
１．所得向上、生産拡大

（１） e-commitの活動（担い手支援）

取り組み状況 目標・目的 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
〈e-commit数〉29名 〈e-commit数〉 22名 〈e-commit数〉 59名 〈e-commit数〉 59名

〈重点訪問先〉 144先 〈重点訪問先〉 111先 〈重点訪問先〉 174先 〈重点訪問先〉 168先

〈販売額20％UP〉 60名 〈販売額20％UP〉35名 〈販売額20％UP〉37名 〈販売額20％UP〉55名

〈販売額100％超〉 93名 〈販売額100％超〉66名 〈販売額100％超〉43名 〈販売額100％超〉93名

〈平均訪問数〉 1.3回/月 〈平均訪問回数〉2.7回/月 〈平均訪問回数〉3.7回/月 〈平均訪問回数〉3.5回/月

〈助成件数〉 210件 〈助成件数〉 187件 〈助成件数〉 276件 〈助成件数〉 292件 〈助成件数〉 321件

〈助成⾦額〉 10,392千円 〈助成⾦額〉 10,319千円 〈助成⾦額〉 12,347千円 〈助成⾦額〉 24,519千円 〈助成⾦額〉 19,616千円

〈助成事業〉 〈助成事業〉 〈助成事業〉 〈助成事業〉 〈助成事業〉

・営農振興助成 ・営農振興助成 ・営農振興助成 ・営農振興助成 ・営農振興助成

・樹木園地転換等農業振興 ・樹木園地転換等農業振興 ・樹木園地転換等農業振興 ・樹木園地転換等農業振興 ・樹木園地転換等農業振興

関連 関連 関連 関連 関連

・良品茶⽣産対策 ・良品茶⽣産対策 ・良品茶⽣産対策 ・良品茶⽣産対策 ・良品茶⽣産対策

など など など ・スケールアップ支援事業 ・スケールアップ支援事業

など など

平成28年度から営農指導の出向く体制を強化するた

め、e-commitと名付けた営農指導員を任命し、平

成29年度の22名体制から令和元年度、59名体制

で重要な担い手農家168先と担い手778先に対し

て、前年⽐農業収⼊10％アップまたは20％アップに向

け営農指導に取り組んでいます。

また、e-commit全員に営農指導支援ツールとして

タブレット端末機を配布し、担い手の生産指導とデータ

の蓄積を⾏なっています。

e-commitによ

り、農業経営支

援の体制が強化

され、農家組合

員の農業所得向

上を図ります。

実

績

【営農振興関連事業助成】

農業所得向上、農業生産性向上のため各種営農振

興関連事業により機械化・効率化を進めるとともに、

技術・資材導⼊の⽀援を⾏ない、平成30年度より新

たに規模拡大を支援するスケールアップ事業による助

成を開始しました。

農業振興対策

（生産拡大に必

要な営農振興助

成、各種助成制

度）が有効利⽤

され、規模拡大

や生産性の向

上、共同販売等

による農家所得

の増大と経営の

安定化を図りま

す。

実

績
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（２）⽣産部会シートのその後と実践状況（産地⼒強化）
取り組み状況 目標・目的 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

【生産部会意向調査】 【生産部会意向調査】 「部会強化シート」での主な取組み

〈調査先〉 ９生産組織 〈調査先〉 １１⽣産組織、茶⼯場 【販売⼒強化】

･茶⽣産⻘年会 ・耕種部会  ・茶⽣産⻘年会 ・ASIAGAPへのグレードアップ(茶業)

･白葱部会 ・レタス部会 ・耕種部会 ・白葱部会 ・パートナー市場への関係強化に

・海⽼芋部会 ・イチゴ部会 ・レタス部会 ・イチゴ部会 むけた訪問(31回)

・トマト部会 ・⻘梗菜部会 ・海⽼芋部会 ・トマト部会 【⽣産量拡⼤】

・キャベツ出荷者協議会 ・メロン部会 ・⻘梗菜部会 ・米出荷契約面積の拡大

〈会員数〉 779名 ・トルコギキョウ部会  『歓喜の⾵』の全量買い取り

〈回答数〉 664名 ・キャベツ出荷者協議会 ・自然災害を想定した講習会

〈回答率〉 85.4% 〈会員数〉 960名 【担い手育成】

〈評価〉 〈回答数〉 960名 ・「農業後継者塾」7回開催

・拡大志向 19.4% 〈回答率〉 100%

・現状維持 44.6% 〈評価〉

・縮小 20.2% ・拡大志向20.5% (+1.1%)

・不明 16.0% ・現状維持45.8% (+1.2％)

・縮小 17.0% (-3.2%)

・不明 5.1% (-10.9%)

（３）生産資材価格引下げ動向（コスト削減）

取り組み状況 目標・目的 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
①肥料 ①肥料 ①肥料 ①肥料

