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■営農企画課

重点実施事項の取組状況

１．激しい気象変動を想定した技術指導の実践
品質・収量・食味のすべて揃った米の生産を目標に、

また、冬期間の降雪量が極端に少なく生育期間の急激な
気象変動や水不足などが懸念されたことから、重点指導
事項の共有や気象経過を踏まえた技術対応の平準化を図
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月に開催しました。

懸念された水不足については、春作業をはじめ生育期間においても、ほとんど影響は見られず、
むしろ生育期間の₆月下旬から₈月上旬までの長雨により中干しが不完全となったことから、登
熟に繋がる重要素根の根張り不良や倒伏による品質・収量の低下、さらには葉色が濃くなったこ
とで、食味の低下も懸念されました。

出穂期以降は一転好天に恵まれ、しかも高温で経過したことから、圃場の乾きが不完全の状態
にありましたが、暑さによる品質低下を防ぐため間断潅水の励行を指導しました。

１２月に公表された庄内地域の作況指数は１05と、令和元年の１06に次ぐ高い数値で確定し、当Ｊ
Ａ管内の₁等米比率は98%超と近年では極めて高く、全国的にも山形県が初めて１位に輝きまし
た。懸念された食味値（タンパク値）は平年並み～やや高めではありましたが、全般的に収量・
品質・食味とも、すべて良好な結果となりました。

春作業における水不足、中干し不完全による重要素根の根張り不良、登熟期の高温遭遇による
収量・品質・食味の低下、さらには飼料用米の発芽不良にともなう減収など、諸々懸念された年
でありましたが、すべて杞憂に終わりました。

大豆は、平年並みに播種され、その後適度な降雨により全般的に出芽は良好となりましたが、
₆月末からの長雨により生育の停滞や葉の黄化が見られました。中耕培土は雨の合間に行われま
したが、₇月にまた連続した降雨に見舞われ、着莢数が減少するなどの被害が発生しました。収
量は全般的に小粒傾向でやや少なく、品質も3等級の割合が多く平年をわずかに下回りました。

ソバは、₇月下旬～₈月中旬の播種時期の長雨により播種作業が大幅に遅れ、十分な生育量が
ないままに開花した圃場が多く見られました。開花期以降は高温多照で生育は進みましたが、最
後まで播種の遅れが影響し生育量が少なく収量は平年を大きく下回りました。

２．新たな土づくり支援対策
酸性化土壌(pH)の矯正を目的に令和₂年秋から令和₆年秋までの₅カ年計画で対象資材の１0ａ

当りの散布基準量に基づき、主食用うるち米のＪＡ出荷量に応じて₁俵（60㎏）当り２00円を支
援する当ＪＡ独自の土づくり支援対策を新たに開始しました。

令和₂年秋散布の実施面積については、ＪＡ全体での単年度目標１,000ｈａに対し１,１65ｈａの取
り組みをいただきました。引き続き、令和₃年春散布もＪＡ土づくり支援対策の対象となります
ので、是非積極的な取り組みをお願いします。
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３．マーケットインに基本とした需要に応じた米生産の推進
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、なおかつ所得を確保できる生産品目と
して、加工用米の複数年契約を主体に飼料用米、米粉用米、大豆等の生産振興を図りました。

４．農政対活動および食農教育活動
農政活動では、コロナ禍で活動が制限されている中で、令和₂年₈月にＪＡ山形中央会主催の

県下「食料・農業・地域政策確立山形県要請集会」が開催されました。今回は新型コロナウイル
ス感染防止対策の観点から規模を縮小し、ＪＡ協同の杜を主会場に庄内、最上、村山、置賜の₅
会場に分散しリモート中継で行われました。ＪＡ庄内みどり農政対委員１9人が出席し「新型コロ
ナウイルス対策の継続・強化」「コロナ禍を踏まえた食料安全保障の強化」「食料安全保障の基盤
となる農村の総合的振興対策」などについて、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、コロナ対策にかかわる支援や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、酒田市長ならびに遊佐町長へ要請書を提出しました。

