２．長ねぎ生産拡大推進事業について
「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₈％増となりました。
夏期の高温多湿での管理により軟腐病が発生し製品率が大きく減少した圃場もあり、品質低下

が発生したことから、収穫量は前年比90％、販売金額では前年比72％の₁億900万円の実績とな
りました。

次年度に向け軟腐病に強い品種の導入や高温時の土寄せ作業を控えるなど基本を徹底し品質向
上に努めます。

事業見通し
果樹：天候に恵まれたことにより肥大が順調だったことと、秋の台風の被害も少なく和梨、庄内　

柿の販売金額はいずれも前年比115％となりました。洋梨は台風の被害はあったものの高
単価に恵まれ、果樹全体では前年比117％の₂億1,100万円の販売金額を見込んでいます。

果実：メロン、スイカは天候にも恵まれ玉肥大もよく収量は増加しましたが高齢化による面積の
減少と、出荷前半での他産地との競合による価格の低迷もあり、出荷量では前年同様の中、
販売金額では前年比89％の₄億9,500万円の見込みとなっています。
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野菜：アスパラガス、ミニトマトなど園芸生産拡大品目の販売高は前年を上回りましたが、基幹
作物である長ネギは病害により大幅な減収となりました。野菜全体での販売金額は前年
比95％の₅億8,000万円の見込みとなっています。

菌茸：夏期の高温障害により大きく減収し、前年比56％の1,000万円の見込みとなっています。
花き：ストックは関東大産地の台風被害により全国的に相場が高騰し高単価での販売となりまし

た。しかし基幹品目であるユリは、近年の販売単価の低迷から他品目への品目転換によ
り面積が減少したことから、花き全体の販売金額は前年比95％の₄億6,000万円の見込み
となっています。

園芸全体の販売実績は計画21億5,000万円に対し、18億1,000万円の計画比84％の見込みとなっ
ています。

■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・管理指導（家畜共済損害防止事業等）経営指導（畜産コンサルタ

ント事業）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。
家畜防疫体制は関係機関とＪＡによる、家畜衛生資材の無料配布を実施。（内・外部寄生虫駆

除剤・消毒剤・消石灰）また、高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫、ＣＳＦ（豚熱）、ＡＳＦ（ア
フリカ豚熱）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、防疫体制を強化しています。

２．畜産農家の労働負担軽減支援
畜産ヘルパー事業は平成24年₆月設立から₇年経過しました。畜産農家の労働負担軽減の為に、

行政・ＪＡの支援を継続し対応しています。

３．畜産経営基盤の維持確保
酪農関係では、鳥海やわた観光が鳥海高原牧場の経営を令和元年8月末で撤退しました。その後、

（株）ノベルズ（北海道）が八幡同地域にて「鳥海高原デーリィファーム」で酪農事業を計画中（900
頭規模）本年5月着工予定。

肉用牛関係では、北日本くみあい飼料（株）の肉用牛飼育管理委託事業を空き牛舎などを利用
し令和₂年₃月から220頭規模で実施予定です。

４．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）一般農家と役職員を対象に生活特産

課と連携し取り組みました。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。
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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等により販売実績は販売計画13億

300万円に対し、14億2,700万円（計画比109％）を見込んでいます。

■総合対策室

重点実施事項の取組状況

１．園芸生産拡大支援事業の継続
平成29年度から令和₃年度までの₅ヵ年事業として実施しています「園芸生産拡大支援事業」

は、今年度₃年目を迎え、当事業における「園芸チャレンジハウス支援事業」（50％支援、300万
円上限）では、₃個人・₁法人より申請を受け、ハウス₉棟が新設されました。

内訳は、ミニトマト₅棟、アスパラガス₂棟、ストック₂棟となっています。いずれも県単事
業を活用し、事業費約3,100万円の事業に着手することができました。

２．農作業受託事業の実施
「長ねぎ生産拡大推進事業」にともなう農作業受託事業を実施し、受託面積の計画15haに対し、

約14haの実績となりました。今年度は、軟腐病の発生などにより収穫量が減少した圃場が散見さ
れたことから、病害発生リスクの回避と生産量の確保が課題となりました。掘り取り作業は、収
穫期後半に降雪がほとんどなかったこともあり、昨年度より早い終了となりました。

