
ＪＡ情報メールへの登録方法

経営基本方針�

１．激しい気象変動を想定した技術指導の強化
２．実需と連携した生産指導と集荷体制強化による安定・有利販売
３．園芸生産拡大事業の継続と土地利用型作物の栽培推進
４．予約購買の充実による生産コストの削減
５．地域の食と農、健康を支える生活事業の展開
６．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
７．組合員・利用者が「安心」と「満足」の得られる保障の提供
８．持続可能な経営基盤の確立・強化

指導事業�

■営農企画課

重点実施事項

１．激しい気象変動を想定した技術指導の実践
降雪量が極端に少ない今冬の気象状況となったことで、生育期間の急激な気象変動や水不足な

どが懸念され、それらを想定した技術対策に努め、高品位・安定生産に向けた営農指導を行います。
（１）暖冬の気象経過を踏まえ、関係機関と連携のもとに技術対策を講じます。
（２）営農指導員の現場指導実践研修を踏まえ、指導力の向上を図ります。
（３）移植、直播栽培における初期の生育量確保を重視した指導に努めます。
（４）充実した現地巡回指導を展開しつつ、個別相談にも積極的に対応します。
（５）土壌分析、土壌診断を活用し、土づくりや施肥設計を提案します。
（６）リモートセンシングによる水稲生育量の把握や葉色仕分けなどのスマート農業関連の試験実

証を継続します。
（７）営農資材課・農業機械課と情報を共有し、新資材・新技術の実証試験や実演会などを開き、

相互連携を図りながら情報の提供と指導にあたります。
（８）ＪＡ情報メールを活用した気象・病害虫・技術情報の迅速な発信に努めます。

テーマ2 令和2年度事業方針（案）ならびに重点実施事項（案）

j amido r i@s ta r7 . jp に空メールを送り、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し完了です。

右のQRコードから簡単に空メールを送れます。
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２．新たな土づくり支援対策
令和₂年秋からの土づくり対策として、J A 独自支援を実施します。
具体的な支援内容については、現在検討中です。詳細が決まりましたら、各営業課を通じてお

知らせします。

３．マーケットインを基本とした需要に応じた米生産の推進
需要に応じた米生産を基本とした品種構成を提案します。

（１）販売需要や気象災害リスクを考慮した品種構成
を策定します。

（２）偏重した品種構成にならないよう生産者ごとに
作付計画を提案します。

４．園芸品目を含めた水田フル活用の推進
農業者の所得増大に向けて、米穀生産と園芸作物

の複合経営を推進します。
（１）加工用米や新規需要米、大豆などを基幹作物として水田フル活用を推進します。
（２）水田畑地化事業の順次完了にともない、米穀と園芸指導員の推進体制を構築し、土地利用型

園芸作物の生産振興にあたります。

５．生産組織と一体となった生産活動による生産力の向上
生産組織とＪＡが一体となった生産活動を推進し、生産力の維持・向上に努めます。

（１） 生産組合や農業法人、大規模個人経営、作目部会、CE利用組合などへの連携・支援を強化し、
各種新たな提案を行います。

（２） 農業法人や大規模経営に向けたスマート農業の取り組みを模索します。
（３）青年部・女性部を中心とした食農教育活動や米消費拡大関連に積極的に事業を推進します。

■担い手支援課

重点実施事項

１. 担い手の経営発展支援
（１）農地所有適格法人や認定農業者などに対して、経営所得安定対策加入の推進や、収入保険制

度などの相談支援を図ります。
（２）集落営農組織を母体とした法人に経理支援を実施します。
（３）営農課ごとに選定したモデル法人に対して、プール計算方式への移行を支援します。
（４）農業生産組織連絡会議と連携し、研修会などを開き、組織間の情報共有を図ります。

２. 新たな制度に対応した担い手の育成
（１）適格請求書等保存方式

※

（インボイス制度）について、関係機関と連携し研修会などを開き、
周知を図ります。
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（２）市町村・農業委員会と協力し、「人・農地プラン」の実質化の推進に努めます。
（３）農地集積センターと連携し、農地利用集積円滑化事業と統合一体化された「農地中間管理事業」を

