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本冊子についてのお問い合わせは
いるま野農業協同組合本店

総合企画部　企画課　まで

〒350-1105
埼玉県川越市今成2－29－4
TEL.049－224－1607㈹  
FAX.049－224－1617

※　当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。
※　事業区分については、「農業協同組合法施行規則」（以下、「法施行規則」という。）の定めによるものです。
※　総資産および貸出金については、貸付留保金を控除した数値としています。

いるま野農業協同組合
設　立　日：平成８年４月１日
本店所在地：埼玉県川越市今成二丁目29番地4
正組合員数：29,829人
准組合員数：70,667人
出　資　金：5,778百万円
主 要 施 設：本店　１　　支店　53
事 業 区 域：川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野

市、入間郡三芳町、入間郡毛呂山町、入間郡越生町

※　当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。
※　事業区分については、「農業協同組合法施行規則」（以下、「法施行規則」という。）の定めによるものです。
※　総資産および貸出金については、貸付留保金を控除した数値としています。

（注）本誌に掲載している計数は単位未満を切り捨て表示しておりますので、合計と一致しな
い場合があります。

単位：百万円

単位：百万円

ＪＡいるま野のプロフィール（令和２年３月31日現在）

最近５年間の主な経営指標の推移＜単体＞

最近５年間の主な経営指標の推移＜連結＞

種　　　　　類 平成28年３月期 平成29年３月期 平成30年３月期 平成31年３月期 令和２年３月期
総 資 産 額 1,196,741 1,238,394 1,275,035 1,307,372 1,286,368
預 金 残 高 703,542 740,323 763,773 785,044 756,254
貸 出 金 残 高 388,281 390,210 403,556 412,007 411,728
有 価 証 券 残 高 52,005 49,106 49,459 51,772 53,867

貯 金 等 残 高 1,120,448 1,160,635 1,195,922 1,226,320 1,204,076
出 資 金 5,993 6,014 5,963 5,841 5,778
（ 出 資 口 数 ） (5,993,735) (6,014,476) (5,963,298) (5,841,480) (5,778,063)
純 資 産 額 69,165 70,529 71,824 73,453 75,065
経 常 収 益 23,855 23,475 23,637 22,856 22,325
信 用 事 業 収 益 10,813 10,494 10,289 10,150 9,844
共 済 事 業 収 益 3,838 3,925 3,953 3,888 3,724
農業関連事業収益 4,710 4,500 4,664 4,487 4,543
その他の事業収益 4,492 4,555 4,730 4,329 4,213

経 常 利 益 3,026 3,119 3,214 2,847 2,752
当 期 剰 余 金（ 注 ） 2,203 2,421 2,177 2,207 2,296
剰余金配当の金額 715 601 581 370 292
出 資 配 当 金 118 118 117 115 114
事 業 分 量 配 当 金 596 482 463 255 177

単体自己資本比率（％） 17.93％ 14.97％ 14.54％ 13.72％ 13.74％
職 員 数（ 人 ） 1,434人 1,438人 1,390人 1,398人 1,384人

種　　　　　類 平成28年３月期 平成29年３月期 平成30年３月期 平成31年３月期 令和２年３月期
総 資 産 額 1,197,643 1,239,480 1,276,148 1,308,350 1,287,559
純 資 産 額 69,814 71,504 73,071 75,286 77,122
経 常 収 益 28,036 27,307 27,416 26,550 25,864
信 用 事 業 収 益 10,813 10,494 10,289 10,150 9,844
共 済 事 業 収 益 3,890 3,976 4,005 3,941 3,781
農業関連事業収益 4,710 4,500 4,664 4,487 4,543
その他の事業収益 8,621 8,336 8,457 7,971 7,695

経 常 利 益 3,319 3,336 3,448 3,010 2,886
当 期 剰 余 金（ 注 ） 2,390 2,562 2,335 2,316 2,383
連結自己資本比率（％） 17.90% 15.04% 14.68% 13.97% 14.03%
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　平素は、ＪＡいるま野をご利用いただきまして、誠にありがとう
ございます。
　組合員・地域の皆様のご協力により、おかげさまをもちまして、各
事業とも順調に進展しておりますことに厚く御礼を申し上げます。
……令和元年度日本経済の上半期は、海外経済の減速を背景に外需がか
げるなか、所得・雇用環境の引き締まりと、消費増税前の駆け込み
需要から、堅調な内需に支えられ好調に推移しました。
　年度後半以降、相次ぐ大規模災害、天候不順に加え個人消費は消
費増税の影響により落ち込み、年明けからの新型コロナウィルス感
染拡大による生産活動制限が世界規模で広がり、終息が見通せない
まま急速に景気が悪化しています。
……農業の生産現場では、農業者の高齢化、担い手不足による耕作放棄
地の拡大、農業生産基盤の弱体化が不安視されるなか、頻発する自