３．「農作業労働力状況調査」の実施
農繁期における労働力確保に向けた仕組みづくり（事業）に取り組むため、水稲と園芸生産農

家を対象に、「農作業労働力状況調査」を実施し、1,515件の回答をいただきました。ご協力あり
がとうございました。調査結果は、当座談会資料の「テーマ₃各部からのお知らせ」で報告しま
すのでご覧ください。

営農販売部門取扱高実績（見込み） 単位：百万円
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9,000

8,000

4,000
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2,000

1,000

0

年間計画額
実績見込額

園　芸
2,150
1,810

米　穀
 10,410
 9,120

畜　産
 1,303 
1,427
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経済部�

■営農資材課
重点実施事項の取組状況

１．トータル生産コストの削減に向けた取り組みの強化
水稲用集約銘柄肥料の取り扱いに加え、今年度より水

稲用基肥一発肥料の集約銘柄に取り組み、低コスト化と
省力資材の普及拡大に努めました。

２．予約購買の向上にむけた情報の提供
展示会や広報紙を利用し新商品の紹介や情報発信を行

いました。今後も予約購買の向上にむけ、各課と連携し
た情報の提供に努めます。

事業見通し
水稲用集約銘柄肥料と基肥一発肥料の取り扱いの増加に加え、パイプハウスの新規建て込みと

ハウス修繕に係る部材の取り扱いが多かったことから、取扱計画29億円に対し29億1,700万円（計
画比100.5％）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。
新型トラクターと田植機、コンバインの圃場実演を戸別に出向いて行いました。

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、省力化につながる密苗研修会を開き

ました。大型機械は、安全・安心、長く使用できるように予約整備点検を推奨し実施しています。

３．整備技術向上と農作事故防止の活動
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、

ポスターや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と体調
不良による農業機械事故が発生しています。今後も事故防止に向け活動に努めます。

事業見通し
補助事業への取り組みと、増税前の駆け込み需要や各地域での防除ヘリの更新も重なり大きく

供給が進みました。
春と夏のＪＡ展示会は、計画以上のご来場と契約をいただくことができました。農業機械全体

の見通しは、取扱計画8億1,000万円に対し11億1,000万円（計画比137％）を見込でいます。
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■生活特産課

重点実施事項の取組状況

１．地域の食と農を、健康を支える生活活動の展開
女性部では組織再編を行い、今年度より₇支部体制で活動を展開しました。本部で新事業に取

り組んだり、小学生を対象とした親子料理教室では、参加いただいた41名の親子から好評を得る
ことができ、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。利用
者を対象にした利用者感謝祭では、添加物が少ない商品を取り扱いしているＰＲや減塩について
メーカーから講演していただき好評でした。

２．精米加工事業と精米販売の拡大
精米のふるさと納税への提案は、昨年₄月から「返礼率₃割以下」がスタートし、前半は価格

競争が激化したことから苦戦しました。しかし行政とのタイアップにより、産地精米の強みを生
かした精米販売・差別化商品「₁kg真空米」などを提案し、年明けからは好評を得て推移してい
ます。

地元飲食店を含めた業務用米と個人消費については、安全安心を重視し、順調に販売すること
ができました。

事業見通し
生活資材は、耐久消費財の供給に苦戦したことから₇億950万円の取扱計画に対し、₆億7,878

万円（計画比97％）の見込みです。
特産物は、ふるさと納税が前半苦戦したことから、₇億8,000万円の取扱計画に対し、₆億

9,390万円（計画比88％）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

1,000

500

0

年間計画額
実績見込額

特産物
  780
  693

営農資材
2,900
2,917

生活資材
709
678

農業機械
  810
1,110
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信用部�

重点実施事項の取組状況

１．組合員・利用者から喜ばれ選ばれる事業の展開と生涯取引の強化
夏・冬の貯金キャンペーンに合わせて店舗美粧化コンクールを実施し、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、年金受給日に来店感謝デーを実施し、地元農産物の消費
拡大を意識した特産品などを提供し、来店客数アップに努めました。

年金相談会を年₃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
たお客様から好評をいただきました。

２．利用者ニーズに対応した金融サービス・専門的相談機能の充実
農林中金の研修制度を活用した農業融資専任渉外の育成、渉外担当者による実践研修、窓口テ

ラーコンクールなどを実施し、顧客のニーズに迅速かつ適切に応えられるよう努めました。
不祥事未然防止特別対策の一環として、内部統制機能の強化を図るため、臨店指導や各種研修

会を実施することで事務堅確性確保に努めました。

３．組合員・利用者接点の再構築
新規口座開設者やローン利用者および若年層を中心に、インターネットバンキングなどの利用

拡大を行いました。

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�

重点実施事項の取組状況

１．ひと・いえ・くるまの総合保障の提供
₃Ｑ訪問活動を通じて組合員や利用者との接点強化に努め「あんしんチェック」と「仕組改定

のご案内」「請求忘れの確認」などを実施し、利用者ニーズに即した保障提案活動を行い「安心」
と「満足」の提供に取り組みました。

２．共済事業を通しての地域活性化・農業経営に貢献する取り組みの強化
幼児や園児を対象に庄内地区ＪＡ合同による「アンパンマン交通安全キャラバン」の開催、伝

統行事の継承として生活特産課との共催により「一升もちだよ～すくすく赤ちゃん大集合」を開
いて、次世代若年層へのつながりを図り、ＪＡ共済の普及活動に取り組みました。

農業リスク診断活動を通じて、農業リスクの保障提案や担い手経営体のニーズに応じた提案活
動を実施しました。

地域活性化に向けて取り組んだ事業や組織に対して「ＪＡ共済　くらし・営農活動にかかる助
成」より費用の一部助成を行いました。

３．契約者・利用者満足度向上に向けたサービスの提供
契約者や利用者の利便性向上のため、ラブレッツ端末機を活用してペーパーレス・キャッシュ

レス契約の取り組みを行い、事務手続きの簡素化を図りました。
事故処理や支払請求は、ＪＡ一体となった事故処理、支払対応によりＣＳ（顧客満足度）向上

に努めました。

事業見通し

長期共済新契約高

60,000

50,000

40,000

30,000
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10,000

0

単位：百万円

40,000 41,00041,000

年間計画額　実績見込額

支払共済金（令和2年1月末）

【主な内容】

☆長期共済満期　　2,905件  32億9,309万円

☆長期共済事故　　2,734件  11億5,389万円

☆年金共済     　3,101件  12億0,032万円

☆自動車共済      1,171件   2億4,794万円

☆自賠責共済       30件      1,245万円

☆傷害・火災共済他 　204件      1,976万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

計 10,145件　59億2,745万円
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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
地区役員および地域と一体となって各地域でＪＡまつりを開きました。開催時期、食品衛生や

天候に苦慮した場面も見受けられますが、おおむね好評で終了しました。

２．組織基盤の再構築と協同活動の活性化への取り組み
今年度の役員改選で女性理事₂人が就任され、今後女性総代の数値目標を定め、女性の経営参

画を進めるとともに各種協同組合組織との連携、各種支援を実施しながら内部留保に努めました。

３．組合員に信頼される人材確保・育成と職場の活性化
就職サイトやハローワーク、各高校の就職セミナーに参加しＪＡを幅広く周知し、募集回数を

増やすことで、一定数の人材を確保することができました。また、職員面談や相談ヘルプライン
を通して職員の抱える不安や悩みの解消に取り組みました。

４．信頼確保に向けた法令順守対応
コンプライアンス・プログラムを策定し、実効ある推進に努めるとともに、内部統制の整備や

進捗管理を行いました。

事業見通し
マイナス金利の長期化や消費税増税による影響などで厳しい経営環境ではありますが、JA全体

では事業総利益は確保できる見通しです。

■福祉課

重点実施事項の取組状況

１．介護保険事業所の機能強化とサービスの質の向上
利用者一人ひとりのサービス目標達成のため事業を実践し、その取り組みが県内ＪＡ介護保険

事業ケース発表会で評価され、県代表として東北地区にて発表しました。その取り組みを事業所
間で共有し、各サービスの特色に活かし質の向上に努めています。また、外部講師の受入れや研
修に参加する機会を設け、人材育成を行っています。

事業総利益は₁億6,100万円の計画に対し、₁億4,800万円（計画比92％）の見込みです。

２．健康と生きがいづくりへの支援
「ＪＡ健康寿命100歳プロジェクト」の活動にて「ウオーキング倶楽部」を₄月～ 11月まで計₇

回実施。各地の史跡などを歩き、歴史文化を再確認しながら健康づくりの意識を高めました。（延
289人参加）　また、「すけっとみどり」が活動主体となり、グループホーム交流スペースでの健
康づくり教室（₂回/月）や男の料理教室、ミニデイなどの活動にて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による財務基盤の強化
農家経済対策小委員会の対処方針に基づいた債権流動化に取り組み、関係部署や各支店と情報

を共有しながら不良債権化の未然防止に努めました。

２．適正な資産査定の実施
「全国標準資産査定システム」に移行したことから、適正な資産査定が実施できるように、関

係部署や資産査定担当者と連携して資産査定作業をしました。

監査室�

重点実施事項の取組状況

１．法令順守に基づく内部体制の検証と指導の強化
内部監査計画に基づく内部監査の実施により、法令順守と内部管理態勢の適切性と有効性の検

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．監査技術の向上と関係機関との連携
監査に関係する外部研修会などへの参加により監査人の資質向上を図るとともに、監査法人や

監事監査の指摘に対し、内部監査で改善状況の確認と指導を行いました。

（株）みどりサービス�

重点実施事項の取組状況

■自動車
１．お客様に寄り添ったサービスの提供と推進活動

ＪＡ経済事業との合同展示会、各種イベントには前年を上回る来場数で大変盛況でした。また、
「愛車メンテナンスパック」は内容を充実させ大変喜ばれています。　

供給高は計画₅億7,000万円に対し、₆億円（計画比105％）の見込みです。
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■燃�料�
１．燃料配送顧客システムを活用した配送業務の効率化

世界経済情勢を背景に昨年₇月、原油価格は乱高下しましたが、小売マーケットは比較的穏や
かに推移しました。

₆月に本楯給油所を閉所し、₃セルフ・₁フルＳＳ体制で、スタンプラリー、農作業応援キャ
ンペーンなどを実施しました。配送では新規灯油定期宅配キャンペーンを実施し、新規顧客の獲
得に力を入れています。

供給高は計画16億9,000万円に対し、16億6,000万円（計画比98％）の見込みです。

■ガ�ス�
１．安全・安心で快適な生活の提案

展示会や季節にあったチラシを配布し、お客様が満足していただける価値の高い商品ＰＲと拡
販に取り組みました。

また、「快適・エコ」に優れたガス機器、石油ボイラー、キッチン、バストイレも販売を行っ
ていますのでご相談ください。

供給高は計画₆億2,500万円に対し、₅億8,500万円（計画比94％）の見込みです。

■葬　祭
１．安心とやすらぎを提供する葬祭事業の充実

やすらぎホールさかた第三ホールのリニューアルと、やすらぎホールみどり多目的トイレを改
修してサービスの向上に努めました。また、感謝祭などで会館葬のＰＲやセレモニー互助会の会
員拡大に努め、仏壇や墓石の販売にも繋がりました。

供給高は計画₅億1,500万円に対し、₅億800万円（計画比99％）の見込みです。

■マルノー山形�（食品）
１．食の安全・安心・信頼が得られる事業展開

ＨＡＣＣＰの食品衛生管理基準を順守し、より安全、安心な製品づくりに努めました。県内外
の各種イベントや商談会に参加し、販路拡大と商品のＰＲに取り組みました。

供給高は計画₆億2,800万円に対し、₅億9,400万円（計画比95％）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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実績見込額

自動車
570
600

燃　料
1,690
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ガ　ス
625
585

葬　祭
515
580

マルノー山形
628
594
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