〈最⼤値下率〉 22.5％ 〈最⼤値下率〉 26.0％ 〈最⼤値下率〉 26.0％ 〈最⼤値下率〉 26.3％

〈平均値下率〉 9.7％ 〈平均値下率〉 10.6％ 〈平均値下率〉 9.9％ 〈平均値下率〉 10.9％

〈対象品目〉 16品目 〈対象品目〉 17品目 〈対象品目〉 20品目 〈対象品目〉 21品目

数量: 81,468袋 数量: 97,219袋 数量: 106,505袋 数量: 111,937袋

⾦額:143,009千円 ⾦額:147,694千円 ⾦額:169,168千円 ⾦額:172,910千円

②農薬 ②農薬 ②農薬 3月末現在 ②農薬 3月末現在

〈最⼤値下率〉 27.3％ 〈最⼤値下率〉 27.3％ 〈最⼤値下率〉 27.3％ 〈最⼤値下率〉 27.3％

〈平均値下率〉 16.1％ 〈平均値下率〉 16.1％ 〈平均値下率〉 16.1％ 〈平均値下率〉 16.1％

〈対象品目〉 46品目 〈対象品目〉 47品目 〈対象品目〉 49品目 〈対象品目〉 49品目

数量:100,701本 数量:106,465本 数量:113,574本 数量:107,125本

⾦額:193,393千円 ⾦額:201,767千円 ⾦額:197,508千円 ⾦額:182,607千円

（数量は500cc換算） （数量は500cc換算） （数量は500cc換算） （数量は500cc換算）

③農業用ビニール（原反） ③農業用ビニール（原反） ③農業用ビニール（原反） ③農業用ビニール（原反）

〈平均単価〉 31,831円 〈平均単価〉 30,922円 〈平均単価〉 32,458円 〈平均単価〉33,034円

※価格は原材料の価格変動

「生産部会強化シート（部会の将来ビジョン）」を作

成し、課題の洗い出しや対策を検討し、年度ごとの計

画達成や将来持続可能な生産部会の強化と、強い

産地づくりに取り組んでいます。

主要生産部会

意向調査の取り

まとめを⾏ない対

応策について部

会員とＪＡが共

に考える事で、将

来を担う担い手

の経営規模拡大

と生産部会の強

化を図ります。
実

績

仕入業者の選定やスケールメリットを生かした取引先と

の交渉を⾏ない、⽣産コストの低減に努めています。

 肥料では、ＪＡ遠州中央独⾃に推奨する銘柄に集

約しました。仕⼊れる肥料のロットを増やすことで、ス

ケールメリットを受けやすくし、価格の引き下げに取り組

んでいます。

農薬では、仕入業者ごとに、各品目の仕入れ価格

の提⽰を求め、条件が有利な取引先を選定し、価格

の引き下げに取り組んでいます。

※H29より各⽣産資材は情勢の悪化により原材料価

格が上昇し資材価格は値上げ傾向となっています。

値下率…定価からの価格引き下げ

仕入体制の強化

により生産部会

を中心にコスト削

減資材の提案が

実施され、農家

の経費削減によ

る所得向上と事

業量の拡⼤を図

ります。 実

績
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（４）有利販売・販売強化の状況（産地⼒強化）

取り組み状況 目標・目的 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
［直接販売の強化］ ［直接販売の強化］ ［直接販売の強化］ ［直接販売の強化］ ［直接販売の強化］

①米穀 ①米穀 ①米穀 ①米穀 ①米穀

集荷数量(全体)88,364.3俵 集荷数量(全体)91,862.0俵 集荷数量(全体)81,813.5俵 集荷数量(全体)79,409.5俵 集荷数量(全体)93,582.5俵

直接販売:49,390.0俵 直接販売:55,892.5俵 直接販売:54,222.5俵 直接販売:56,031.0俵 直接販売:66,007俵

直接販売⽐率:55.9% 直接販売⽐率:60.8% 直接販売⽐率:66.3% 直接販売⽐率:70.5% 直接販売⽐率:70.5%

②キャベツ ②キャベツ 販路拡⼤:11社 販路拡⼤:12社 販路拡⼤:13社

[全体] [全体] ②キャベツ ※新品種「歓喜の風」がJA遠 ※「歓喜の風」5,310俵集荷

〈出荷〉 329,420キロ 〈出荷〉 445,458キロ [全体] 州中央ブランドとして発売開始   前年⽐304.6%

〈⾦額〉 33,570千円 〈⾦額〉 44,475千円 〈出荷〉 390,729キロ ②キャベツ ②キャベツ

〔天使のキャベツ〕 〔天使のキャベツ〕 〈⾦額〉 36,955千円 [全体] [全体]

