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Ⓒtorezou

　平成8年広域合併から26年目を迎えるＪＡいるま野は、

変わらぬ組合員との絆を大切に、

ＪＡだからこそできる“総合事業の力”を発揮して、

組合員の願いや望みを叶えられるよう、

「人に優しい豊かな地域社会を目指して」歩み続けます。



必要な存在だ

どちらかといえば、
必要な存在だ

どちらかといえば、
必要な存在でない

必要な存在でない

これまでと同様、
制限しない方がよい

制限した方がよい

総合事業は継続すべき

どちらかといえば、
総合事業は継続すべき

どちらかといえば、
農業関連事業のみに特化すべき

農業関連事業のみに特化すべき

総代会、集落座談会、
生産部会の会合などで知った

パンフレット、広報誌、新聞、テレビ、
ホームページなどで知った

イベント（JAまつり、ローン相談会
など）や農産物直売所で知った

JAの役職員から直接聞いて知った

そのほかの方法で知った

知らなかった

JAいるま野は、「JAの自己改革に関する組合員アンケート」を実施しました。
この調査は、自己改革の取り組みに対する皆さまからの評価をお伺いし、組合員や地域の皆さまからこれまで以上に
必要とされるJAを目指すために行ったものです。

アンケート調査へのご理解、ご協力、誠にありがとうございました。
①JAの必要性、②総合事業の継続、③准組合員の事業利用制限については、高い支持、ご賛同をいただきました。
④自己改革の認知度は、正組合員は高く、准組合員は低い状況にあり、知らない組合員が40％存在する事実も明らか
となりました。JAいるま野では引き続き訪問活動をはじめ、組合員との対話の場を設けるなど、自己改革の取り組みを
知っていただけるよう情報発信を強化してまいります。

改正農協法施行後5年の見直しとなる時期を迎え、政府は、これまでのJAの自己改革の実施状況や組合員アンケート
における一定の評価を踏まえて、「准組合員」の事業利用規制について、各JAが組合員の判断に基づいて決め、一律的
な規制は導入しないとしました。
JAいるま野ではアンケートを実施し、組合員の皆様から「JA総合事業の継続」と「准組合員制度の重要性」について
多くの賛同をいただきました。アンケート結果は、次頁をご覧ください。

時代の移り変わりとともに、組合員の皆さまが大切にする地域農業はとても困難な時代を迎えています。
JAいるま野は、令和元年度から令和3年度までの「第八次中期3ヶ年計画」に掲げた取り組みを通して、いつの時代
でも、持続可能な地域農業の確立・支援し、より豊かな地域社会づくりに貢献してまいります。組合員の皆さまとの
絆を深め「わたしたちのJA」とご声援いただけるよう、自己改革の歩みを加速してまいります。

将来にわたり、地域・農業・組合員の
負託に応えていくために

「JA自己改革に関する組合員アンケート」
集計結果の概要

政府による農協改革「准組合員のあり方」の動向

農業振興・地域社会への貢献には、JA総合事業の継続が必要！ 准組合員は、「地域農業の応援団」

准組合員

信用事業
貯金、農業融資、

住宅ローンなど、農業や
くらしに関する金融

ファーマーズ
マーケット・
農産物直売所

共済事業
生命共済、建物共済、
自動車共済など、
くらしに関する共済

生活関連事業
高齢者福祉事業など

総合事業

営農指導
営農相談、提案、
農業経営支援などの
営農指導事業

生活関連事業
高齢者福祉事業など

共済事業
生命共済、建物共済、
自動車共済など、農業や
くらしに関する共済

信用事業
貯金、農業融資、

住宅ローンなど、農業や
くらしに関する金融

農業関連事業
農畜産物販売事業、
生産資材購買事業など

❖ JAいるま野の理念・基本方針 ❖ 調査概要

人に優しい豊かな地域社会を目指して

1．「農業者の所得増大」「農業生産拡大」へのさらなる挑戦
2．「地域活性化」への貢献
3．「わたしたちのＪＡ」意識の向上と協同活動の展開

理　念

基本方針

調査対象

調査期間

調査方法

管内の正組合員および准組合員

平成30年12月～令和２年１月

ＪＡ役職員の訪問・面談等による
アンケート調査

性別

【属性について】

【①JAの必要性】

【③准組合員の事業利用制限】 【④自己改革の認知度】

【②総合事業の継続】

年代

男

62.7％

女

37.3％

29歳以下
0.8％

80歳以上
16.7％

70歳代
31.2％ 60歳代

27.0％

50歳代
12.0％

40歳代
8.2％

30歳代
4.2％

65.7％

30.0％

3.5％

0.8％

63.8％

4.2％

1.5％

30.6％

27.8％

42.5％

6.2％

4.6％

21.9

7.6％

92.2％

7.8％
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❖ 第八次中期3ヶ年計画の自己改革の取り組み

❖ 農業メインバンク機能強化

❖ 農業経営高度化支援助成

東京経済圏に近い「都市型農業」から中山間地域の「多様な農業」まで幅広く多彩な農業が営まれています。
地域農業が元気に生きづいていくために、営農推進員は、熱意をもって生産指導・経営指導に努めています。