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小学校₅校の学校田と₁保育園へ
の農作業支援や、主に上京運動で交流のあった神奈川県の小学校₇校と初めてＷＥＢ授業にも取
り組みました。

また、コロナ禍においての子供たちへの励ましと地場産食材のＰＲを兼ねて、酒田市の子ども
食堂へシャインマスカットの提供、さらに酒田市・遊佐町の高校受験を控える中学₃年生全生徒
9１4人へ合格祈願米を贈呈しました。どちらも初めての取り組みでありましたが、それぞれ大変
ご好評をいただき次年度以降も継続していきます。

■担い手支援課

重点実施事項の取組状況

１．担い手の経営発展支援
今年度新たに₁法人が設立され、これまでに法人化した組織は46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
3,548ha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・購買等）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出来るよう支援しました。

コロナ禍で活動が制限される中、青申会・農政対税対部会の協力のもと、酒田税務署を講師に
消費税軽減税率制度説明会を開催しました。また、記帳および決算講習会は中止となりましたが、
青申会・農政対税対部会や酒田税務署と連携し、確定申告講習会を分散して開催し、区分経理の
重要性や適正な申告に向けて組合員の理解を深めました。

営農課毎に選定したモデル法人によるプール計算方式への移行に向けた検討会を重ね、共同田
への取り組み事例の紹介や課題解決に向けた意見交換を実施しました。

新型コロナウイルス関連対策として措置された「経営継続補助金」の伴走支援に取り組み、₁
次募集64件（採択56件）、₂次募集１3７件（採択１１6件）の申請手続きなどをサポートしました。
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２．新たな制度に対応した担い手の育成
農業生産組織連絡会議と酒田農業技術普及課で研修会を共同開催し、講師を招いてインボイス

制度の学習や雇用確保に向けた課題を整理し、組織間の情報共有を図りました。
農地バンク法の改正に伴い、新たな農地中間管理事業が施行され、担い手農業者への集積を進

めました。また、酒田市の人・農地プランの作成に協力し、令和₃年₃月の実質化を目指しました。

３．次代の担い手への就農・定着支援
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、新規就農者の農業経営の早期確立と発展を目指すとともに、農業生産法人
への雇用就農を推進することを目的として、令和₃年度からのＪＡ独自支援の実施に向けて具体
策を検討しました。

■米穀課

重点実施事項の取組状況

１．米穀集荷体制の強化
需給安定の観点から「生産の目安」を順守しながら、

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。生産者ごとに作
付面積、作付品種の検証を実施し、作柄が良好だった
ことも後押しになり前年産以上の集荷数量となりまし
た。しかし、出荷契約数量にはわずかに届かない結果
となりましたのでさらに集荷状況を検証し、集荷推進
を強化していきます。

２．検査体制、集荷体制の見直し
農産物検査員が慢性的に不足している中、検査日程の見直しを図り計画通り行うことが出来ま

した。また、年々増加する個人調製でのフレコン集荷も、主食用米で約₉万₆千俵、倉庫集荷全
体の２8％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」の範囲を拡大し、集荷時間の短縮と
労力軽減を図りました。

３．マーケットインに基づく安定・有利販売
加工用米については令和元年産からの複数年契約もあり、コロナ禍による酒・冷凍米飯の消費

が減少する中、早い段階で実需先との契約を結ぶことが出来ました。飼料用米、米粉用米につい
ては、令和₂年産から複数年契約を全体の₉割程度を結び、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。主食用米については、コロナ禍の影響により令和元年産米の出荷が遅れ
ていましたが現在はすべて終了しています。現在、令和₂年産米の販売契約を進めており、すべ
て契約は終了する見込みとなっています。
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事業見通し