然災害、鳥獣被害、家畜伝染病の発生等、様々な問題が生じております。
　ＪＡグループでは、ＪＡ全中の一般社団法人化を受け、各ＪＡが自己責任による経営を求めら
れ、創造的自己改革の実践により、地域・組合員の声に応え、地域農業に貢献していくこととな
りました。
　当組合は、「農業者の所得増大・農業生産拡大へのさらなる挑戦」「地域活性化への貢献」「わ
たしたちのＪＡ意識の向上と協同活動の展開」の３つの基本方針を掲げて第八次中期３ヶ年計画
を策定し、地域・組合員の声に寄り添い、「わたしたちのＪＡ」づくりを進めて参りました。
　全国一斉の自己改革に関するアンケート調査では、正・准組合員の信頼と期待の声を真摯に聴
き取り、意見の反映に努めました。また、「准組合員懇談会」を開催し、直接対話による意見反映
の場を創り、「食」と「農」の大切さを伝え、農業協同組合運動の輪を広げました。
……営農事業面では、農業者の経営規模・販売形態に即した提案活動を充実させ、新たな取引先の
開拓や安定価格のための契約取引の拡大、鮮度を重視した物流センターへの直接納品など、品質
の更なる安定化と物流コストの低減を進め、取引先との強固な信頼関係の構築に努めました。ま
た、直売所間流通の実践により充実した品揃えと、直売所利用者の意見を反映した魅力ある店舗
づくりに取り組み、消費者に親しまれ生産者に喜ばれる直売所運営の強化に努めました。「農業
経営高度化支援事業」では、農業生産拡大に向けた支援を継続的に行い、農業メインバンク機能
強化の取り組みでは、事業横断的な営農相談を積極的に取り組み、総合事業の強みを発揮しまし
た。東洋ライス（株）と「包括連携協定」を締結し、コメの付加価値向上・健康増進・環境貢献への
取り組みを積極的に進めました。「さといも選果施設」の建設に着手し、全国有数の産地として農
業者支援の充実に力を注ぎました。また、狭山茶業農業協同組合との合併準備を行い、管内の狭
山茶販売の強化を進めました。
……信用・共済事業面では、正組合員全戸対話運動により、正組合員との接点づくりに努めるとと
もに、高品質なサービス提供としてＪＡネットバンクの機能強化・普及に努めました。ウィンター
キャンペーンでは、管内いちご農家での収穫体験または直売所利用券を付けたネットバンク・Ａ
ＴＭ定期貯金の販売など、農協ならではの金融商品を提供しました、准組合員限定の農業収穫体
験では、ＪＡ共済の「地域農業活性化促進事業」支援のもと、地域ごとの開催も広がり、大変好評
いただきました。
　経営管理面では、組合員、利用者の多様なニーズに対応し、支店完結型多機能サービスの提供と、
事務リスク管理体制の整備を両立するため、黒須支店を西武支店に、奥富支店を狭山支店に統合
するなど、経営環境の変化に対応した柔軟な店舗機能強化再編整備に取り組み、働き方改革のも
と業務の見直し・省力化を進めています。
…今後とも組合員をはじめ地域の皆様と共に、役職員一同、より良いＪＡづくりに邁進いたしま
すので、一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ごあいさつ

いるま野農業協同組合
　代表理事組合長　　大  木    清  志
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『JA綱領』
－わたしたちＪＡのめざすもの－

　わたしたちＪＡの組合員・役職員は、協同組合運動の基本的な定義・価値・原則（自
主、自立、参加、民主的運営、公正、連帯等）に基づき行動します。そして、地球的
視野に立って環境変化を見通し、組織・事業・経営の革新をはかります。さらに、地域・
全国・世界の協同組合の仲間と連携し、より民主的で公正な社会の実現に努めます。
　このため、わたしたちは次のことを通じ、農業と地域社会に根ざした組織としての
社会的役割を誠実に果たします。

＜　解　説　＞
　ＪＡ綱領は、ＪＡの組合員、役職員が次の５つの対象に対して社会的役割・使命を果たすことを
宣言したものです。１番目が消費者に対して、２番目が地域住民に対して、３番目が事業の利用者
に対して、４番目が出資者に対して、５番目が協同活動の担い手に対して、となっています。
①�　農業協同組合として農業を振興して、新鮮で安全な食糧（「食」）を安定供給する機能と自然環境
（「緑と水」）が有する公益的な機能を守り、「消費者」と国民の期待に応えていくこと。
②�　緑豊かな地域循環型の環境づくり、地域の伝統文化や食文化の堅持とともに新しい地域文化の
創造、農とのふれあい等を通じて、「地域住民」の生活を支援していくこと。
③�　ＪＡの「事業・活動への参加者（利用者）」の結集（「連帯」）と、他のＪＡ、連合会や協同組合との「連
帯」を力にして、適正な価格による質の高い商品とサービス（「協同の成果」）を実現し、人のふれあ
いを添えて「事業・活動への参加者（利用者）」に提供していくこと。
④�　「出資者」が管理する「自主・自立」の組織として、自己責任経営のもとで「出資者」やその代表に
より的確に管理監督できる「民主主義」が有効に機能する情報開示（信用の確保）、安定した財務構
造の確立、企業家精神を鼓舞した積極的な挑戦（「健全な経営」）を実践することで、役職員・経営
方針・施策などの「信頼」を高めていくこと。
⑤�　①から④までに掲げた価値観（「協同の理念」）に賛同（堅持）する組合員、役職員、地域住民の仲
間と共に、広く情報を収集し、共に学び、ＪＡの活動に積極的に参加することを通じて、一人ひ
とりの自己実現の欲求を充足し、「生きがい」や働きがいを将来に向かって追及すること。

わたしたちは
１．地域の農業を振興し、わが国の食と緑と水を守ろう。
１．�環境・文化・福祉への貢献を通じて、安心して暮らせる豊かな地域
社会を築こう。

１．ＪＡへの積極的な参加と連帯によって、協同の成果を実現しよう。
１．�自主・自立と民主的運営の基本に立ち、ＪＡを健全に経営し信頼を
高めよう。

１．協同の理念を学び実践を通じて、共に生きがいを追求しよう。

JA綱領
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経営理念・方針・管理体制

人に優しい豊かな
地域社会を目指して

理 念

基本方針

経営管理
体制

1

2

3

「農業者の所得増大」「農業生産拡大」へのさらなる挑戦
消費者の信頼にこたえ、安心・安全な農畜産物を持続的・安定的に供給できる
地域農業を振興し、農業者の所得増大を支えてまいります。