〈出荷〉 164,020キロ 〈出荷〉 144,520キロ 〔天使のキャベツ〕 〈出荷〉 471,290キロ 〈出荷〉 1,100,437キロ

〈⾦額〉 12,765千円 〈⾦額〉 17,426千円 〈出荷〉 84,590キロ 〈⾦額〉 34,130千円 〈⾦額〉 71,270千円

〈⾦額〉 12,054千円 〔天使のキャベツ〕 〔天使のキャベツ〕

［共同販売の強化］ ［共同販売の強化］ ［共同販売の強化］ 〈出荷〉 118,780キロ 〈出荷〉 375,280キロ

①白ネギ ①白ネギ ①白ネギ 〈⾦額〉 9,833千円 〈⾦額〉 21,558千円

〈年間出荷量(遠中)3㌔箱〉 〈年間出荷量(遠中)3㌔箱〉 〈年間出荷量(遠中)3㌔箱〉 ［共同販売の強化］ ［共同販売の強化］

465,724ｹｰｽ 564,095ｹｰｽ 398,696ｹｰｽ ①白ネギ ①白ネギ

〈中京市場出荷平均単価(遠中)〉 〈中京市場出荷平均単価(遠中)〉 〈中京市場出荷平均単価(遠中)〉 〈年間出荷量(遠中)3㌔箱〉 〈年間出荷量(遠中)3㌔箱〉

365円/kg 415円/kg 428円/kg 391,868ｹｰｽ 396,494ｹｰｽ

〈中京市場入荷平均単価(全体)〉 〈中京市場入荷平均単価(全体)〉 〈中京市場入荷平均単価(全体)〉 〈中京市場出荷平均単価(遠中)〉 〈中京市場出荷平均単価(遠中)〉

323円/kg 393円/kg 388円/kg 320円/kg 302円/kg

②レタス ②レタス ②レタス 〈中京市場入荷平均単価(全体)〉 〈中京市場入荷平均単価(全体)〉

〈年間出荷量(遠中)〉 〈年間出荷量(遠中)〉 〈年間出荷量(遠中)〉 344円/kg 292円/kg

245,556ｹｰｽ 268,905ｹｰｽ 224,534ｹｰｽ ②レタス ②レタス

〈全市場平均単価(遠中)〉 〈全市場平均単価(遠中)〉 〈全市場平均単価(遠中)〉 〈年間出荷量(遠中)〉 〈年間出荷量(遠中)〉

2,087円/ケース 2,061円/ケース 2,701円/ケース 202,870ｹｰｽ 250,295ｹｰｽ

〈協調出荷平均単価(遠中)〉 〈協調出荷平均単価(遠中)〉 〈協調出荷平均単価(遠中)〉 〈全市場平均単価(遠中)〉 〈全市場平均単価(遠中)〉

2,170円/ケース 2,090円/ケース 3,501円/ケース 1,726円/ケース 1,817円/ケース

③海⽼芋 ③海⽼芋 ③海⽼芋 〈協調出荷平均単価(遠中)〉 〈協調出荷平均単価(遠中)〉

〔販売実績〕 〔販売実績〕 〔販売実績〕 1,969円/ケース 1,861円/ケース

〈数量〉 95,643箱 〈数量〉 105,976箱 〈数量〉 77,439箱 ③海⽼芋 ③海⽼芋

〈⾦額〉 261,084千円 〈⾦額〉 265,367千円 〈⾦額〉 283,823千円 〔販売実績〕 〔販売実績〕

〈平均単価〉 2,730円 〈平均単価〉 2,504円 〈平均単価〉 3,665円 〈数量〉 65,304箱 〈数量〉 64,800箱

〈⾦額〉 271,429千円 〈⾦額〉 233,613千円

〈平均単価〉 4,156円 〈平均単価〉 3,605円

［直接販売の強化］

①米穀

米穀販売において、米穀卸売業者への直接販売を強

化してきました。米穀卸売業者との交渉を進め、より高

い販売価格となる販売先を増やしてきました。今後も

⻑期的に安定した取引ができることを前提とした販売

先の確保と選定をしていきます。

②キャベツ

 平成21年から⾼糖度キャベツである「遠中天使の

キャベツ」のブランド化に取り組んでいます。糖度保証を

年内8度、年明け9度とし、糖度検査を実施してから

出荷しています。

 また、平成26年度から「業務・加⼯向けキャベツ」の

直販も本格化し、平成28年度からは「遠中天使の

キャベツ」と「業務・加工向けキャベツ」の統一組織であ

るキャベツ出荷者協議会を組織し、栽培から販売まで

の情報の共有や販売強化に取り組んでいます。

［共同販売の強化］

①白ネギ

 以前は関⻄市場への出荷が主体でしたが、市況や

流通環境を⾒定め、中京市場へシフトすることで、有

利販売できる体制づくりを進めてきました。

②レタス

 経済連を通じて静岡ブランドとして協調出荷を⾏なっ

ています。関東の東京⻘果㈱・東京多摩⻘果㈱・横

浜丸中⻘果㈱に集中することで、市場ごとの占有率を

⾼め、有利販売を⽬指しています。

③海⽼芋

出向く販売の実践により、メイン市場（7社）は基

より、海⽼芋販売強化先市場へのヒアリングを実施し、

産地情報の共有を図り、業務での年末注⽂に対応す

るとともに予約相対取引を進め、海⽼芋の知名度アッ

プ、ブランド強化に努めております。

主要品目ごとの

販売分析により

パートナー市場と

の信頼関係を構

築し、有利販売

に結びつけます。

また、直接販売

による農家所得

の向上を図りま

す。

実

績
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（５）新規就農支援状況（担い手支援）

取り組み状況 目標・目的 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
「がんばる新農業人支援事業」 「がんばる新農業人支援事業」 「がんばる新農業人支援事業」 「がんばる新農業人支援事業」 「がんばる新農業人支援事業」

〈新規就農認定人数〉 1名 〈新規就農認定人数〉 0名 〈新規就農認定人数〉 ２名 〈新規就農認定人数〉 0名 〈新規就農認定人数〉 ２名

〈就農先品目〉 イチゴ１名 〈就農先品目〉 〈就農先品目〉 イチゴ２名

〈就農〉 H28 イチゴ１名、⽩ネｷﾞ、海⽼芋１名 〈就農〉 R2.2月

〈就農〉 H30

〈作付面積〉

〈作付面積〉 〈作付面積〉 イチゴ 40ａ( R2時点)

イチゴ 22ａ(Ｈ30時点) イチゴ 22ａ(Ｈ30時点)

白ﾈｷﾞ・海⽼芋  35ａ(Ｈ30時点)

〈助成件数〉 １３件 〈助成件数〉 １３件 〈助成件数〉 １０件 〈助成件数〉 7件 〈助成件数〉 6件

〈助成⾦額〉 2,015千円 〈助成⾦額〉 1,781千円 〈助成⾦額〉 1,520千円 〈助成⾦額〉 1,400千円 〈助成⾦額〉 1,074千円

〈支援事業品目〉 〈支援事業品目〉 〈支援事業品目〉 〈支援事業品目〉

イチゴ、⽩ネギ、海⽼芋、茶、 イチゴ、⽩ネギ、海⽼芋、茶、 ⽩ネギ、海⽼芋、路地野菜 ⽩ネギ、海⽼芋、路地野菜

水稲、とうもろこし 水稲、とうもろこし 雑穀類 雑穀類、イチゴ、茶、キャベツ

シキミ

該当なし 〈助成件数〉 ２件 〈助成件数〉 ２件 該当なし 該当なし

〈助成⾦額〉 405千円 〈助成⾦額〉 384千円

〈品⽬〉イチゴ、⽩ネギ、海⽼芋               〈品⽬〉イチゴ、⽩ネギ、海⽼芋

〈助成件数〉 ４件 〈助成件数〉 5件 平成30年度にて終了

〈助成⾦額〉 346千円 〈助成⾦額〉 529千円

〈品⽬〉 茶、イチゴ、メロン 〈品⽬〉 茶、⽩ネギ、

新しく農業を始めるには、栽培技術の習得や農地の

確保、または機械や施設に必要な初期投資などさまざ

まな不安があります。そこで⾏政などと連携し、初めての

⽅でも農業に参⼊しやすくするためのサポートを⾏なっ

ています。その一つとして、県の「がんばる新農業人支

援事業」において、「(有)遠中農園」と「管内イチゴ生

産者」の2か所で新規就農者の受け⼊れを⾏なってい

ます。1年間、栽培技術や農業経営を実践的に学ん

だ後、管内での就農を促します。

 平成２５年度の就農者から始まり、上記⽀援事業

を活用して、これまで10名が就農しています。今後も

新規就農者支援に取り組んでいきます。 がんばる新農業

人の新規受入先

の確保や、受入

体制などの整備

により、新規就農

しやすい環境に

し、結果、新規

就農者が増え生

産基盤の確保を

図ります。

実

績

【新規就農者営農⽀援事業】（平成27年より︓１

人20万円以内）

 新規就農者営農⽀援事業は、新規独⽴就農者を

対象に種苗費・肥料費等の農業材料費や修繕費・

動⼒光熱費等の製造経費の助成を⾏ないました。

【新規就農研修⽀援事業】（平成27年より︓研修

生１人あたり月額3万円以内）

 新規就農研修⽀援事業は、新規独⽴就農者を研

修生として受け入れる農家、農業法人等に研修実施

にあたって必要な費⽤の⼀部について助成を⾏ないま

した。

【親元就農⽀援事業】（平成29年より︓１⼈20万

円以内）

親元で農業を学ぶ新規就農者を育成支援すること

により若い労働⼒の確保や後継者育成につなげるた

め、当該親元就農者が就農している農家（親元就

農者先農家）に対して助成を⾏ないました。
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（６）６次化商品開発・販売

取り組み状況 目標・目的 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
・お粥販売開始 ・お粥 ・お粥

〈販売実績〉 13,057個 〈販売実績〉 3,138個 〈販売実績〉 3,437個

・スティック茶、ティーバック開発開始 ・スティック茶 ・スティック茶

〈販売実績〉 210,381本 〈販売実績〉 195,089本(1.2g)

・ティーバック ・ティーバック

〈販売実績〉 72,000個 〈販売実績〉 51,187個(2.0g)