１．₂年産米の集荷状況
一般うるち米の集荷数量は、出荷契約数量の6１万₈千俵に対し、6１万₄千俵で出荷契約比約₄

千俵減の99.4%となっており、出荷契約数量には若干届かない状況となっていますが、作柄が良
好だった昨年よりもさらに約₃千₆百俵多い集荷数量となっています。

品種別前年比では、「はえぬき」が約₁千俵減の99.７％、「つや姫」も約₁千俵減の98.6％で前
年をわずかに下回っていますが、「雪若丸」は作付面積の増加と好調な収量により約₁万₄千俵
増の１8１.6％となっております。

【令和₂年産主食用うるち米の集荷数量】　　　　   　　　　　　　　　　　　　　単位：60㎏/俵

銘　　柄 ₂年産米 元年産米 ₂年産米 – 元年産米
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 38２,4２７.5 98.9％　 383,508.0 9７.6％　 △１,080.5 　99.７％
ひ と め ぼ れ ２4,4２0.0 90.１％　 ２8,２２２.5 ７8.７％　 △3,80２.5 86.5％　
つ や 姫 ７9,335.0 99.７％　 80,393.0 99.２％　 △１,058.0 98.6％　
雪 若 丸 3１,5１4.0 99.5％　 １７,353.0 98.3％　 １4,１6１.0 １8１.6％
開 発 米 88,6７１.5 　99.8％ 89,8７２.5 　７9.5％ △１,２0１.0 98.6％　
つ く ば ＳＤ2 4,７１２.5 8１.0% ７,503.0 96.２% △２,７90.5 6２.8%
そ の 他 3,53１.0 6１.２％　 4,09７.5 60.0％　 △566.5 86.１％　
う る ち 計 6１4,6１１.5 98.5％　 6１0,949.5 94.0％　 3,66２.0 １00.6％　
出 荷 予 約 6１8,599.0 6２0,8２4.0 △ ２,２２5.0
出 荷 予 約 比 99.4% 98.4% －
予 約 増 減 △3,98７.5 △9,8７4.5 －

２．₂年産米穀情勢
令和₂年産米は、北海道・東北および北陸において作柄が平年を上回った一方、東海以西にお

いては作柄が平年を下回ったため、全国の作況指数は「99」となり令和₂年産主食用米等の生産
量は７２3万トンで確定しました。これにより令和₃年₆月末時点の民間在庫量は２0７ ～ ２１２万トン
と適正在庫を大きく上回る見込みであり、新型コロナウイルスの影響によりさらなる需要の減退
が懸念されるため、大幅な需給緩和となっています。

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△500円の１4,000円でスタートしま
したが、各米卸しとも元年産米の在庫処理を優先し新米への切り替えが大幅に遅れたことから、
市況相場は大きく下落いたしました。

当ＪＡ産は、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」は固定需要を確保しています。現在、販売契約もほぼ終了し、遅れておりました₂年産米
の出荷もようやく開始されたところです。「つや姫」については、品質・食味の良さから量販店
でもリピーターの高い銘柄として非常に人気が高く全体の相場に左右されない順調な販売となっ
ています。デビュー₃年目を迎えた「雪若丸」については、作付け拡大に見合う需要を確保すべく、
有名タレントをＣＭなどに継続起用して、認知度向上・販路拡大に努めています。
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３．₂年産大豆の販売および集荷状況
大豆については、全国的に₂年連続の不作となっ

たことで、入札取引においても引き続き高値で推移
しています。一方で、新型コロナウイルスの影響に
より、景況感の悪化を受け消費者の低価格志向が強
まり、輸入大豆を原料とした低価格製品の伸長が目
立ち、今後の国産需要の減少が懸念される状況にも
あります。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。

₂年産大豆の集荷は、出荷契約１6,3２２.5俵/60㎏に対し１4,１06.0俵（契約比86.4％）の実績でした。
そのうち、「里のほほえみ」が6,6２5.0俵で契約比84.4％、「エンレイ」が6,１40.0俵で契約比96.5％、

「リュウホウ」が１,0２3.0俵で契約比6１.７％、「すずかおり」が１9１.5俵で契約比4１.6％となっています。
品種構成は、「里のほほえみ」が全体の48.0％、「エンレイ」が39.0％「リュウホウ」が１0.２％「す

ずかおり」が２.8％と、ほぼ元年産同様となっています。
全銘柄の平均単収は、昨年の１48.8kg/１0aに対し１09.3kg/１0aで△39.5kg/１0a（前年比７3.4％）で、

集荷数量は前年から△5,883.5俵（前年比７0.5％）となり₆月末からの長雨などの影響により収量
が減少しました。

₂年度の米穀事業全体の見通しは、₂年産集荷数量は昨年から見ると増加したものの、コロナ
禍の影響もあり、販売進度が遅れたことから販売計画１１７億6,000万円に対して１04億9,000万円（計
画比89％）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

■長ねぎ
拡大事業利用で新規生産者が増え作付面積で１5haと前年比約１１4％となりました。
生育期の日照不足や大雨による浸水や冠水が発生し根腐れや病害虫により製品率が大きく減少

し、前年度より₂割弱減収で価格は前年並みの9７％と販売金額では前年比8２％の9,000万円となり
ました。

　
■ミニトマト

長雨日照不足や大雨による浸水など、着果不良による減収と病害発生による品質低下となり、
排水対策ならびに適期農薬散布に課題が残りました。１２月現在で前年比７７％の4,１00万円の販売金
額となりました。
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■アスパラガス
作付してから₃年株となり成熟株へとなっていることから出荷量で前年比１１5％となりました。
生育期間中の日照不足の影響により夏芽においては緑色が薄くなり品質に影響が出たことと、

前年より出荷量は上回っているものの伸び率が鈍化したかたちとなりました。価格については出
荷量も安定してきたこともあり前年比１２8％の4,46２万円の販売金額となりました。

■パプリカ
定植期の低温および長雨日照不足やハウス内への浸水などによって生育の停滞、落花（花飛び）

が多く発生しました。また、秋以降の収穫においては夏の高温による障害果の発生や草勢の低下
により例年にない小玉傾向にもなりました。肥培管理、選果選別の徹底などから高品質生産が行
われ前年並みの出荷量となり販売金額で₁億１,000万円となっています。

■シャインマスカット
生産者の努力により高品質なものが出荷され、定植₄

年目となった圃場のものが出荷となり、出荷量約２.8ｔ
の400万円ほどの出荷実績となりました。

市場より高評価をいただき、出荷量を増やしてほしい
と要望されています。

■庄内柿
夏場の日照不足により平年より結果母枝の充実がやや劣り果実肥大に影響が出ました。また、

すす点病・カメムシなどの病害虫の他に、収穫時の降雹による被害が管内各園地で断続的に発生、
獣害による食害なども発生しました。

これにより、出荷数量は前年比７0％、価格では全国的に柿の出荷量が少なく販売環境が良かっ
たことから前年比１06％の高単価となりました。数量減の単価高でしたが販売金額で前年比７4％
の9,008万円となりました。

■ストック
管内生産においては、１0月の日照不足による開花遅延の影響で約₂週間の生育遅れと、１２月の

低温による影響から前年比７１％の７２万本の販売金額5,500万円となりました。
ストック専門部を中心とした研修や格付け検品体制が確立されていることから高い評価を得て

います。
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事業見通し
果樹：和梨においては収穫前の高温障害による果肉障害などの品質低下や減収となりました。庄

内柿においては日照不足などによる小玉から収量減少と収穫期の降雹、獣害などの品質
低下により大幅に減収となりました。これにより、和梨では前年比5２％、柿では７0％の
取扱量となりました。また、本年よりシャインマスカットが本格出荷となり、まだ幼木
ではあるものの、２.8ｔほどの出荷量となりました。果樹全体では前年比７8％の₁億6,500
万円の販売金額を見込んでいます。

果実：メロン、スイカにあっては天候に恵まれ玉肥大もよく１0ａ当りの出荷量は増加したものの、　
高齢化による面積の減少により全体的には出荷量で前年対比88％と減少しました。他産
地とのリレー出荷など円滑に販売できた事から販売環境も良く高単価で推移しました。果
実全体では前年比１08％の販売金額₅億3,800万円を見込んでいます。

野菜：アスパラガス、パプリカなど園芸拡大品目については前年比を上回りましたが、日照不足
の影響が大きく品質などに影響がありました。価格では販売環境も良く高単価で推移し
ました。ミニトマトにおいては着果不良での減収が大きかったことと、労働力不足によ
り作付けを断念する生産者などから前年比７5％と大きく落ち込みました。露地野菜の茎
葉野菜、根菜類においても大雨による影響などから奇形果や太りも弱く前年比を下回っ
ています。野菜全体では前年比86％の販売金額₅億円を見込んでいます。

花き：ストックを中心に秋の高温による花芽分化の遅延と１２月下旬・₁月初旬の低温と雪害被害
などから大幅な減収と、コロナ禍での販売環境が悪化となりました。花き全体では前年
比8２％の販売金額₃億8,000万円を見込んでいます。

園芸全体の販売実績は計画１9億に対し、１6億4,000万円の計画比86％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．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（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。
（2）家畜防疫体制については、ＣＳＦ（豚熱）が鶴岡市で発生したことから養豚農家を対象に消

石灰の無償配布を緊急的に実施しました。また、関係機関とＪＡによる畜産農家に対する消
毒剤などの配布については、例年どおり実施しております。

（３）購買未収金（飼料代金）については、信用部・経済部と情報を共有し、農家とのヒアリング
を実施、延滞の早期解消に努めました。

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月に協議会を設立し₈年が経過しました。畜産農家の労務軽

減のために、行政・ＪＡで支援し対応していますが、令和₂年₉月より専任ヘルパーが不在とな
っています。現在、人材確保が喫緊の課題となっています。

─ 8 ─



３．畜産経営基盤の維持確保
（１）酪農関係では鳥海高原デーリィファームの酪農事業と酒田ＤＦ育成牧場の施設について着工

中、令和₃年₉月末頃に工事を完了し令和₃年１0月上旬頃に事業開始を予定しています。（酪
農部門おおむね900頭規模、育成部門690頭規模）

（2）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₄月　　
より肥育事業を開始しています。（福山農場２２0頭、小平農場80頭）事業取組合計頭数4２0頭　

４．地産地消による消費拡大の取り組み
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。また、新型コロナウイルス関連消費対策として₃月～₅月にかけて
牛肉・牛乳について緊急に消費拡大を実施しました。

事業見通し
畜産経営は輸入原料の高騰による配合飼料価格の値上げから依然厳しい状況となっています。

販売については、コロナ禍による外食需要の減少から一時、肉牛枝肉相場は大きく下落しました
が、現在は回復基調で推移しております。一方、豚肉の消費は、緊急事態宣言の発令により、更
に内食需要が強まることが予想されることから豚肉相場は堅調に推移しています。

畜産事業全体の見通しは、計画１２億5,900万円に対し、１２億4,500万円（計画比98.8％）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、今年度で₄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、₄人の生産者より申請を受け、ハウス₆棟が新設されました。

内訳は、シャインマスカット₃棟、ミニトマト₁棟、パプリカ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１,630万円の事業に着手することができました。

営農販売部門取扱高実績（見込み） 単位：百万円
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0

年間計画額
実績見込額

園　芸
1,900
1,640

米　穀
11,760
10,490

畜　産
1,259
1,245
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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、受託面積は約１5haの実績と

なりました。今年度は、生育期の日照不足や大雨による浸冠水により、根腐れや病害虫の発生が
多く、収穫量が減少した圃場が散見されました。病害虫発生リスクの回避と生産量の確保が課題
となりました。

３．農業経営事業の実施
第２6回通常総代会において、農業経営事業の実施を決議しました。事業目的の一つとして、農

業経営による栽培実証を行い、生産者の栽培技術の向上と産地化の実現を掲げています。今年度
初めて栽培実証圃で収穫したシャインマスカット約500㎏を出荷しました。

４．労働力確保対策の準備
労働力確保対策の一環として、ＪＡ無料職業紹介事業（※）の₃年度実施に向けた準備を進め

てきました。現在、国（厚生労働省）に事業の許可申請中であり、許可証の交付は₄月～₅月頃
と見込んでいますが、審査に時間を要する可能性があり、今年の春作業（水稲の播種・田植え作
業など）への対応は難しい状況となっています。ご了承願います。事業の開始時期については、
あらためてご案内いたします。

（※） ＪＡ無料職業紹介事業とは、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。当事業は、人材派遣ではありませんので、求職者の登録状況などにより、求人の
要望に応えられない場合があります。

経済部�

■営農資材課

重点実施事項の取組状況

１．予約購買の充実による生産コスト削減
前年の資材購入明細を個々に配布し予約購買向上に繋がるよう取り組みました。また、メ－カ

－直送の大型規格農薬の取扱い品目の拡大とメ－カ－直送の肥料価格対策を設定しコスト削減に
努めました。

２．店舗体制の整備
スキルアップ向上に向けた各種研修会はコロナ禍で開催は激減しましたが、引き続き店舗職員

の知識向上と接客サ－ビスに努めていきます。

事業見通し
ＪＡ土づくり支援対策等の土づくり肥料や流し込み肥料の他、大型規格農薬の取扱いは昨年を

上回る実績となりましたが、新型コロナウイルス、天候不順、自然災害などの影響により、園芸
作物全般の出荷資材は計画を下回る結果となりました。全体では取扱い計画２9億円に対し２9億
3,500万円（計画比１0１.２％）を見込んでいます。
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■農業機械課

重点実施事項の取組状況

１．訪問活動とイベントによる農機情報の提供
コロナ禍の影響で、全農・メーカー主催の展示会や多くのイベントが中止になりましたが、ＪＡ

夏の展示会は、感染拡大防止措置を実施しながら開催し１,03７人と多くの方から来場いただき最新
情報の提供ができました。

また、新型トラクター・田植機・コンバインの圃場実演を戸別に出向いて実施しました。

２．人材育成と施設整備
同影響で新採基礎講習や担当者向け技術・修理講習の中止により、課内での教育実習を実施し

ました。また、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。

みどり農機センター整備工場の新築棟・改修棟（旧酒田園芸流通センター）が完成し、₂月１5
日より移転し業務を開始しました。

３．農作業事故・機械故障に対する啓発活動
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₅件の農業機械事故が発

生しています。今後も事故防止に向け活動に努めます。
トラクター道路走行規制緩和による大型特殊免許の取得の必要性を店頭・広報でお知らせしました。

事業見通し
コロナ禍の影響で多くのイベントが中止となりましたが、各課と連携を図り各種補助事業に取

り組み、特にコロナウイルス感染症対策の経営継続補助金の取り組みで実績の上乗せができました。
農業機械課全体の見通しは、　取扱計画₈億７,000万円に対し₉億500万円（計画比１04.0%）を

見込でいます。

■生活特産課

重点実施事項の取組状況

１．地域の食と農、健康を支える生活活動の展開
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、生活事業の訪問推進などの自粛や葬祭事業では葬祭形

式が家族・身内葬で行われる傾向に変わり、大きく供給が落ち込みました。

２．顧客満足度を高めた管内農畜産物の消費拡大
ふるさと納税への提案は、各市町村との価格競争が激しく苦戦しましたが、果樹・果実の販売

は前年並みに販売することができました。
また、和牛枝肉単価の下落を受け組合員・役職員や女性部、関係機関などと畜産物消費拡大運

動に取り組みました。
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事業見通し
生活資材は、葬儀のあり方が変化した影響を受け₇億７,4１0万円の取扱計画に対し₆億２,800万

円（計画比8１.0％）の見込みです。

■加工販売課

重点実施事項の取組状況

１．産地精米のメリットを生かした安全安心な精米販売
新型コロナウイルスの影響で、飲食店・学校給食関係などの業務用米の需要は大幅に落ち込み

ましたが、精米のふるさと納税の取組については、巣ごもり需要や今までの取組の成果もあり大
きく増加しました。

２．直売所による地産地消の拡大
観光施設の敷地内にある「山居館」においても、新型コロナウイルスにより観光客の激減など、

影響を大きく受けてしまいました。このような中でしたが１２月には、ＱＲコード決済を導入し、
より買い物をしやすい環境を整備しました。

事業見通し
精米加工販売については、₆億4,１50万円の取扱計画に対し₇億3,000万円（計画比１１3％）の　　　　

見込みです。直売所（山居館）については8,２85万円の取扱高計画に対し７,７60万円（計画比93％）
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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0

年間計画額
実績見込額

精米加工販売
  641
  730

直売所
  82
  77

営農資材
2,900
2,935

生活資材
774
627

農業機械
870
950
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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
インターネットを介したサービスの拡大により、インターネットバンキングやＪＡバンクアプ

リなどキャッシュレス化に対応した利用普及に努めました。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、来店客数アップを図りました。

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
たお客さまから好評を得ました。

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等を実施し、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
既存ＡＴＭの再編および営業店事務改革に沿った店舗の再編について計画を策定し、次年度以

降の実施に向けた取り組みを行いました。

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・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・園児を対象にした「アンパンマン交通安全キャラバン」や伝統行事を継承とした「一升

もちだよ～すくすく赤ちゃん大集合」のイベントについては、コロナ禍の影響により開催中止と
させていただきました。

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・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・利用者の利便性向上のため、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
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単位：百万円

40,000
33,00033,000

年間計画額　実績見込額

支払共済金（令和3年1月末）

【主な内容】

☆長期共済満期      2,550件  29億7,659万円
☆長期共済事故   　  2,383件　8億5,299万円
☆年金共済　　       3,050件　11億8,089万円
☆自動車共済　　   1,023件　 2億1,542万円
☆自賠責共済　　　　  35件　    1,850万円
☆傷害･火災共済他　 　182件      2,545万円
　　　　　　　　　　　　　　　

計 9,223件　52億6,984万円
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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と持続可能な経営基盤の確立・強化
新型コロナウイルスの影響により支店ごとの活動も中

止や制約を余儀なくされました。唯一開催できたグラン
ドゴルフ大会、親睦ゴルフ大会においても昼食配布や表
彰式の取りやめなど感染防止に注意して行われました。

持続可能な経営基盤の確立・強化について事業検討委
員会を設置し計１0回の検討を重ね最終報告として「事業
収支黒字化に向けた答申」を１２月理事会へ提出しました。

２．令和₃年改選に向けた女性総代の数値目標10％以上の取り組み
各支店で支店協議会、総代代表者会議、地区総代協議会にで協議を進め、3月の総代選挙で数

値目標の登用ができるように進めています。

３．地域に根差し組合員の負託に応える人材育成
１0月初旬より若手職員を中心に「ねぎ選果作業および柿選果作業」の農作業実践研修を実施し、

作業体験を通して農業を肌で体験し、組合員との交流を深めました。また積極的に資格取得に向
けて取り組み、職員の資質向上に努めました。

４．組合員からの信頼確保と期待に応える法令順守態勢
コンプライアンス・プログラムを策定し、新たにクロスチェックを導入した実効性ある推進に

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。

５．財務健全化に向けた不良債権化の未然防止
不良債権化の未然防止のため、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、農

家経済対策小委員会等の対処方針を踏まえた債権管理を徹底しました。

６．資産査定の正確性の確保
「全国標準資産査定システム」の運用技術を向上させ、適正な資産査定が実施できるよう関係

部署・資産査定担当者と連携して資産査定作業にあたりました。

７．貸出金二次審査体制の構築
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

性を審査しました。
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事業見通し
マイナス金利の長期化に加え、今年度は新型コロナウイルスの影響により各事業において影響

が出ており収束までは予断を許さない状況ではありますが、暴風雪被害の早急な復旧に向け支援
を行っていきます。

■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
新型コロナウイルスの影響を受け、外部研修が軒並み中止になり、人材育成の研修が計画通り

に実施できませんでしたが、感染症対策を整えた上での外部研修参加や、オンラインでの研修体
制を整備し、認知症や機能訓練の研修を重点的に実施しました。

事業総利益は₁億5，300万の計画通りの見込みです。

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」活動にてウォーキング倶楽部を₇回予定していましたが、新

型コロナウイルスの影響を受け、₃回の実施にとどまり、のべ１30人の参加となりました。₁回
当りの参加者は昨年同様の人数でした。

また、施設を活用した居場所づくりでは、グループホーム 結い において「すけっとみどり」
が活動主体となり「てんとうムシ教室」を実施し、また、多機能ハウス 結い でも令和₂年₉月
より「てんとうムシ教室」を開始しました。地域住民と施設利用者の交流を図り、健康づくりを
行いましたが、新型コロナウイルスの影響を受け、開催計画の半分の実施となりました。

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・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、内部監査において改善状況の確認ならびに指導を行いました。
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（株)みどりサービス�

重点実施事項の取組状況

■自動車

１．次世代自動車に対応できる整備体制の構築
新たに始まる特定認証制度に向けた社員の資格取得に取り組みました。ＪＡとの合同展示会・

キャンペーンを行い、多くのお客さまに利用していただきました。
供給高は計画₅億７, 000万円に対し、₅億₈, 000万円（計画比１0２％）の見込みです。

■燃　料�

１．お客さま目線のサービスの提供
年度当初からコロナ禍や世界情勢を背景に原油価格は大暴落し、市況価格に大きく影響しました。
ＳＳでの対面販売が厳しい中、ＬＩＮＥを活用した農作業応援やスタンプラリーのキャンペー

ンなどを行いました。
配送は新聞折込にて新規顧客の獲得に力を入れました。
供給高は計画１6億8, 5１0万円に対し、１3億７, 000万円（計画比8１％）の見込みです。

■ガ　ス�

１．新型コロナウイルスに対応した「地域密着型」の活動
社会情勢から展示会は縮小や中止となり、人との接触を避け紙上展示会にシフトを変えての提

案を行いました。
人口減少と環境意識の高まりにより消費減少が予想されますが、今後も組合員から喜ばれる提

案をしていきます。
供給高は計画₆億２, 000万円に対し、₅億6, 000万円（計画比90％）の見込みです。

■葬　祭

１．変遷する葬祭形式への対応
　スタッフによる県内ＪＡ葬祭施設の視察研修を行い、葬祭知識と技術の習得に努めました。
新型コロナウイルスの感染予防を考慮して、通夜・告別式のおもてなし料理を控えたことにより、
供給高に大きく影響しました。
　供給高は計画₄億9, 000万円に対し、₃億5, 000万円（計画比７１％）の見込みです。
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■マルノー山形�（食品）

１．食の安全と消費者の信頼の確保
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。新しい

生活様式に対応し、ＳＮＳを活用したｗebショップ利用を始めました。
供給高は計画₆億800万円に対し、₅億9, ２00万円（計画比9７％）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

2,000

1,500

1,000

500

0

年間計画額
実績見込額

自動車
570
580

燃　料
1,685
1,370

ガ　ス
620
560

葬　祭
490
350

マルノー山形
680
592
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