活用し効率的な農地の集積・集約化を支援します。

※適格請求書等保存方式（インボイス制度）とは、令和₅年１０月より導入される消費税の仕
入れ税額控除の際に必要となる『一定の記載要件を満たす請求書等（請求書、領収書、レシ
ート、納品書等）＝適格請求書（インボイス）』のことをいい、インボイスを発行するために
は①消費税の課税事業者であること②所轄の税務署において登録番号の交付を受けることが
要件となり、登録を受けた課税事業者が発行するインボイスに記載された消費税額のみを仕
入税額控除の対象とすることができる制度です。

３. 次代の担い手への就農・定着支援
（１）新規就農者に対して、農業経営の早期確立を図ることを目的としてＪＡ独自の支援を令和₃

年度実施に向けて具体化します。
（２）新規就農者を受入し、指導する農業者・農地所有適格法人への支援を令和₃年度実施に向け

て具体化します。

販売事業�

■米穀課

重点実施事項

１．米穀集荷体制の強化
（１）「生産調整方針」に則した出荷契約（予約）の積上げを行い、予約対比１００％以上を目標とし

た集荷・推進を行います。

２．検査・保管・集荷体制の見直し
（１）検査員と倉庫作業員の慢性的な不足に対応し、計画的な検査員育成と検査日程の見直しを図

ります。
（２）委託搬入業者の作業員不足に対応し、農家庭先での「パレット集荷」の範囲拡大により、積

込み作業の時間短縮と作業員の労務軽減を図ります。

３．マーケットインに基づく安定・有利販売
（１）長期的な安定販売を目指した、実需先との複数年契約を実施します。
（２）新品種「雪若丸」の生産増加に伴う、実需先への提案を実施します。

４．品目別の取組計画
【主食用米】令和₂年産は国による生産数量目標の配分が廃止され₃年目となります。山形県産
米は「生産の目安」が守られる中、品種構成についても家庭用として「つや姫」、業務用として「は
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えぬき」と、需要に沿った生産がおこなわれており、販売も順調に推移しています。しかし、需
要の減少に歯止がかからない中、米の生産量が増加すれば再び米価の下落につながりかねない状
況にかわりはありません。令和₂年産についてもオール山形で「生産の目安」を目標数量とし、
達成に向けた取り組みを行います。

【加工用米・備蓄米】以前より日本酒などの原料として安定した需要の中、冷凍食品の販売も順
調なことから、大手冷凍食品メーカーでの需要量も安定しています。既存、新規を問わず販売先
から継続的な安定供給を要望されており、価格も昨年と同値で推移しています。今後も安定的な
需要と収入が見込まれますので、生産調整の増加分は加工用米で計画します。

【飼料用米】例年、全体で１,２００haを上限とし計画していましたが、「生産の目安」が微減となる
ことから、前年同面積を維持する計画としています。販売先は株式会社平田牧場で、販売価格に
ついても前年同額を予定しています。

【米粉用米】販売先はこれまで同様、栃木県の製粉会社と県内の製粉会社を予定しています。米
粉用米の需要は増加しており、販売先からは増産を要望されていますが、販売価格が低いことが
課題となっており面積の拡大は難しい状況です。前年同様の面積を計画します。

【輸出用米】東南アジアを中心に需要は高まっておりますが、外国産米との価格差が大きく、販
売数量は伸び悩んでいます。輸出米拡大戦略として加工用米並みの交付金が設定され生産者手取
りの面からも取り組みやすくなっております。昨年同面積を計画します。

【大豆】国産大豆の需要は高く、価格も高値傾向にあります。全国的に大粒品種の生産が増加し
ている中、納豆需要をはじめとして中粒品種の需要が高まっています。各種交付金を活用しなが
ら面積維持と増収を目指します。