農業者のより近くに営農推進員を配置するなど、営農推進体制の強化を図っています。管内の多彩な農業の多様な
経営規模に応じた『経営支援』に取り組み、地域農業の未来づくりに努めています。

青年後継者組織協議会活動に加え、新しい“農業のチカラ”を応援しています。

平成30年度から令和2年度までの3年間の期限を設けて実施した
農業経営高度化支援事業では、農産物の生産拡大・高品質化、先進
技術の導入等農業経営の高度化・安定化に取り組む農家組合員の
育成・支援を目的に助成を行いました。

❖ 後継者対策・多様な担い手の育成

❖ 子会社㈱いるま野アグリと連携した
　 地域農業の振興

 「農業者の所得増大」
「農業生産拡大」へのさらなる挑戦

さといも生産圃場での営農指導さといも生産圃場での営農指導

産地維持・拡大に向けた「さといも振興研究会」の発足産地維持・拡大に向けた「さといも振興研究会」の発足 国・行政による補助金申請の支援国・行政による補助金申請の支援 会社勤め後継者向けの「休日水稲追肥講習会」会社勤め後継者向けの「休日水稲追肥講習会」

明日の農業を担う青年後継者の活躍明日の農業を担う青年後継者の活躍 農業塾塾生らが開く「軽トラ市」農業塾塾生らが開く「軽トラ市」

生産した水稲苗をドライブスルー方式で販売生産した水稲苗をドライブスルー方式で販売

小麦「ハナマンテン」の播種作業小麦「ハナマンテン」の播種作業

JA農機ハウスローンチラシJA農機ハウスローンチラシ

助成支援で導入されたトラクター助成支援で導入されたトラクター

70件

20件

30件

78件

40件

40件

令和2年度
目標 実績

担い手経営体への営農指導及び
経営提案（件数）

新規就農者（人数）

農地集約化（件数）

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

訪
問
回
数（
回
）

農
業
資
金
新
規
実
行
金
額（
千
円
）

平成29年度 平成30年度 平成元年度 令和2年度

農業資金新規実行金額（千円） 訪問回数（回数）

※詳しくはチラシ裏面をご覧ください。

詳しくは当ＪＡホームページをご覧ください。
https://www.ja-irumano.or.jp最寄りの支店までお問い合わせください。

JAいるま野

「JAとのお取引はこれから」というお客さまもお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

営農に関するご融資はJAいるま野におまかせください。 令和3年4月1日現在の店頭標準金利であり変更になる場合があります。

機械や車両、ハウスなど欲しかった農機具を自分のものに！

JA
農機ハウスローン

JA
農機ハウスローン
申込期間 令和3年4月1日木～令和4年3月31日木

標準
金利

（※一括前払いの場合）

1年

年0.875％

1年超
3年以内

年1.175％

3年超
5年以内

年1.375％

5年超
10年以内

年1.575％

10年超
15年以内

年1.875％

利子補給適用で農業者応援金利（固定金利）　

0.2年 ％

当初
3年間

表示金利は、上記申込期間中に新規にお借入をいただいた場合の適用金利です。

さらに、期間中にお借入れされた方

お借入金額に関わらず
保証料金額助成します。

【借入金額】
１００万円以上の方

農
業
の
ユ
メ
、

応
援
し
ま
す
。

651件　117,422千円助成

㈱いるま野アグリ 農産物売上高

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

（千円）

平成29年度 平成30年度 平成元年度 令和2年度

農業資金の新規実行額は
毎年10億円以上！

年々、生産規模は拡大し、㈱いるま野アグリへの担い手としての期待は高まっています。年々、生産規模は拡大し、㈱いるま野アグリへの担い手としての期待は高まっています。

出向く営農指導・相談体制の強化
～地域農業を元気にする請負人 営農推進員の活躍～

『農業経営支援』の拡充
～地域農業を明日につなぐために～

3年間の累計実績
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「畑から消費者へ
一番早く届ける産地」を目指して
●直接納品
●生産履歴システム機能向上