「地域活性化」への貢献
総合事業を通じて地域の生活インフラ機能の一翼を担い、協同の力で豊かでく
らしやすい地域社会の実現に貢献してまいります。

「わたしたちのＪＡ」意識の向上と協同活動の展開
組合員との対話を通じた事業、活動、組合員組織等を展開することで、次世代
とともに、「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合」の役割を発揮して
まいります。

　当ＪＡは農業者により組織された協同組織であり、正組合員の代表者で
構成される「総代会」の決定事項を踏まえ、総代会において選出された理
事により構成される「理事会」が業務執行を行なっています。また、総代
会で選任された監事が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行なっ
ています。
　組合の業務執行を行う理事には、組合員の各層の意思反映を行うため、
青年部や女性部などから理事の登用を行っています。また、信用事業につ
いては専任担当の理事を置くとともに、農業協同組合法第30条に規定する
常勤監事及び員外監事を設置し、ガバナンスの強化を図っています。
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　組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知
識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適切
な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。

　組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商
品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していた
だくよう努めます。

　不確実な事項について断定的な判断を示したり、事
実でない情報を提供するなど、組合員・利用者の皆さ
まの誤解を招くような説明は行いません。

　電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さま
のご都合に合わせて行うよう努めます。

　組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行え
るよう役職員の研修の充実に努めます。

　販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからの
ご質問やご照会については、適切な対応に努めます。

1.

2.

3.

4.

5.

　当ＪＡは、協同組合金融の理念に基づき組合員の皆さまの事業や生活に必要な資金を中心に貸出
を行うとともに、「堅実・健全」という経営理念の下に貸出運営に取り組んでいます。特に債権管理
を徹底し、不良債権の新規発生防止に極力努めております。万一、発生した不良債権については早
期回収に努める一方、資産自己査定に基づく貸倒引当金を設定するなど、財務を健全に維持するこ
とに努めています。
　令和元年度は農業担い手に対する融資・相談機能の強化及び関係構築を図るため、担い手等全戸
訪問をはじめとした取り組みを行い、農業資金の融資にかかる保証料の負担軽減を図りました。
　また、地域の皆さまの多様なニーズに応えるため、住宅ローンをはじめとした取り組みを積極的
に行いました。
　令和２年度におきましても、積極的かつ堅実・健全な貸出運営を堅持し、組合員・地域社会全体
の発展に貢献するよう努めてまいります。

　当ＪＡは、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等に係る勧誘にあたっては、次の事項
を遵守し、組合員・利用者の皆さまに対して適正な勧誘を行います。

金融商品の勧誘方針

6.

貸出運営について
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ＪＡいるま野と地域社会について
　ＪＡいるま野は、川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふ
じみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町の10市３町を事業区域として、農業者を中心とした地域住民の方々が
組合員となって、相互扶助（お互いに助け合い、お互いに発展していくこと）を共通の理念として運営される
協同組織であり、地域農業の活性化に資する地域金融機関です。
　当ＪＡでは、皆様からお預かりした大切な財産である「貯金・積金」を源泉として、資金を必要とする組合
員の皆様方や、地方公共団体などにもご利用いただいております。
　当ＪＡは、地域の一員として、農業の発展と健康で豊かな地域社会の実現に向けて、事業活動を展開して
います。
　また、ＪＡの総合事業を通じて各種金融機能・サービス等を提供するだけでなく、地域の協同組合として、
農業や助け合いを通じた社会貢献に努めています。

　当ＪＡは、組合員の皆様
や地域のお客さまの着実な
資産づくりのお手伝いをさせ
て頂いています。

組合員の皆様･地域のお客さま
うち組合員数：100,496人

※ＪＡにおける「組合員」とは？
　事業区域内にお住まいや勤務の方は組
合員になる資格があります。また、組合員
以外のお客さまにも一定の範囲内でＪＡのサ
ービスをご利用頂けますので、お気軽にお
声掛けください。

地域からの資金調達の状況
　当JAでは、お客さまのニーズにお
応えするため、懸賞品付定期貯金
や公的年金お受取りの方を対象とし
た優遇金利定期貯金など特徴ある
商品をご用意していますが、今後も
新商品の開発やサービスの一層の
充実に向けて努力してまいります。

貯金･積金残高
1兆 2,040億円

文化的･社会的貢献に関する事項
（地域との繋がり）

⑴「地域との共生」を指針として小さな活動か
らを合言葉に、福祉、スポーツをはじめとし
た地域活動等を通じて文化的･社会的貢
献活動を展開しています。

⑵利用者ネットワークとして、各種友の会や
部会を設置し、さまざまな活動を展開してい
ます。

⑶広報誌いるま野やホームページ等を通じて
情報提供やご意見を承っておりますのでご
利用ください。
https://www.ja-irumano.or.jp

出資金
57億円

貯金･積金
1兆 2,040億円
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地域への資金供給の状況
（貸出金に関する事項）
　組合員の皆様や地域のお客様からお
預かりした大切な貯金積金を、資金を必
要とされている組合員をはじめとして、地
域にお住まいの方や事業者の方々へ適
正に供給し、農業や地域経済の活性化
に寄与しています。

貸出金残高
（貸付留保金を含む）

4,137億円
　　組合員	 3,870億円
　　地公体等	 218億円
　　その他	 48億円
＊制度融資の実績
　農業近代化資金	 3.1億円
＊農業支援融資商品
営農ローン・農業経営資金等
＊個人向けローン、事業者向け融資につ
いても各種ご用意しております。

貸出金以外の運用に関する事項
　安全性と流動性を重視し、安定収益確保
のため預金や国債等の有価証券で運用して
います。
　　　預金残高	 7,562億円
　　　有価証券残高	 538億円