･いわた茶⽸コンビニ発売開始 ・いわた茶⽸コンビニ

〈販売実績〉 12,048本 〈販売実績〉 6,024本

・茶ピア⽸コンビニ販売開始 ・茶ピア⽸コンビニ

〈販売実績〉 3,744本 〈販売実績〉 5,016本

・イチゴジャム発売 ・イチゴジャム

（きらぴ香・紅ほっぺ） 〈販売実績〉 1,303本

〈販売実績〉 1,644本 ・えごまドレッシング発売

・えごまドレッシング発売 〈販売実績〉 3,066本

〈販売実績〉 2,134本 ・ジェラート販売開始

〈販売実績〉 2,863個

・赤しそドレッシング販売開始

〈販売実績〉 1,261個

（７）ファミリーマートとの提携による「宮の市」（地域活性化）

取り組み状況 目標・目的 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
平成27年10⽉ 平成28年4⽉ 産直コーナーの充実 ファミマ商品の充実 ファミマ商品の充実

ファミリーマート一体型運営を内 ファミリーマート森町宮の市店を 産直売上前年対⽐106.5％ ファミマ商品売上 ファミマ商品売上

部決定 オープン 前年対⽐104.2％ 前年対⽐100.1％

平成27年11⽉

出荷部会へ説明会実施 来店客数27年度対⽐198% 来店客数27年度対⽐211% 来店客数27年度対⽐215％ 来店客数27年度対⽐213％

平成28年２⽉ 売上⾦額27年度対⽐183% 売上⾦額27年度対⽐212% 売上⾦額27年度対⽐216％ 売上⾦額27年度対⽐217％

旧宮の市を閉店し新店舗の改

装着手

平成28年3⽉

出荷部会へ出荷説明会実施

管内農産物を幅広く販売し、農家所得向上につなげ

るため新たな販路拡⼤のため６次化商品の開発を積

極的に進めます。

管内農畜産物を

使った加工品の

開発により発信

⼒を⾼め農家所

得の向上を図り

ます。

実

績

地域農産物の販路拡⼤のため平成26年度よりコンビ

ニ⼀体型店舗運営を分析・検討し、平成28年4⽉に

ファミリーマート森町宮の市店をオープンしました。

地域のニーズにより産直品とスーパー機能をそのまま

生かしながらコンビニエンス店舗と融合させた経営スタイ

ルに変更しました。

コンビニ一体型

運営により集客

⼒が⾼まり地域

農産物の販売向

上を図ります。

実

績
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（８）労働⼒確保の動向（担い⼿⽀援）

取り組み状況 目標・目的 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
〈求人者数〉 10名 〈求人者数〉 50名 〈求人者数〉 54名 〈求人者数〉 67名 〈求人者数〉 74名

〈求職者数〉 7名 〈求職者数〉 39名 〈求職者数〉 39名 〈求職者数〉 42名 〈求職者数〉 38名

〈成約者数〉 0名 〈成約者数〉 8名 〈成約者数〉 9名 〈成約者数〉 10名 〈成約者数〉 19名

〈職員による援農支援〉

マッチング3名

（９）農業施設整備動向
取り組み状況 目標・目的 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

・もち⼯房(冷凍設備取得) ・塩蔵加工設備(改修) ・イチゴ夜冷庫(更新) ・茶ピアの異物除去装置 ・⽩ネギ収穫機(更新)

約2,276万円 約1億1,406万円 760万円 972万円 340万円

・⾒付どっさり市店舗改修 ・袋井ﾗｲｽｾﾝﾀｰ荷受設備(更新)

500万円 970万円

・⽩ネギ収穫・定植機(更新) ・レタス播種機(更新) 

416万円 175万円

・磐⽥南部どっさり市冷凍冷蔵 ・袋井集荷場予冷庫(更新)

ショーケース 804万円

169万円

 平成28年1⽉から「ときめきアグリワーク無料職業紹

介所」を開設し、働き手の確保が必要な農家組合員

を支援するとともに、地域の雇用創出に貢献していま

す。しかし、求人者と求職者との間に労働に対する条

件面での差があるため、ギャップを解消しながら取り組

みをしています。

 また、新たに令和元年11⽉から職員による援農⽀

援を開始しました。

無料職業紹介

事業(ときめきア

グリワーク)を通じ

て求職者と農家

とのマッチングによ

り労働⼒の確保

を図ります。

実

績

総合事業の展開により、農家組合員をはじめ、地域

の皆さまがＪＡ事業（ＪＡバンク・ＪＡ共済・ファー

マーズマーケット・農畜産物の出荷、肥料・農薬等の

資材購⼊など）を利⽤していただいて得た利益をもと

に、農業振興関連の助成事業や農業施設への投資

を⾏なっています。

 園芸流通センターをはじめとし、⼟壌分析センター、

茶ピア施設など農業⽀援のため施設整備を⾏なってい

きます。

組合員・利⽤者

の皆さまとともに、

魅⼒ある地域農

業の振興に取り

組みます。
実

績
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（１０）⾦融⽀援動向

取り組み状況 目標・目的 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
【農業資⾦新規実⾏】 【農業資⾦新規実⾏】 【農業資⾦新規実⾏】 【農業資⾦新規実⾏】

467,038千円 907,697千円 697,479千円 1,031,411千円

 (うち制度資⾦)   (うち制度資⾦)   (うち制度資⾦)   (うち制度資⾦)

91,768千円 386,717千円 86,239千円 69,080千円

 (うちJAアグリマイティー資⾦)   (うちJAアグリマイティ－資⾦)   (うちJAアグリマイティー資⾦)   (うちJAアグリマイティー資⾦)

53,300千円 423,810千円 522,640千円 741,680千円

【ＪＡバンク保証料助成】 【ＪＡバンク保証料助成】 【ＪＡバンク保証料助成】 【ＪＡバンク保証料助成】

8,331千円 25,576千円 13,353千円 13,729千円

【⻘年等就農資⾦】 【⻘年等就農資⾦】 【⻘年等就農資⾦】 【⻘年等就農資⾦】

4,788千円 13,602千円 30,909千円 69,080千円

〈⾦融キャンペーン〉 〈⾦融キャンペーン〉 〈⾦融キャンペーン〉 〈⾦融キャンペーン〉 〈⾦融キャンペーン〉

・季節の特産品（メロン･トマ ・地元食材を使用したレストラ ・地元食材を使用したレストラ ・地元食材を使用したレストラ ・新茶（茶ピア厳選３種セット）

ト･海⽼芋等） ン食事券 ン食事券、おかゆ ン⾷事券、お茶饅頭 ・遠州名物からっ風そうめん

〈ＪＡバンク静岡「食の王国」〉 ・お鍋用野菜詰合せ、のし餅、 ・農協の缶ドリンク ・米(歓喜の風)、えごまドレッシ ・いちご、どっさり市野菜セット、ジェ

・ライオンメロン、箱入椎茸 お茶の葉カステラ 〈年⾦感謝デー〉 ング ラートセット、赤しそドレッシング

〈年⾦紹介キャンペーン〉 ・からっ風そうめん 〈年⾦感謝デー〉 〈Ｆサポート〉

・どっさり市こだわりの品詰合せ 〈Ｆサポート〉 ・からっ風そうめん ・米 2,411本（15,055㎏）

〈ＪＡバンク静岡「食の王国」〉 ・お茶、⽶、イチゴ 〈Ｆサポート〉 （遠中コシ・歓喜の風・にこまる）

・ライオンメロン、箱入椎茸 〈ＪＡバンク静岡「食の王国」〉 ・お茶、⽶、イチゴ、トマト、野 ・茶ピアオリジナル茶 150本

・海⽼芋、ライオンメロン 菜詰合せ （粉末茶・ティーバッグ茶、

〈ＪＡバンク静岡「食の国」〉 かぶせ茶・抹茶煎茶・特選）

・えごまドレッシング＆いちごジャ ・肉 862本

ムセット （県内産ポークソーセージセット、

県内産和牛ステーキ肉）

農業者の所得増大と農業生産の拡大に向け、規模

拡⼤などの資⾦や農業経営に係る資⾦への対応とし

て制度資⾦やＪＡアグリマイティー資⾦を提供し利⼦

補給と保証料助成を⾏なっています。

農家組合員への

訪問による情報

収集や事業間連

携と、アグリマイ

ティー資⾦・制度

資⾦を活⽤した

農業資⾦の提案

により⽀援を⾏な

います。

実

績

年度ごとのキャンペーン景品・年⾦感謝デー粗品・定

期貯⾦ご契約プレゼントに農畜産物等を活⽤しまし

た。

実

績
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２．地域貢献活動

（１）なかまづくり活動

取り組み状況 目標・目的 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
【活動内容】 【活動内容】 【活動内容】 【活動内容】

･食農教育活動 (農業体験) ･食農教育活動 (農業体験) ･食農教育活動 (農業体験) ･食農教育活動 (農業体験)

…35件 …35件 …34件 …31件

･農業祭地産地消への取組み ･農業祭地産地消への取組み ･農業祭地産地消への取組み ･農業祭地産地消への取組み

…11件 …11件 …22件 …25件

･エコカーテン花壇で野菜作り ･エコカーテン花壇で野菜作り ･エコカーテン花壇で野菜作り ･エコカーテン花壇で野菜作り

…6件 …6件 …４件 …6件

（活動件数…延52件） （活動件数…延52件） （活動件数…延60件） （活動件数…延60件）

【参加者人数】 【参加者人数】 【参加者人数】 【参加者人数】

･支店運営委員…125人 ･支店運営委員…115人 ･支店運営委員…148人 ･支店運営委員…94人

･生産者組織…71人 ･生産者組織…111人 ･生産者組織…76人 ･生産者組織…81人

･⻘年部⼥性部…272⼈ ･⻘年部⼥性部…250⼈ ･⻘年部⼥性部…229⼈ ･⻘年部⼥性部…196⼈

･地元農家…75人 ･地元農家…165人 ･地元農家…214人 ･地元農家…125人

･地域住⺠⾃治会等…229⼈ ･地域住⺠⾃治会等…608⼈ ･地域住⺠⾃治会等…631⼈ ･地域住⺠⾃治会等…675⼈

･幼稚園小学校等…3,016人 ･幼稚園小学校等…2,162人 ･幼稚園小学校等…2,209人 ･幼稚園小学校等…1,739人

（参加人数…延4,479人） （参加人数…延3,973人） （参加人数…延3,905人） （参加人数…延3,399人）

（２）ボランティア活動

取り組み状況 目標・目的 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
・ふくろい花火クリーンアップ作戦 ・ふくろい花火クリーンアップ作戦 ・浅羽海岸クリーン作戦 ・ふくろい花火クリーンアップ作戦 ・ふくろい花火クリーンアップ作戦

平成27年8⽉9⽇実施 平成28年8⽉7⽇実施 平成29年7⽉2⽇実施 平成30年8⽉11⽇実施 令和元年8⽉11⽇実施

84名参加 84名参加 28名参加 67名参加 108名参加

・はるのリバークリーン ・太田川親水公園清掃活動 ・ふくろい花火クリーンアップ作戦 ・天⻯川クリーン作戦 ・天⻯川クリーン作戦

平成27年8⽉23⽇実施 平成28年8⽉16⽇実施 平成29年8⽉12⽇実施 平成30年10⽉28⽇実施 令和元年11⽉10⽇実施

18名参加 61名参加 80名参加 212名参加 205名参加

・天⻯川クリーン作戦 ・天⻯川クリーン作戦 ・太田川親水公園清掃活動

平成27年10⽉25⽇実施 平成28年10⽉23⽇実施 平成29年8⽉16⽇実施

240名参加 239名参加 70名参加

・天⻯川クリーン作戦

悪天候により中止となり店舗

周辺のゴミ拾いを実施

平成20年から地域貢献活動として役職員が各地

域の天⻯川、太⽥川、イベント後のゴミ拾いなど環境

美化活動に取り組んでいます。

管内がきれいな

地域であり続ける

よう、ボランティア

活動による地域

貢献を実施しま

す。
実

績

 平成2３年から１⽀店１協同活動としてスタートし

た活動も今年度で８年⽬を迎え、「⾷と農」を基軸とし

た「なかまづくり活動」として、各支店において支店運営

委員や⻘年部、⼥性部と⼀緒に全⽀店で実践してい

ます。

①組合員や地域

の皆さんへ「食と

農」への関心を

高めます。

②「食と農」に関

する地域の課題

や不安を解消

し、地域の期待

に応えます。

③組合員や地域

の皆さんとの絆づ

くりをすすめます。

④次世代対策も

含めた⻑期的な

取り組みを⾏な

います。

実

績
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（３）買い物支援

取り組み状況 目標・目的 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
・ふくの市出張販売（豊浜） ・ふくの市出張販売（豊浜） ・ふくの市出張販売（豊浜） ・ふくの市出張販売（豊浜） ・ふくの市 出張販売（豊浜）

・浅羽新鮮市出張販売（小 ・浅羽新鮮市出張販売（小 ・浅羽新鮮市出張販売（小 ・浅羽新鮮市出張販売（小 ・浅羽新鮮市 出張販売

川町） 川町） 川町、和の湯、メロープラザ） 川町、和の湯、メロープラザ） (小川町、和の湯、メロープラザ)

・福祉施設梅⾹の⾥、⽼⼈ ・福祉施設梅⾹の⾥、⽼⼈ ・福祉施設梅⾹の⾥、⽼⼈ ・森の市 (福祉施設梅⾹の⾥、

ホーム豊仙苑への出張販売 ホーム豊仙苑への出張販売 ホーム豊仙苑への出張販売  ⽼⼈ ﾎｰﾑ豊仙苑への出張販売)

・みなみ市場出張販売 ・みなみ市場出張販売 ・みなみ市場出張販売 (和の湯)

（和の湯） （和の湯） ・⾒付どっさり市 (豊岡⽩梅ｹｱﾎｰﾑ）

・山の市出張販売（水窪、浦川）

（４）移動⾦融店舗

取り組み状況 目標・目的 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
〈年間来店者数〉 4,090⼈ 〈年間来店者数〉 3,435⼈ 〈年間来店者数〉 2,656⼈ 〈年間来店者数〉 2,305⼈ 〈年間来店者数〉 2,408⼈

〈１回の平均来店者数〉８人 〈１回の平均来店者数〉７人 〈１回の平均来店者数〉６人 〈１回の平均来店者数〉５人 〈１回の平均来店者数〉５人

 店舗統廃合等により⾦融店舗までの距離がある中

⼭間地を中⼼に地元組合員、利⽤者の利便性確保

のため巡回しています。

（瀬尻、城⻄、三倉、上阿多古、熊切、気多、⼭

香、中部、熊）

中山間地域の過

疎化・高齢化に

対応することや⾦

融店舗までの距

離が離れているこ

とによる組合員へ

与える影響を軽

減し、地域に根

ざした活動のため

に導入していま

す。

実

績

 近隣にスーパーなどがなく、⾞を運転できないような買

い物弱者や高齢者の買い物を支援するため、平成25

年から農産物直売所の出張販売を地元⾃治会、福

祉施設等と連携して⾏なっています。当初は「ふくの

市」１店舗から始まり、現在では「あさば新鮮市」「森

の市」「⾒付どっさり市」でも活動を進めています。ＪＡ

支店のほか、福祉施設や地域の公園などで毎週また

は隔週で出張販売を⾏なっています。地域のニーズに

合った事業を展開し、利⽤者同⼠のコミュニケーション

の場所づくりにもつながる取り組みを目指しています。

買い物弱者を支

援し、出張販売

を通じて地産地

消の促進と地域

ふれあい活動を

実施します。
実

績
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３．話し合い強化

（１）役員訪問活動

取り組み状況 目標・目的 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
役員による組合員訪問の実施 役員による組合員訪問の実施

〈訪問期間〉平成29年12⽉ 〈訪問期間〉平成30年11⽉

〜平成30年3⽉ 〜平成31年2⽉

〈訪問実績〉 〈訪問実績〉

・経営管理委員…80先 ・経営管理委員…61先

（うち認定農業者44先） （うち認定農業者61先）

・常勤役員…168先 ・常勤役員…78先

（うち認定農業者121先） （うち認定農業者78先）

・職員…52先 ・職員…10先

（うち認定農業者35先） （うち認定農業者10先）

・合計…300先 ・合計…149先

（うち認定農業者200先） （うち認定農業者149先）

（２）座談会

取り組み状況 目標・目的 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
・総代会事前説明会６月開催 ・総代会事前説明会６月開催 ・総代会事前説明会６月開催 ・総代会事前説明会６月開催 ・総代会事前説明会６月開催

〈会場〉 3会場 〈会場〉 3会場 〈会場〉 3会場 〈会場〉 3会場 〈会場〉 3会場

〈参加人数〉 746名 〈参加人数〉 707名 〈参加人数〉 696名 〈参加人数〉 741名 〈参加人数〉 718名

〈意⾒要望〉 12件 〈意⾒要望〉 17件 〈意⾒要望〉 11件 〈意⾒要望〉 20件 〈意⾒要望〉 27件

・地区別座談会 ・地区別座談会 ・地区別座談会 ・地区別座談会 ・地区別座談会

〈会場〉 基幹支店７会場 〈会場〉 基幹支店７会場 〈会場〉 基幹支店７会場 〈会場〉 支店１９会場 〈会場〉 支店１7会場

〈参加人数〉 588名 〈参加人数〉 587名 〈参加人数〉 633名 〈参加人数〉 698名 〈参加人数〉 656名

〈意⾒要望〉 38件 〈意⾒要望〉 48件 〈意⾒要望〉 37件 〈意⾒要望〉 116件 (准組合員32名)

〈意⾒要望〉 121件

４．役職員の意識共有統⼀

取り組み状況 目標・目的 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
全役職員参加の「職員研修 全役職員参加の「職員研修 全役職員参加の「職員研修 全役職員参加の「職員研修 全役職員参加の「職員研修

大会」の開催 大会」の開催 大会」の開催 大会」の開催 大会」の開催

平成27年4⽉11⽇(⼟) 平成28年4⽉9⽇(⼟) 平成29年7⽉8⽇(⼟) 平成30年4⽉14⽇(⼟) 平成31年4⽉13⽇(⼟)

森町文化会館ミキホール 磐⽥市⺠⽂化会館 森町文化会館ミキホール 森町文化会館ミキホール 森町文化会館ミキホール

 組合員の意⾒・要望を事業に反映していくため、これ

までは地区別に７基幹支店単位での座談会を開催し

てきたところですが、より一層組合員との徹底した話し

合いをするため平成30年度から⽀店別（37⽀店）

座談会へとより細かな単位での開催とし、地域組合員

との話し合いの場としていきます。

組合員の皆さま

から、より多く、よ

り地域に密着し

た意⾒を集める

場とするために、

細分化して開催

します。

実

績

 年度当初に全役職員による研修⼤会を開催し、事

業計画、重点的に取り組む内容などの意思統一を

図っています。

組織および事業

の方針について

役職員の意思統

一を図るため実

施しています。

実

績

平成29年度より認定農業者、部会代表者等へ常

勤・⾮常勤役員が組合員宅へ出向き膝を交えた話を

し、意⾒・要望を１４項⽬にまとめ取り組みを進めてい

るところです。

 平成３０年度も認定農業者を中⼼に訪問活動を

実施していきます。

組合員との徹底

した話し合いが

求められているこ

とから、役員が直

接組合員先へ出

向くことによる関

係強化を図り、

自己改革につい

て理解を深めて

もらうために訪問

活動を実施しま

す。

実

績
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