生産者の手取りの安定化

●契約取引
●出荷者増員運動

多様な販売チャネル

●加工品・業務用野菜の導入
●コンテナ出荷

更なる販売強化に向けた
消費者と生産者の接点づくり
●いるま野とれ蔵
●おやおやおやさい

Ⓒtorezou

いるま野
オリジナルキャラクター
「とれ蔵」

おやおや おやさい
動画はこちらから ❖ 野菜共販販売高と契約取引の割合の推移

　（野菜共販販売高比）

❖ 「さといも選果場」の稼働

「生産者が儲からなければ次世代はない！」を目標に掲げ、生産者・市場・取引先との対話を重ね、強い産地づくりを
目指しています。多岐にわたる農業生産者の力を結集した共同販売事業の総力を挙げて、安全・安心な農産物の安定
供給に努めています。

令和2年10月から「さといも選果場」が本格稼働を始めています。
根切りや選別、箱詰めといった一連の出荷作業の機械化を実現し、生産者の
労働力負担の軽減と生産支援体制の強化に取り組んでいます。

1管内の栽培環境に適した品種「彩のきずな」の生産拡大の取り組み
2消費者（実需者）ニーズを捉えた生産販売の取り組み
3東洋ライス（株）との連携の強化
4マーケット・イン（需要に応じた生産と販売）への更なる取り組み強化
5水田農業の所得安定を目指した継続的な取り組み
6高齢化問題と担い手農家や集落営農組織が規模拡大や水田農業を維持継続できる
仕組みづくり

7温暖化の影響によるカントリーエレベーターの集荷対策と農業施設の老朽化対策

令和2年4月、旧ＪＡ狭山茶業と合併し、さらに狭山茶の消費PRを強化していきます。

❖ 水田農業ビジョン

多彩な管内特産物を、消費者にPRしています！

「とれ蔵」も狭山茶の販売促進をＰＲ「とれ蔵」も狭山茶の販売促進をＰＲ合併した旧JA狭山茶業（現：狭山茶センター（入曽））合併した旧JA狭山茶業（現：狭山茶センター（入曽））

さといも選果の様子さといも選果の様子

計画出荷による契約取引の拡大計画出荷による契約取引の拡大

令和2年10月から本格稼働した「さといも選果場」令和2年10月から本格稼働した「さといも選果場」

フランスへの輸出に向けたオンライン商談フランスへの輸出に向けたオンライン商談

梅の選果の様子梅の選果の様子 栗の選果の様子栗の選果の様子 香り高い「ゆず」の収穫香り高い「ゆず」の収穫

商　品 価　格

場所・流通広告宣伝

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

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

令和
2年度

契
約
取
引
割
合（
％
）

地元企業等との連携

コシヒカリ
（管内読売新聞販売店）
※令和2年度実績：約225t

大粒ダイヤ
（大手卸である㈱神明を通じて
　冷凍食品原料として使用される）
※令和2年度実績
　契約面積：4ha
　販売数量：18t

いるま野共同販売基本戦略の実践 いるま野水田農業ビジョンの実践

狭山茶等の特産品販売

実需者が求める品種の契約栽培

消費者ニーズに応え安定した品質の農産物を提供し、水田農業が継続できるよう生産者所得の向上を目指します。

「彩のきずな」の付加価値向上と
健康増進を図る「金芽米」

「彩のきずな」の付加価値向上と
健康増進を図る「金芽米」
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❖ 木曜にこにこ市

❖ 直売所オリジナル限定商品

レタスクラブとコラボした「おやさいスムージー」レタスクラブとコラボした「おやさいスムージー」 「とれ蔵」パンの販売「とれ蔵」パンの販売 あぐれっしゅ日高中央で手作りするジェラートあぐれっしゅ日高中央で手作りするジェラート