組合員 ･地域の皆様

※計数は、令和２年３月末現在です。
※記載内容、商品についてご質問がございましたら、お気軽にお問い合せください。

JAいるま野
常勤役職員	 1,394人
（うち常用的臨時雇用者は276人）

支店数	 ５3支店
ATM設置台数	 74台
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農業者の所得増大・農業生産拡大に向けた取り組み
　当ＪＡは、「ＪＡいるま野自己改革工程表」「第八次中期３ヶ年計画」（平成31年４月１日～令和４年３月31日）
を策定し、「農業者の所得増大」「農業生産拡大」へのさらなる挑戦、「地域活性化」への貢献、「わたしたちのJA」
意識の向上と協同活動の展開の３つの基本方針を掲げ、組合員の営農と生活のために貢献できるJAを目指して
取り組みました。

　⑴　主力品目野菜の契約取引販売の拡大による有利販売の実現
　　【令和元年度目標】契約取引販売の拡大：3,540ｔ
　　【令和元年度達成状況】…契約取引販売の拡大：3,835ｔ
　　　　　　　　　　　　・…既存契約の拡大と新たに６件の取引先を開拓し、契約取引件数が41件となり3,835

ｔの取扱いで計画対比108％となりました。

　⑵　いるま野産米の付加価値向上と金芽米(健康機能米)を活用した健康増進活動の展開
　　【令和元年度目標】金芽米「彩のきずな」の原料玄米数量の拡大：300ｔ
　　【令和元年度達成状況】金芽米「彩のきずな」の原料玄米数量の拡大：357ｔ
　　　　　　　　　　　　・…東洋ライス㈱との包括連携協定（６月27日締結）による金芽米「彩のきずな」357ｔを

取り扱い、計画対比119％となりました。

　⑶　マーケット・インに基づく生産販売への取り組み
　　【令和元年度目標】契約栽培の拡大：18ha
　　【令和元年度達成状況】契約栽培の拡大：19.5ha
　　　　　　　　　　　　・…ローソン向け「ゆうだい21」、牛丼チェーン向け「大粒ダイヤ」、全農向け「ほしじるし」

「ちほみのり」と酒造向け「さけ武蔵」の契約栽培に取り組み、契約栽培面積19.5ha、
出荷数量は84ｔの取扱いとなりました。

　⑷　生産者の期待に応える生産資材の提供と価格の実現
　　【令和元年度目標】肥料（銘柄集約）の取扱い拡大：２品目2,000袋
　　【令和元年度達成状況】…肥料（銘柄集約）の取扱い拡大：３品目4,907袋
　　　　　　　　　　　　【銘柄】けやき有機30号…1,348袋　野菜専用370…2,186袋　野菜専用570…1,373袋…
　　　　　　　　　　　　・…有機化成・配合肥料を３銘柄へ集約し取扱い拡大を図りました。生産資材の共同

購入運動や大型規格農薬の商品提案を積極的に取り組み、生産コストの低減に努
めました。

　⑸　生産技術支援等による労働生産性の向上
　　【令和元年度目標】農業機械類導入価格の削減：２品目
　　【令和元年度達成状況】…農業機械類導入価格の削減：２品目
　　　　　　　　　　　　・…さといも応援キャンペーンを通じた農業機械類（さといも移植機）の共同購入に取

り組みました。また積極的に中古農業機械を含めた低価格モデル（タウンエースト
ラック）を提案しました。

農業の担い手育成に向けた取り組み
　当ＪＡは、新たに農業に取り組む担い手育成に向けて、県・市・町・農業委員会・指導農家と連携を図り、「い
るま地域明日の農業担い手育成塾」に取り組んでいます。
　また、正組合員及びその家族の定年帰農者を対象にした「農業塾」を開催し、農業の担い手育成に積極的に取
り組んでいます。
　併せて、金融面から農業の担い手を支援するため、国の制度資金を絡めた担い手金融機能強化に取り組みます。

農業振興活動
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　当ＪＡは、貯金や融資等を行う信用事業から共済事業、購買事業、販売事業、指導事業や宅地等供給事業など、
各種事業の展開を通じて、組合員の皆様への奉仕はもとより、地域の皆様に様々な事業機能やサービスを提供
することにより、農業や地域経済社会の健全な発展に寄与することで社会的・公共的使命を果たしてまいります。
　また、地域社会の一員としての責任を自覚し、地域の各種行事や催事等への参画やＪＡの社会・文化的活動
をとおして、少しでも地域社会の発展や活性化のお役に立ちたいと思っています。
　今後とも協同組合運動の理念である「一人は万人のために、万人は一人のために」を念頭におき、より良き地
域社会人として、組合員の皆様をはじめとした地域の皆様といっしょに歩んでゆきたいと思っています。

社会的責任や社会的貢献に対する考え方

リスク管理について
リスク管理の基本的な考え方
　経済・金融の各種商品やシステムの複雑化と高度化が一段と進展し、ＩＴ技術の進歩が社会に大きな変革を
もたらすようになった今日、ＪＡを取り巻く経営環境は急速に変化しています。また、規制緩和の進展により、
業態を超えた提携や異業種からの金融業務参入など、競争がますます厳しさを増しています。そのため、ＪＡ
が抱えるリスクはかつてないほど大きく幅広いものとなっています。
　ＪＡが抱えるリスクには、信用リスクや市場リスクのように経営環境によるリスクと、事務リスクや情報資
産リスクなどのように業務活動に伴い必然的に発生するリスクとがあります。ＪＡは、とるべきリスクと回避
すべきリスクとを的確に見極めて、安定的な経営を確保する必要があります。
　当ＪＡでは、ＪＡバンクの基本方針に基づく「モニタリング」の実施や「各種のガイドライン」等を定めて内部
統制を強化しています。
　また、これらのリスクを総合的に管理・コントロールすべく、経営層をメンバーにした各種リスクの管理委
員会・会議等で組織横断的な協議ができるリスク管理態勢を整えています。
　このように、当ＪＡをご利用する皆様が安心してお付き合いいただけるＪＡをめざして日々リスク管理態勢
の向上に努めております。

●信用リスク管理（信用リスク：与信取引先の財務状況悪化等により損失を被るリスク）
　当ＪＡでは、資産の健全性を維持・向上させ、組合員・地域の皆様方に積極的な事業運営をしていくことを
最重要課題としています。規程に基づく自己査定制度を根幹に、融資（推進）と審査とを分離した個別案件の審査・
与信管理により牽制が働く体制としています。また、経営陣を含めた融資審査委員会を開催して重要案件を審
議しています。
　この審査体制を支える人材の育成については、融資・審査業務の専門家の育成とともに、各職務に応じた実
践的な教育研修プログラムを実施し、体制の強化に努めています。
●市場リスク管理（市場リスク：金利、株価等の変動により損失を被るリスク）
　当ＪＡでは、このリスクに対しては、運用方針と資金バランスの適切な把握が最も重要であると考えています。
よって、運用は、安全性と流動性を重視し、金利変動のヘッジ及び安定収益を確保するための資金ポートフォ
リオの構築という基本方針や取引極度を経営陣により決定し、定期的報告を実施するとともに、経営層で構成
するＡＬＭ委員会において、運用・調達構造の点検をして財務内容の安定に努めています。
　また、運用においては、取引執行部門と事務・オペレーション部門とを分離し、牽制が効果的に働く体制を
構築しています。
●オペレーショナルリスク管理（オペレーショナルリスク：内部管理上の問題や外部要因により損失が発生する

リスク）
　当ＪＡでは、オペレーショナルリスクを、流動性リスク、事務リスク、情報資産リスク、人事労務・不正に
係るリスク、法務・コンプライアンスリスクに係るリスク、災害に伴うリスク、評判リスクなどを含む幅広い
リスクであるとともに、このリスク管理がお取引いただく皆様との日々の信頼関係を築く上で最も基本となる
ものと考えております。
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コンプライアンス（法令等遵守）の態勢
　「コンプライアンス」とは、一般的に「法令
等遵守」と解釈され、ＪＡが日常業務を遂行
する上で関わってくる数多くの法令・規則等
を遵守することはもちろんのこと社会的規範
を全うし正しく行動することです。
　地域金融機関であり、農業者・組合員の相
互扶助組織であるＪＡは、農業、地域経済・
社会の健全な発展に寄与する使命を持ってい
ることから、より高い公共性と社会的責任が
求められています。
　当ＪＡでは、代表理事組合長以下役職員全
員が日々の業務活動の中で「コンプライアン
ス」を着実に実践していくことが、組合員や
地域社会から「信頼」される基本であると考え、
経営の最重要課題と位置づけ取り組んでいま
す。

コンプライアンス態勢と運営
　当ＪＡでは、コンプライアンス統括部署を
リスク統括部リスク管理課として、経営陣を
含むコンプライアンス委員会を設置するとと
もに、すべての部課、支店等にコンプライア
ンス担当者・責任者を配置し、コンプライア
ンスの啓発活動及び遵守状況のモニタリング
並びに自主検査等を行っています。
　年度ごとにコンプライアンス委員会で策定
した「コンプライアンス・プログラム」を理事
会で決定し、コンプライアンスの実践に取り組んでいます。また、コンプライアンスの組織風土を役職員一人
ひとりに浸透させることが重要であることから、コンプライアンス委員会で「コンプライアンス・マニュアル」
を策定し、全職員にこれを周知させるよう各種会議や研修会等の機会を利用して指導しています。さらに、経
営者自らも率先垂範してこの実践と指導に当たっています。

　当ＪＡでは、このリスクを適切に認識・コントロールする体制の整備・充実に積極的に取り組んでおります。
○流動性リスク管理：流動性リスクとは、財務内容の悪化などにより資金繰りがつかなくなるリスクです。
　当ＪＡでは、資金調達の構成や資金の流動性をＡＬＭ委員会で点検し、適正な資金流動性を確保して……………………
います。また、系統ＪＡグループ全体で対応する体制も整えています。

○事務リスク管理：事務リスクとは、役職員の誤った事務処理や不正などにより損失を被るリスクです。
　当ＪＡでは、貯金、為替、貸出などの金融業務に加え、共済業務や経済業務まで多種多様な業務につ……………………
いて、手続・権限の厳格化、機械化による手作業事務処理の削減、現金・現物の管理体制の強化、事……………………
務事故のデータベース化、内部監査、事務指導の充実を図り事務リスクの削減に努めています。発生……………………
した事務事故などは、当ＪＡの全業務部署で共有し、再発防止を図っています。

○情報資産リスク管理：情報資産リスクとは、システム障害や情報漏洩などにより損失を被るリスクです。
　当ＪＡでは、系統ＪＡグループの全国システムに移行するとともに、重要なシステム導入に当たって……………………
はテスト経過などを慎重に検討しています。万一システム障害が発生した場合の影響を極小化するた……………………
め、インフラの２重化など必要な対策を講じています。取引先の情報や個人情報については、情報保……………………
護のため、システムへの不正侵入の防止策を講じるとともに、情報の機密性に応じた管理を行ってい……………………
ます。発生したシステム障害などは、当ＪＡの全業務部署で共有し、再発防止を図っています。
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①　苦情処理措置の内容
　当ＪＡでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その内容をホームページ・
チラシ等で公表するとともに、ＪＡバンク相談所やＪＡ共済連とも連携し、迅速かつ適切な対応に努め、苦
情等の解決を図ります。

受付窓口
当ＪＡの各支店等にお申し出下さい。…（支店連絡先は　P.28をご覧下さい。）
本店の受付窓口につきましては、こちらへお申し出下さい。

信用事業（貯金・為替業務）･･･…金融共済部…推進企画課…（電話：…0120-88-3641）
信用事業（融資業務）…････････金融共済部　融資課… （電話：…0120-88-3646）
共済事業…･･････････････････金融共済部　共済課… （電話：…0120-88-3645）
　受付時間… 午前９時～午後５時… （金融機関の休業日を除く）

②　紛争解決措置の内容
　当ＪＡでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。

・信用事業
埼玉弁護士会示談あっせん・仲裁センター
①の窓口または一般社団法人ＪＡバンク相談所（電話：03-6837-1359）にお申し出ください。

・共済事業
一般社団法人　日本共済協会　共済相談所…（電話：…03-5368-5757）
　　https://www.jcia.or.jp/advisory/index.html
一般財団法人　自賠責保険･共済紛争処理機構…
　　http://www.jibai-adr.or.jp/
公益財団法人　日弁連交通事故相談センター…
　　https://n-tacc.or.jp/
公益財団法人　交通事故紛争処理センター
　　http://www.jcstad.or.jp/
日本弁護士連合会　弁護士保険ＡＤＲ
　　https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html

　各機関の連絡先（住所・電話番号）につきましては、上記ホームページをご覧いたただくか、①の窓口にお
問い合わせ下さい。

金融ＡＤＲ制度への対応

　内部監査は、経営目的を達成するための内部管理体制の適切性や有効性を、組織上完全に独立した部門が検
証し、必要に応じて問題点の改善・是正に関する提言を行うプロセスです。
　当ＪＡでは、法令等を遵守し、適切なリスク管理体制を整備するうえで、内部監査機能の整備が必要不可欠
との認識のもと、監査部を設置し、リスクの種類・程度に応じた監査計画に基づき、効率的かつ実効性のある
内部監査の実現に努めています。
　また、ＪＡいるま野グループでは、子会社についても監査部又は子会社に設けられた監査課による計画的内
部監査を実施し、グループ全体の健全性確保に向けた取り組みを行っています。

内部監査
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JAいるま野の沿革
▶平成８年
４月１日	 いるま野農業協同組合誕生
４月22日	 川越中央支店開店
６月28日	 精明支店事務所新築オープン
８月30日	 美杉台支店事務所新築オープン
９月14日	 住宅展示場「ハウスフォーラムふじみ野」

開設
10月７日	 川越地区本部管内営農センター新設
11月18日	 坂戸三芳野支店改装
▶平成９年
２月３日	 高階支店事務所新築オープン
２月７日	 ＪＡ全国広報大賞受賞、埼玉県知事賞受賞

（広報部門）
５月15日	 農林水産省経済局長賞受賞（農協教育広報

優績表彰）
５月26日	 城山デイサービスセンター開設
10月16日	 結婚相談所開設
11月17日	 高萩東支店統合廃止
12月26日	 大家支店、坂戸支店改装
▶平成10年
３月９日	 埼玉県知事賞受賞（広報部門）
３月30日	 ホームページ開設
５月14日	 農林水産大臣賞受賞（教育広報部門）
６月23日	 WINGPLAN21（長期基本構想、長期基本計

画）策定
８月18日	 武蔵野の緑を考える集い
▶平成11年
１月14日	 日東南台支店・水谷東支店・八津池支店・

長瀬ハイランド支店統合廃止
２月12日	 ダイオキシン調査結果公表
３月26日	 衆・参議院に請願「平地山林・屋敷林を守

るための相続税の納税猶予制度の適用に関
する請願」

４月26日	 三芳支店事務所新築オープン
６月26日	 ダイオキシン安全宣言発表
8月～9月	 固定資産税の適正化に関する陳情書を各行

政に提出
10月１日	 太陽の家デイサービスセンター開設
11月28日	 みどり豊かな三富地域づくり県民の集い
	 都市近郊緑地総合研究機構設立
▶平成12年
２月11日	 都市近郊緑地総合研究機構設立記念大会
２月16日	 入間市と災害協定を締結
２月25日	 坂戸市と災害協定を締結
４月１日	 かみふくおか西デイサービスセンター開設
４月12日	 ＪＡいるま野・ＪＡ所沢市合併促進協議会設立
10月10日	 大田支店新築オープン
11月29日	 第１回臨時総会開催　ＪＡ所沢市との合併

可決される
▶平成13年
２月13日	 みよしの支店、新狭山支店、北坂戸支店、

元加治駅前支店統合廃止

２月21日	 ＪＡ全国金融推進大会農林水産大臣賞受賞
３月17日	 都市近郊緑地総合研究機構推進大会
３月19日	 入西支店新築オープン
３月22日	 狭山市と災害協定を締結
４月２日	 ＪＡ所沢市と合併
５月24日	 ＪＡ共済優績組合表彰で全共連会長表彰

（特別優績表彰）受賞
▶平成14年
１月30日	 ＪＡいるま野キャッチフレーズコピー「地

球にやさしさ　耕す未来」発表
２月６日	 ＪＡ全国広報大賞受賞
４月１日	 単行本「武蔵野の落ち葉は生きている」刊行
４月30日	 福原支店新築オープン
５月７日	 南畑支店新築オープン
７月１日	 坂戸城山デイサービスセンター内に在宅介

護支援センターオープン
11月５日	「ＪＡいるま野新情報システム」稼働開始
11月16日	 みどり豊かな三富地域づくりシンポジウム
▶平成15年
３月26日	 狭山市南部団地森林施業計画認定
６月18日	 農政対策協議会設立総会
	 所沢市と災害協定を締結
10月16日	 所沢ダイオキシン報道訴訟
	 最高裁、審理を東京高等裁判所へ差戻し判決
11月17日	 埼玉県知事賞受賞（広報誌部門）
11月22日	 三富地域農業シンポジウム
▶平成16年
１月20日	 おおい・みよし団地森林施業計画認定
２月16日	 毛呂山支店新築オープン
２月23日	 高萩支店新築オープン
	 狭山共販センター竣工
３月26日	 川越中央支店・坂戸中央支店・所沢支店統合

廃止
３月29日	 田面沢支店・坂戸支店の移転
４月13日	 ＪＡいるま野共計販売推進大会
６月12日	 アグリキッズスクール開校（延べ13回開催）
６月16日	 所沢ダイオキシン訴訟和解
７月23日	 第１回直売組織連絡協議会総会
９月27日	 狭山市北部団地森林施業計画認定
▶平成17年
３月７日	 山田支店新築オープン
３月14日	 角栄支店・二本木支店・川角支店・美杉台支店

統合廃止
３月15日	 広域営農センター竣工
３月28日	 農産物直売所「とことこ市」（所沢市寿町）

オープン
５月31日	「高階・福原団地」森林施業計画認定
10月３日	 東入間警察と地域安全に関する協定を締結
▶平成18年
１月18日	 狭山市・狭山警察と防犯協定を締結
３月13日	 西川支店を統合廃止
３月23日	 飯能市と災害協定を締結
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５月８日… 本店事務所移転
５月28日… 合併10周年記念式典
６月10日… 浦和レッズ・ハートフルサッカー教室（合併10

周年記念事業）
７月１日… 親子野球教室・野球観戦（合併10周年記念事

業）
７月７日… 川越市と災害協定を締結
８月１日… ＪＡいるま野千代田デイサービスセンターオー

プン
８月28日… 坂戸三芳野支店・勝呂支店を統合廃止し、

宮町支店新築オープン
９月15日… ＪＡいるま野精米センター竣工式
11月１日… 日高中央直売所新築オープン
11月24日… 株式会社いるま野アグリ創立総会
12月10日… 日野晧正・音と言葉のメッセージ・中学生吹奏

楽フェスティバル（合併10周年記念事業）
12月23日… 浦和レッズ・ハートフルサッカー教室（合併10周

年記念事業）
▶平成19年
２月22日… 環境に関する国際基準ISO14001の認証取得
３月９日… 富士見支店を統合廃止
３月12日… 加治支店新築オープン
５月７日… 小手指支店新築オープン
８月６日… 所沢事業部事務所移転
８月20日… 小手指農産物直売所新築オープン
10月１日… ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を全施設に

設置
11月１日… 販売事業200億円ＪＡサミット開催
　～２日
▶平成20年
２月６日… 全国家の光大会第58回家の光文化賞受賞
２月18日… 入間支店新築オープン
３月10日… 精明支店・東吾野支店・名栗支店・南高麗

支店統合廃止
３月18日… 金融移動店舗車（あぐりプラネット号）を

運行開始
３月19日… 毛呂山町と災害協定を締結
４月７日　埼玉県と災害協定を締結
５月13日　日本農業新聞全国大会　創刊80周年特別賞

受賞
５月15日　10年連続受賞　共済優績組合表彰
８月25日　南古谷支店新築オープン
９月16日　吾野支店新築オープン
10月27日　福岡支店新築オープン
11月１日　ＪＡいるま野環境宣言の制定
11月11日　越生町と災害協定を締結
▶平成21年
２月２日… 西武支店新築オープン
４月１日… ふくはら幼稚園を法人化
４月26日… 北部農機センター新事務所オープン
５月12日… 日本農業新聞全国大会　長期普及優績ＪＡ

受賞
７月１日… 三市町（ふじみ野市・富士見市・三芳町）と災

害協定を締結
12月12日… 農機大型センター新事務所オープン

12月14日… 東部購買店舗新事務所オープン
12月28日… 入曽支店名称変更（旧入間支店）

▶平成22年
１月12日… 高麗支店新築オープン
１月24日… ＪＡ女性組織協議会会長賞受賞
２月26日… 貯金残高１兆円達成
３月15日… 大家支店を統合廃止
４月28日　大型農産物直売所「あぐれっしゅ川越」新

築オープン
８月23日　合併15周年記念式典
12月18日… 合併15周年記念　第５回中学生吹奏楽フェ

スティバル
▶平成23年
２月19日	 女性組織協議会15周年記念大会
２月27日	 合併15周年記念こども料理コンクール
５月16日… ＪＡポイントサービス開始
７月19日… 越生支店新築オープン
10月15日… 入間農産物直売所オープン
12月19日… 東部統括支店（大井支店）新築オープン

▶平成24年
５月11日	 大型農産物直売所「あぐれっしゅふじみ野」

オープン
	 ＪＡ栗っこと人的・物的支援を締結
10月13日… 職員コンプライアンス研修会開催
11月17日… アグリキッズスクール開校

▶平成25年
１月16 ・25日… わくわくアグリスクール開校
５月16日… 15年連続受賞　共済優績組合表彰
10月２日… ＴＰＰ国会決議の実現を求める全国代表者

集会に参加
11月25日… 鶴ヶ島支店新築オープン
12月19日… 鶴ヶ島市と災害協定を締結

▶平成26年
４月２日… ＪＡいるま野牛部会設立
６月17 ・24日… 雪害に係る廃農業資材無料収集処理の実施
８月20日… 日高市と「高齢者等地域見守り活動に関する

協定」を締結
９月７日… 役職員コンプライアンス研修会開催
11月21日… 大型農産物直売所「あぐれっしゅげんき村」

オープン
▶平成27年
１月９日… 新本店オープン
４月10日… 農産物直売所「いるマルシェ」（ららぽー

と富士見内）オープン
５月14日… ＪＡ共済大賞受賞
６月～８月… 合併20周年記念年末ジャンボ宝くじ付き定

期貯金発売
８月24日… 飯能支店新築オープン
… 飯能農産物直売所リニューアルオープン
８月29日… 合併20周年記念大盆踊り大会
10月17日… 松井農産物直売所リニューアルオープン
11月21日… 合併20周年記念直売所感謝祭
11月21日… 大型農産物直売所「あぐれっしゅ日高中央」

焼きたてパンコーナーオープン
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▶平成28年
１月18日… 狭山支店新築オープン
１月19日… 合併20周年記念資産管理組織連絡協議会セ

ミナー
２月～３月… 合併20周年記念感謝の集い（歌謡ショー）
２月21日… 合併20周年記念こども料理コンクール
３月14日… 本町支店を統合廃止
５月17日… 合併20周年記念式典
10月11日… 青年後継者組織連絡協議会設立総会
▶平成29年
１月22日… 子会社㈱いるま野サービス創立30周年記念

式典
２月・８月～９月… 担い手全戸訪問
２月… ＪＡいるま野…presents…ニューイヤー・ブ

ロンコスカップ2017
３月８日… 青年後継者連絡協議会設立記念交流会
９月30日… 農協改革・ＪＡ自己改革役職員全体集会
11月18日… 大型農産物直売所「あぐれっしゅげんき村」

リニューアルオープン
▶平成30年
６月… 東洋ライス㈱と連携し「彩のきずな」を使

用した「金芽米」の発売開始
７月７日… 准組合員限定農業体験ツアー
９月１日… ＪＡいるま野公式Facebook開設
11月15日… 所沢西直売所オープン
12月１日… ＪＡの自己改革に関する組合員調査開始
▶令和元年（平成31年）
２月22日… ＪＡ広報誌「組合員向け広報誌の部」優秀

賞　受賞
３月８日… あぐれっしゅ川越　飲食コーナーオープン
６月27日… 東洋ライス株式会社との包括連携協定締結
８月１日… 直売所「木曜にこにこ市」開始
８月20日… 狭山茶業農業協同組合との合併調印式
９月14日… さといも選果場　起工式
10月４日… 准組合員懇談会開催
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自己資本比率の状況＜単体＞
　当ＪＡは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応えるため、財務基盤の強化を経
営の重要課題として取り組んでいます。内部留保に努めるとともに、不良債権処理及び業務の効率化等に取り組ん
だ結果、令和２年３月末における自己資本比率は、13.74％となりました。

注：�以下で使用している用語については、68ページの「自己資本比率の算定に関する用語解説一覧」をご参照下さい。

　当ＪＡの自己資本は、組合員の普通出資により調達しています。
令和２年３月31日現在

項　　　目 内　　　容
発行主体 いるま野農業協同組合
資本調達手段の種類 普通出資
コア資本に係る基礎項目に算入した額 5,778百万円(前年度5,841百万円)

経営の健全性の確保と自己資本の充実

自己資本の状況
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トピックス

■東洋ライス㈱との包括連携協定提携について
　「持続可能な社会の

実現」と「組合員や地

域住民の健康と環境」

に寄与することを目的

に、東洋ライス㈱と包

括連携協定を締結しま

した。

　管内で栽培された

「彩のきずな」を使用

した「金芽米」の販売

や、管内の同社サイタマ工場が主催した田植え体験に協力するなど、米を通じて連携を深めてきました。

　双方の強みを生かし、米農家の所得向上、米の付加価値向上、健康増進、循環型農業への貢献など、

今後も協力して取り組んでいきます。

■准組合員の意見反映・参加参画の促進
　准組合員の皆さんを、「地域農業の応援団」と

して、正組合員とともに「地域・農業・農業協同

組合の団結の輪を広めるパートナー」と位置付け、

ＪＡ事業活動に参加していただけるよう、様々な

農業収穫体験を実施しています。

　「知る⇒体験⇒共感⇒参加⇒参画」の流れをつ

くり、准組合員の皆さんに体験を通じて地域・農

業・農産物の素晴らしさを理解していただくこと

により、農業協同組合運動の輪を広げる取り組み

を続けています。

　このほか、准組合員の多様な意見を事業へ反映

させるために広報や直売所運営に関するモニター

制度にも取り組んでいます。

写真）准組合員日帰り農業収穫体験ツアーにて
　　　上：ぶどう狩りを楽しむ様子　　　　　
　　　下：貴重な山林資源を学ぶ様子　　　　
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■JA狭山茶業との合併について
　今年４月１日、狭山茶のさらなる消費

拡大と生産振興を図ることを目的に、Ｊ

Ａ狭山茶業と合併しました。

　製茶や卸売りを行う茶の専門農協であ

るJA狭山茶業は、合併により「ＪＡいる

ま野狭山茶センター（入曽）」として新た

なスタートを切りました。

　合併後は、県内外に広く狭山茶のＰＲ

活動を行うとともに、茶の品質向上に向

けた取り組み、販路拡大、新たな狭山茶

ブランドの構築に取り組んでいきます。

■准組合員懇談会を初開催
　昨年10月４日、川越市の本店で

「准組合員懇談会」を初開催しました。

　「わたしたちのＪＡ」意識を高めて

もらうことを目的に、各支店から選

出された准組合員と直売所利用モニ

ターの希望者合わせて60名が参加

しました。

　懇談会は、①ＪＡいるま野の概要

説明 ②基調講演会 ③グループ対話

の３部構成で行い、グループ対話で

は、地域農業の振興やＪＡ事業について活発な意見交換が行われました。

　今後とも組合員の皆様との輪を広げ、いただいた意見や

要望をＪＡ運営に反映させていきます。

農業ジャーナリスト 小谷 あゆみさんによる講演。

生産者と消費者が手をつなぎ応援し合う関係「友
ともさんともしょう

産友消」

などについてお話いただきました。