【ソバ】国産ソバの需要は引き続き高く、販売先からは増産を求められています。しかしながら
元年産が全国的に豊作だったため、販売価格は大暴落しました。天候に左右されやすく安定した
収量と販売価格が課題となっています。昨年同面積を計画します。

₂年産米の取組計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：60㎏/俵、ha

品目
２年産計画 元年産実績 前年増減

数量 面積 数量 面積 数量 面積

主食用米 ６２５,０００.０ ７,２４５.１ ６１１,１４５.０ ７,２9３.１ １３,８５５.０ △４８.０

飼料用米 １２６,５４６.０ １,０99.８ １２６,５４６.０ １,０99.８ ０.０ ０.０

加工用米
(備蓄米)

１２５,０００.０ １,２２２.４ １１9,５６１.５ １,１７４.４ ５,４３８.５ ４８.０

米粉用米 １０,１６８.５ 99.５ １０,１６８.５ 99.５ ０.０ ０.０

輸　出　米 １,３４０.５ １３.１ １,３４０.５ １３.１ ０.０ ０.０

大　　豆 １８,６１７.５ ８０１.８ １８,６１７.５ ８０１.８ ０.０ ０.０

ソバ(４５kg/俵) ２,０７５.５ ２３７.４ ２,０７５.５ ２３７.４ ０.０ ０.０

合　　計 9０８,７４８.０ １０,７１9.１ ８８9,４５４.５ １０,７１9.１ １9,２9３.５ ０.０
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■園芸課
重点実施事項

１． 土地利用型作物の栽培推進
（１）長ネギ生産拡大推進事業にともない、水田畑地化事業などへの推進を行います。
（２）秋冬ネギ栽培を主力とした栽培体系から軟白ネギ、春ネギ、夏ネギへの栽培推進により周年

栽培を行います。
（３）出荷資材コストが増加する中レンタルコンテナなどの出荷形態の導入による、出荷資材コス

トの削減を行います。

２． 新規施設栽培の生産振興
（１）施設アスパラガス栽培と露地アスパラガス栽培の推進を

行い、面積拡大を促進します。また、先進地視察により
栽培技術向上を目指します。

（２）ミニトマト、パプリカ、ストックを水稲育苗ハウス後作
への作付推進を行います。

（３）生産量の確保による値決め販売を行います。

３． シャインマスカットの生産振興
（１）先進地視察による技術研修と現地講習会を開催します。
（２）目ぞろい会などにより高品質安定生産からの販売確立を行います。
（３）長期保存技術での出荷量の調整による有利販売確立を行います。

■畜産課
重点実施事項

１．畜産技術・防疫体制・経営の強化
（１）関係機関と連携し生産技術・管理指導・防疫体制などを強化し生産性向上を図ります。
（２）財務状況の確認と経営指導の徹底を図ります。
（３）国・県などの補助事業を活用するために既存農家や後継者の相談支援を図ります。

２．畜産農家の労働負担軽減支援
（１） 畜産農家の労働負担軽減のために畜産ヘルパー事業の支援強化を図ります。

３．畜産経営基盤の維持確保
（１）空き畜舎などの有効利用は、関係機関と広域的な対応も含め施設整備に向けて検討します。
（２）  畜産農家の堆肥については、土づくりの観点から耕種・園芸農家との連携を図ります。
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４．地産地消による消費拡大の展開
（１）各課との連携による消費拡大の展開を図ります。
（２）消費者を対象とした地場産畜産物の普及活動の推進に努めます。

■総合対策室
重点実施事項

１．農業者の所得増大
（１）₄年目となる「園芸生産拡大支援事業」の継続と、新たな事業実施者の掘り起しを行います。

２．農業生産の拡大
（１）「長ねぎ生産拡大推進事業」にともなう、「農作業受託事業」の継続を図ります。
（２） シャインマスカット栽培実証圃を拠点とした、指導・普及体制の構築を図ります。

３．地域の活性化
（１）労働力確保対策として「ＪＡ無料職業紹介事業※」の立ち上げに取り組み、令和₃年度の運

用に向けた準備を行います。

※ＪＡ無料職業紹介事業とは、求人者（働き手が欲しい人）と求職者（働きたい人）との間
における雇用関係の成立を、ＪＡが無料で紹介・あっせんする事業です。

求職申込 求人申込紹介・あっせん

求職者 求人者

JA無料職業紹介事業

雇用関係の成立（労働契約）
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購買事業�

■営農資材課
重点実施事項

１．予約購買の充実による生産コスト削減
（１）予約購買率の向上を図り、スケ－ルメリット、早期引取りメリットを生かした価格での提供

と資材の安定供給に取り組みます。
（２）共同購入による効果を発揮し、さらなる集約銘柄肥料の普及拡大に努め、一層のコスト削減

を目指します。

２．店舗体制の整備
（１）店舗職員のスキルアップ向上にむけ各種研修会へ積極的に参加し、知識向上と接客サ－ビス

に努めます。
（２）各課と連携した情報発信に努めながら、選びやすい商品展示の店舗作りを目指します。

■農業機械課
重点実施事項

１．訪問活動とイベントよる農機情報の提供
（１）訪問推進と広報誌を活用し最新の農機情報を提供

します。
（２）展示会への集客により幅広く商品を紹介します。

２．人材育成と施設整備
（１）整備研修などによる技術と資格取得による整備資

質の向上を図ります。
（２）みどり農機センターの施設移転計画をもとに、施

設の再編と整備、推進体制について検討を進めま
す。

３．農作業事故・機械故障防止に対する啓発活動
（１）ポスター掲示・声掛けによる農作業事故防止の啓発活動を行います。
（２）繁忙期の機械トラブル防止のため、日常点検の強化と早めの修理依頼を呼びかけます。
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■生活特産課
重点実施事項

１．地域の食と農、健康を支える生活事業の展開
（１）自主・自立的運営による女性部組織の活性化を図ります。
（２）「食と農、環境保全」の学習と消費者へのＰＲ活動を展開します。
（３）共同購入事業の再構築を図ります。
（４）もち加工施設などの再編成について検討を進めます。

２．顧客満足度を高めながら、産地精米のメリットを生かした精米販売と管内
農畜産物の消費拡大

（１）生産管理を徹底し、安全安心な精米販売を行います。
（２）顧客満足度を高める精米取引の提案を行います。
（３）直売（インショップ・山居館）の生産者の新規加入を勧め、取り扱い拡大を図ります。
（４）関係機関との連携を密にし、管内農畜産物の消費拡大を目指すとともに、新商品開発に取り

組みます。
（５）庄内みどりファン倶楽部の拡大と、顧客満足度を高めた活動の展開を図ります。

信用事業�

重点実施事項

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
（１）キャンペーンに依存しない個人貯金の残高確保に向けた恒常推進の徹底を図ります。
（２）子育て支援のためのローンと貯金商品を拡充します。
（３）次世代層の貯金口座メイン化推進による生涯取引顧客の拡大を進めます。

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
（１）職務別コースに沿った研修会参加と資格取得による専門的人材を育成します。
（２）ライフイベントを踏まえたセット推進(決済・共済・ローンなど)を行います。
（３）事務管理態勢の充実強化に向けた指導と改善対策の常態化を図ります。

３. 組合員・利用者接点の再構築
（１）営業店事務改革

※

を見据えた機能別店舗とＡＴＭの再編にかかる取組計画を決定します。
　　※営業店事務改革とは、利用者ニーズに対応（待ち時間・事務負荷減、相談対応強化）するこ

とを目的とした金融店舗窓口の効率化改革。
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共済事業�

重点実施事項

１．ひと・いえ・くるまの総合保障の提供
（１）組合員・利用者ニーズに応じた漏れのない保障提供に努めます。
（２）「３Ｑ訪問活動」と「はじまる活動」を通じて仕組改定のご案内、請求忘れの確認を実施しニ

ーズに即した提案、未請求解消に向けて取り組みます。
（３）契約者フォロー活動により信頼向上に努めていきます。
（４）組合員・利用者から信頼されるＬＡ・スマイルサポーター（窓口担当者）の育成。

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強化
（１）「農業リスク診断」を通じて農業リスクの保障提供を行っていきます。
（２）「地域活性化」に向けて地域・農業活性化積立金を活用した取り組みを行います。
（３）組合員・地域住民への理解促進に向けた地域貢献活動に取り組みます。
（４）担い手経営体のニーズに応じた賠償責任共済と従業員保障を提案します。

３．契約者・利用者満足度向上に向けたサービスの提供
（１）事務手続きの簡素化に取り組みます。
（２）携帯共済端末「Ｌａｂｌｅｔ ‘ｓ（ラブレッツ）」などを活用し契約者や利用者の利便性向上

に取り組みます。
（３）コンプライアンス態勢の強化に努めます。
（４）ＪＡ一体となった事故処理対応によるＣＳ（顧客満足度）向上を図ります。
（５）令和₃年度始の契約者用Ｗｅｂマイページ構築を進めます。

経営管理�

■総合企画部
重点実施事項

１．支店を中心とした地域活性化への取組みと持続可能な経営基盤の確立・強化
（１）支店ごとに特色ある活動計画を作成し、地域の活性

化を図ります。
（２）支店を中心に地域で楽しめるＪＡまつりを開催し、

地域住民との交流を実施します。
（３）将来の経営環境を踏まえた持続可能なＪＡ経営基盤

の確立・強化を図ります。
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２．令和３年次期総代選挙への女性登用の推進
　（１）女性総代の数値目標10％以上を目指します。
　（２）各地区の支店協議会を開催し、女性登用に向けて進めます。
　（３）女性組織の本部役員・支部長と協議して気運を醸成します。

３．地域に根差し組合員の負託に応える人材育成
（１）専門的知識や資格取得に積極的に取り組み、組合員に頼られる職員と次世代を担う職員を育

成します。
（２）農業研修・地域奉仕活動を通し、地域に貢献する職員を育成します。
（３）働き方改革を踏まえ、風通しの良い職場と改善意識を醸成する環境を整備します。

４．組合員からの信頼確保と期待に応える法令順守態勢
（１）職員自らのコンプライアンス意識の醸成を図ります。
（２）未然防止のための内部統制の仕組みの構築と浸透に取り組みます。

■福祉課
重点実施事項

１. 介護保険事業所の機能強化とサービスの質の向上
（１）各介護保険事業所の連携により、利用者に合わせたサービス提供にて満足度を高めます。
（２）各事業の特色を発信するとともに、ブランド力の向上を進めます。
（３）専門性を活かす人材育成を進め、人材の確保と定着に努めます。
（４）事業拡大として、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の令和₃年度開設に向け、

準備を進めます。

２. 健康と生きがいづくりへの支援
（１）「ＪＡ健康寿命100歳プロジェクト」活動の実践

の場を拡大します。
（２）地域と連携し「多機能ハウス 結い」と「グルー

プホーム 結い」を活用した居場所づくりを行い
ます。
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■審査室
重点実施事項

１．財務健全化に向けた不良債権化の未然防止
（１）不良債権の未然防止として関係部署との連携を強化し、債務者との早期面談を実施します。
（２）農家経済対策小委員会などの対処方針を踏まえた債権管理を徹底します。
（３）不健全債権の圧縮と回収に努め、不良債権比率の改善を図ります。

２．資産査定の正確性の確保
（１）「全国標準資産査定システム」の操作技術をさらに向上させ、実効性のある資産査定を実施し

ます。
（２）債務者概況表は債務者の実態を記載し、その情報をもとに適切な債務者区分を行う書類であ

ることから、債務者区分に必要な情報を的確に記載して判定を行います。

３．貸出金二次審査体制の構築
（１）貸出の一次審査の適正化を図るため、二次審査と事後審査を徹底し、一次審査の妥当性、整

合性を審査します。

■監査室
重点実施事項

１．法令順守に基づく内部体制の検証と指導の強化
内部けん制機能の有効性を確保するための体制状況について、自主検査項目とリスクの高い業

務を把握し、監査により検証と確認体制の強化を図ります。

２．監査技術の向上と関係機関との連携
研修会の実施と参加により監査人の資質と監査技術の向上に努めるとともに、関係機関と情報

を共有し効果的、効率的な監査を図ります。
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■各支店の重点取組

　酒田中央支店
・お客様から信頼と満足の得られる店舗づくりに努めます。
・お客様とのコミュニケーションを大切にしニ－ズにあった商品の提案を行います。

　
　酒田きた支店

・組合員の皆さんが気軽に集えるような支店の雰囲気づくりに努めます。
・親しまれ選ばれる金融店舗を目指します。
・ＬＡ・共済窓口のスムーズで的確なお客様対応に努めます。
・水稲や大豆の安定多収穫に向けた技術指導の実践と集荷率の向上に努めます。

　酒田ひがし支店
・明るく親しみやすい活気ある支店を目指します。
・組合員への迅速な情報提供と支援を行います。
・米の収量・品質アップに努めます。

　酒田みなみ支店
・職員間の情報共有化を図り、信頼を得られる支店づくりに努めます。
・相談しやすい金融窓口対応に努めます。
・お客様に迷惑をかけないスムーズなＬＡ・共済窓口対応に努めます。
・米の品質・収量・集荷率アップに向けた取り組みを実施します。

　遊佐支店
・ 組合員・利用者の満足度と信頼性の向上に取り組みます。
・ 持続可能な農業の展開を図ります。
・ 職員の連携による地域活性化に取り組みます。
・ 風通しの良い職場環境づくりに努めます。

　吹浦支店
・お客様から信頼され来店しやすい店舗を目指します。
・地域に根差し、お客様から親しまれる店舗を目指します。

　八幡支店
・三課連携による支店機能強化と地域貢献に取り組みます。
・ＪＡ事業運営への女性参画に向けた気運の醸成を図ります。
・ご利用者から選ばれ、信頼される金融店舗づくりを進めます。
・お客様からスムーズで分かりやすい・ＬＡ・窓口対応に努めます。
・安定生産技術と米検査体制の強化による集荷率の向上を図ります。
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　平田中央支店
・カントリーエレベーターの円滑な稼働と運営を目指します。
・地域住民に頼りにされる支店運営に努めます。

　松山支店
・来店・相談しやすい店舗づくりに努めます。
・地域から信頼・頼りにされる店舗づくりに努めます。
・活力ある店舗と職場づくりを図ります。

（株）みどりサービス�

�重点実施事項

■自動車

次世代車に対応できる体制の構築
自動運転や運転支援システムの義務化など「自動車業界１００年に一度の変革期」に対応できる

体制の構築を図るとともに、人材育成に努め、お客様に質の良いサービスを提供します。

■燃　料�

お客様目線のサービスの提供
燃料をとりまく事業環境の厳しい中、消費者に選ばれるＪＡ-ＳＳになるために、店頭と配送業

務の顧客満足度をより充実させます。

■ガ　ス�

地域密着型の事業活動
お客様とのつながりを大切に、顧客ニーズに応じたきめ細やかな快適と安心のサービスに努め、

信頼のブランドを目指します。
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■葬　祭

安心とやすらぎを提供する葬祭事業の充実
葬儀内容のスキルアップを図り、ご葬家に寄り添い喜んでいただけるサービスを行い、お別れ

のお手伝いをさせていただきます。

■マルノー山形�(食品)

高品質な商品開発と地域社会から信頼される事業展開
₆次産業化への実践に向けた地産地消商品の開発と、関東圏を中心とした県外への積極的な営

業推進に取り組みます。
高品質の商品を効率的に、かつ安全で衛生的に生産することにより、地域社会から信頼される

事業展開を進めます。

■管�理�

働き方改革に伴う事業体制の整備
時代環境の変化、社会情勢に対応した人材育成のため、コンプライアンス意識の醸成を図り、

経営基盤の強化と顧客サービスの充実に取り組みます。
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