彩のきずなを原料とし限定販売された「みのり揚」彩のきずなを原料とし限定販売された「みのり揚」

省力化を図る「拾い上げ機」の実演省力化を図る「拾い上げ機」の実演

例年の農業機械大展示会の代替として行った
「農機紙上展示会」では様々な農業機械の情報を発信

例年の農業機械大展示会の代替として行った
「農機紙上展示会」では様々な農業機械の情報を発信

デザインしたアーティスト
チョーヒカルさん

デザインしたアーティスト
チョーヒカルさん 令和3年秋ごろに販売予定「さつまいもみるく」令和3年秋ごろに販売予定「さつまいもみるく」

販売した利益を農業支援に還元
「チョー支援バック」

販売した利益を農業支援に還元
「チョー支援バック」

直売所・量販店における農畜産物の販売拡大 農業生産トータルコストの低減に向けた挑戦

魅力ある生活購買品のラインナップ

ボリューム感ある売り場づくりで人気の
にこにこ市特設コーナー

ボリューム感ある売り場づくりで人気の
にこにこ市特設コーナー

肥料銘柄の集約と取り扱い拡大

14品目　➡　4品目

3,000袋 ➡　実績7,803袋

毎週木曜日は、ポイントカードのポイント3倍！
全直売所が、店長おすすめのお買い得商品を
企画し集客拡大を図っています。

その直売所でしか購入できない商品を独自開発し、消費者が楽しめる直売所づくりに取り組んでいます。

有機化成・
配合肥料

取扱拡大
目標

農業機械類導入価格の削減目標

4品目　➡　実績4品目目標
銘柄集約された良品を低価格で販売銘柄集約された良品を低価格で販売

14ヶ所の直売所と88ヶ所の

量販店のインショップが

生産者と消費者の架け橋として､

地域農業を応援しています｡

にぎわいを見せる「あぐれっしゅふじみ野」にぎわいを見せる「あぐれっしゅふじみ野」

コリコリした食感で栄養価の高い
「オカワカメ」の出荷

コリコリした食感で栄養価の高い
「オカワカメ」の出荷

限定販売された「野菜セット」限定販売された「野菜セット」 QRコード決済の開始QRコード決済の開始
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「地域活性化」への貢献

支店を拠点としたＪＡくらしの活動の実践
～多彩な支店協同活動の実施～

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、豊かでくらしやすい地域社会の実現に取り組んでいます。

フードパントリーを行い、社会福祉協議会に寄贈
（小手指支店運営委員会）

フードパントリーを行い、社会福祉協議会に寄贈
（小手指支店運営委員会）

各部員が手作りマスクを作製し、支店来店者に配布
（宮寺支店　女性部）

各部員が手作りマスクを作製し、支店来店者に配布
（宮寺支店　女性部）

組合員組織活動の活性化
～女性組織活動の充実～

未来へつなぐくらしの支援と
「食」と「農」を身近に感じる豊かなくらしの実現

女性部員が作った雑巾を社会福祉法人へ寄贈女性部員が作った雑巾を社会福祉法人へ寄贈 食品ロス削減対策フードバンク食品ロス削減対策フードバンク コロナ禍における新たな女性部活動コロナ禍における新たな女性部活動

大学箱根駅伝出場校に
金芽米「彩のきずな」を寄贈
大学箱根駅伝出場校に
金芽米「彩のきずな」を寄贈

農業体験懸賞付定期貯金農業体験懸賞付定期貯金 JAいるま野オリジナルキャラクター「とれ蔵」のラッピングカーJAいるま野オリジナルキャラクター「とれ蔵」のラッピングカー
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ます。
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「食」「農」「協同組合」にかかる理解の醸成

組合員のくらしを支える㈱いるま野サービスの活躍

　組合員との対話を通じた事業、活動、組合員組織活動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」の役割を発揮できるよう努めています。

正・准組合員数と組合員ポイントカード会員の推移

「わたしたちのＪＡ」
意識の向上と協同活動の展開

「農業経営高度化支援事業」の利用者を対象に実施した役員による組合員宅訪問。
農業経営やJAについていただいた意見・要望をこれからのJA運営に活かしてまいります。

❖ 役員による組合員宅訪問

令和3年3月末

組合員との対話活動

川越支店管内を訪問した大木組合長
（中央）

川越支店管内を訪問した大木組合長
（中央）

狭山支店管内を訪問した諸口副組合長
（左から2人目）

狭山支店管内を訪問した諸口副組合長
（左から2人目）

入西支店管内を訪問した澤田専務
（中央）

入西支店管内を訪問した澤田専務
（中央）
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資格別組合員数と
組合員ポイントサービス加入率

正組合員数 29,964名
准組合員数 70,547名

61,410名（加入率：61.09％）
組合員ポイントカード会員数

❖ 広報機能の強化

フルサービスでの給油方式で
ガソリンの販売・洗車等を行う「芳野給油所」

フルサービスでの給油方式で
ガソリンの販売・洗車等を行う「芳野給油所」

入居者満足と資産価値向上を目指す
不動産管理事業

入居者満足と資産価値向上を目指す
不動産管理事業

一般葬儀から家族葬まで執り行える
「せせらぎホール狭山」

一般葬儀から家族葬まで執り行える
「せせらