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テーマ3   事業検討委員会答申
経過報告および今後の方針

■営農販売部・園芸課�
事業検討委員会より答申された、園芸販売手数料の現行2.3％から4.0％への改定に向け、令

和₃年₄月より₆月にわたり各地区・各部会において計₈回の説明会を実施いたしました。
各園芸部会役員を中心に延べ１00人程度の出席により、様々なご意見をいただいております。

労働力不足が深刻な中、農業経営は厳しさを増す一方ではございますが、園芸指導や販売部
門への期待など、比較的建設的なご意見も多かったことから、販売手数料改定の趣旨にはお
おむねご理解をいただけたものと捉えています。

園芸販売手数料の改定につきましては、今年度末を目途に理事会へ附議承認後、令和₄年
₄月₁日改定を予定しておりますので、何とぞご理解いただくとともに、説明会において生
産者より出されたご意見を集約しご報告させていただきます。

　●園芸販売手数料改定に伴う説明会質疑応答一覧
（開催期間：令和₃年₄月2１日～ ₆月30日）
№ 説明会 意見・質問 回　　答

１
4/2１（水）
遊佐畑作部会総代会
出席者１7人

各地区で説明会を実施し、
生産者から理解を得たうえ
での、理事会決定となるのか。

春季座談会で説明させていただ
きましたが、再度周知いただく
ために各地区部会で説明会を実
施いたします。さらに秋季座談
会でも説明、ご理解いただき最
終的に理事会で承認いただくこ
ととなります。

2 〃

ＪＡからの一方的なお願い
だけでなく、他地区生産者
との情報交換の場を設けて
もらいたかった。もっと丁
寧な説明が必要であり、そ
の後理事会、さらに総代会
案件とするのが道筋ではな
いか。　

各地区の部会役員会へ役職員が
出向き説明会を実施するスケジ
ュールとしております。6月に園
芸全体部会を開催する予定とな
っておりますので、各地区での
意見内容をお伝えいたします。
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3 〃

各地区専門部への説明会は
実施するのか。

各専門部になると、かなりの数
になることから説明会は予定し
ておりません。専門部からの意
見を園芸センターで集約し、内
容をあげていただければと考え
ています。

4 〃

生産者から反対とされた場
合、手数料率の変更は実施し
ないのか。

今後の園芸事業を継続するため
の提案でありますので、手数料
率の改定についてはご理解をお
願いします。

5

4/23（金）
庄内柿部会
出席者₇人

値決め販売・直接販売を拡
大していくとしているが、
今まで怠ってきたのではな
いか。

直接販売などの販売率を高める
努力は行ってまいりましたが、
出荷数量の減少から拡大にはい
たっておりませんでした。安定
的な集荷による有利販売に努め
ます。

6 〃

園芸手数料が上がることで、
流通経費などを含めると20
％近くとなるが高すぎるの
ではないか。

出荷先市場の集約による運賃の
削減など、流通経費の圧縮に努
めてまいります。

7 〃

農協手数料は高いと思わな
いが、その他での控除が大
きすぎる。園芸手数料の値
上げは構わないので、その
他の控除を調整し手取りが
減らないようにしてもらい
たい。

具体的な販売計画をもとに、販
売金額の底上げを図ることで手
取り額が減らないよう販売努力を
していきます。

8

4/28（水）
酒田畑作部会役員会
出席者₅人

園芸部門の事業損失を総代
会時に報告すべき。また共
選施設の運用の仕方も検討
していくべき。

部門別の損益については報告し
ていますが、園芸部門に特化し
た説明はしておりません。共選
施設の運用につきましては、利
用拡大に努めてまいります。
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9 〃

販売手数料4.0%は理解する
が、もっと農家所得を上げ
るための方策を検討してい
かなければならない。地域
の若手稲作農家が園芸作物
の栽培に取り組めるよう、
成功事例の紹介、発表など
の企画を開催してもらい
たい。

土地改良区の高収益作物の選定
などを含め農家所得の向上、園
芸販売額のアップを目指してい
きます。

１0
5/１0（月）
刈屋梨出荷組合役員会
出席者₈人

他ＪＡの園芸販売手数料は。 県内、多くのＪＡが₄％の手数
料で設定されておりましたので
これを参考とさせていただきま
した。

１１ 〃

事業検討委員会による他部
門での収益改善策における、
刈屋地区への影響はあるか。

資材配送における中央配送セン
ター集中配送が考えられます。利
用率の低い所から取組みを実施
する方向です。

１2 〃

販売高の目標22億円は難し
いのではないか。

土地改良区基盤整備事業での高
収益作物の選定を含め農家所得
の向上、園芸販売高のアップを
目指していきます。

１3 〃

販売単価が高ければ農協出
荷が増える。農協として高
く売る販売努力が必要で
ある。

値決め販売もすすめていますが
ロット不足の課題、輸出につい
ては検疫の課題があります。問
題を整理し値決め販売の拡大を
図っていきます。

１4 〃

人事異動で担当者が頻繁に
替わるのに加え、果樹専門
の指導員がいない。職員の
指導技術の向上や専門指導
員の配置をお願いしたい。

現状では果樹専門指導員はいな
い状況です。指導員の育成をす
すめ、指導力の向上を図ってま
いります。

１5
5/１１（火）
庄内みどり花き部会
出席者１0人

手数料4％は高いのではな
いか。

園芸販売部門の事業収支と他Ｊ
Ａの設定状況を考慮し、事業検
討委員会の中で協議し妥当と判
断されました。
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１6 〃

現場職員を育成しても3年
程度で異動があるので生産
者には損失となっている。
職員も長くやることによっ
てやりがいが生まれるので
はないか。市場とのつなが
りもあるので、販売も含め
エキスパートを養成して生
産者の収益向上を図ってほ
しい。

頻繁な異動は避けるべきと認識
しておりますが人員不足もあり
やむを得ない部分がありました。
本来であればエキスパートを養
成していきたいと考えています。

１7
5/28（金）
酒田南部畑作部会
出席者₇人

部会役員会の中で手数料
4％は妥当ではないかとの
結論になっている。イオン産
直のＪＡ手数料は5％とな
っているため、販売手数料
も5％に統一していいので
はないか。

ありがたいご意見ですが、他ＪＡ
とのバランスも考慮し、4％で
設定させていただきました。

１8 〃
休日の連絡体制を徹底して
ほしい。

担当者には携帯電話を支給して
おりますので、休日対応につい
て徹底いたします。

１9 〃

近年、増加している園芸部門
の減価償却費について、見込
みがあまかったのではないか。
手数料を見直してから支援
事業を進めるべきではなかっ
たか。

園芸支援事業については今後も
継続していきたいと考えており
ます。改定後の手数料には減価
償却費の増額部分は反映させて
おりません。

20
5/28（金）
浜中野菜出荷組合
出席者１4人

手数料4％に改定後、さら
に改定することはあるのか。

合併後、初めての改定となりま
す。当面変更することは想定し
ておりません。

2１ 〃

ＪＡの販売高からみると、
米の手数料を上げた方が、
収益は改善するのではな
いか。

米については、すでに定額手数
料に改定しました。部門採算性
の観点から園芸販売手数料の改
定をお願いいたします。
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22 〃

販売に係る具体的取組計画
とあるが、浜中地区に該当
する内容は。

メロンの値決め販売を実施して
いますが、集荷の関係で希望数
量に対応できていません。現在
は「赤いアンデス」を取扱いし
ていますが、面積は多くないた
め増やせるかは微妙な状況と
なっています。

23 〃

品目別販売高計画の中で、
果実・花きは現状維持とし
ているが、伸ばす方向では
ないのか。

果実・花きとも担い手の減少や
作物転換により年々面積が減少
しております。当面の現実的な
目標として現状維持としており
ます。

24 〃

手数料を上げるのであれば、
魅力ある販売で販売高を上
げていただきたい。

販売努力をするともに、耕作放
棄地対策や雇用を使った面積の
拡大など、作目を含め生産者と
一緒に検討していきます。

25
6/30（水）
園芸部会全体会
出席者33人

今後も生産者の減少が想定
される中、さらなる手数料の
引き上げは考えているのか。

再度の引き上げは考えておりま
せん。

26 〃

生産者全員に改定となるこ
とが周知されているとは考
えにくい。すでに決まって
いる様になっているのはお
かしいのでは。再度説明会
を実施する予定はあるのか。

これまで各組織部会において説
明会を実施しお願いをしてまい
りました。春季座談会でも説明
を行い、再度秋季座談会でも説
明いたします。
今後予定はありませんが、要望
があれば調整し対応いたします。
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■経済部・農業機械課�

《駐在体制の集約について》
事業検討委員会では、整備・営業体制・収支改善方策など検討いただきました。
答申に沿って駐在体制集約による整備・修理の効率化、作業環境、働き方改革、繁忙期など
に対応してまいります。

《駐在集約日程》
令和₃年１１月30日（火）で　　平田・松山・八幡駐在での営業は終了いたします。
令和₃年１2月₁日（水）より　平田・松山駐在地区はみどり農機センターに、
　　　　　　　　　　　　　　八幡駐在地区は本楯工場に集約し営業いたします。

《集約後の体制について》
①集約後は他地区と同じように、営業担当職員を平田・松山・八幡地区各₁人とし推進・ア

フターフォロー・軽微な修理対応とします。来年₃カ月だけの措置として令和₄年の₆月
から₈月末まで、毎週火曜日と木曜日に営業担当₂人は現在の平田駐在から松山・平田地
区へ出向く体制とし、小物対応として点検・修理・受付を行います。各地区営業担当職員
は現在の職員を想定しています。

②出向く修理・整備内容は他農機センターと同じく（軽微な点検・爪交換・ベルト交換・溶
接作業など）を想定しています。集約後の農機センターについては、地区営業担当以外の
職員も複数いることから、繁忙期・緊急を要する場合など対応は可能と考えています。

③修理・点検などはお電話いただいて出向くことになります。平田・松山・八幡地区につい
ては、現場への到着に関しては今までより約₅分から１0分ほどお待ちいただくことになり
ますので、ご理解をお願いします。

《今後の駐在施設の活用について》
整備、修理前の一時保管場所として利用していきます。

《出向く修理・整備に対応する車両について》
コンプレッサー・溶接機などを搭載している車は、みどり農機センターには₃台ありますが、
今後不足機材に関しては準備し対応してまいります。

《その他》
来年度みどり農機センター本楯工場を（仮称）酒田きた農機センターへの名称変更を予定し
ています。
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■経済部・営農資材課�
営農資材課の業務体制・配送体制の見直しを行い営業体制の効率化を進めます。

《店舗休日営業体制の整備》
①資材店舗休日営業体制については、中央資材店舗、遊佐資材店舗、浜中資材店舗、遊佐園

芸資材店舗の₄店舗はこれまでの営業体制となります。
②本楯・八幡・平田・松山資材店舗は令和₃年秋期繁忙期休日営業を休止とします。

《配送体制の見直し》
①₄月より酒田地区₅店舗（中央資材・本楯・八幡・平田・松山）は、あけぼの運輸資材店

舗張付け車を廃止し、広域配送センターから（予約・当用品）の一括配送に変更しています。
配送方法は広域配送センター管理規程に基づき、当日配送（午前１0時まで受注分）、翌日配
送（午前１0時以降受注分）、指定日配送（申し込み配送）となっています。

②あけぼの運輸遊佐資材店舗の軽トラックを廃止し、₄月より自店舗の軽トラックで対応し
ています。

《エリア₃ブロック制店舗業務体制の構築》
①中央配送センター（当用・予約品の一括配送）令和₃年度から実施しています。
　エリア…中央資材・本楯・八幡・平田・松山店舗管内
　令和₄年度に向け酒田地区₅店舗分の事務集約について検討をしています。
②浜中資材店舗　エリア…浜中店舗地区・広野地区
③遊佐資材店舗　エリア…遊佐店舗地区・西遊佐店舗地区
令和₄年度に向けエリア配送体制について検討をしています。
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■信用部�
長引くマイナス金利の影響で、金融環境はより厳しさを増しております。
このような中、令和₄年度に設置予定の「ローンセンター」については、今年度より準備作

業を進めております。
ローンセンターの機能は、融資業務を集約することでの作業効率化と融資渉外の増員による

新規貸出の伸長にあります。併せて、小口ローンを拡大し若年層を対象にした「ＪＡ口座のメ
イン化」を目指します。今後も好調な住宅ローンをはじめ主軸となる農業融資の拡大を図り、
さらに農業経営に関する支援ができる人材を育成し、将来にわたる次世代対策に対応した事業
を展開します。

≪進捗状況と今後の方針≫
現在の支店融資担当者をローンセンターに集約することにより、支店融資機能の整備と融資

渉外体制、審査事務フローの見直しを進めます。
今後は、令和₄年度から設定される新規融資実行目標を達成するための推進方策の策定や人

材教育、部門間の情報連携など新たな取り組みを行ってまいります。

≪吹浦支店の今後の対応について≫
現行の吹浦支店につきましては、令和₃年度末で窓口業務（信用・共済）を終了することとなり、

窓口の最終営業日は、令和₄年₂月25日㈮午後₃時とし、遊佐支店へ移管後の窓口業務開始は
令和₄年₂月28日㈪午前₈時30分からとなりますので、今後ともご利用賜りますようお願いい
たします。

なお、翌年度はATM操作の補助員、各組織に関する業務、その他取次業務等のため嘱託支店
長を配置いたします。


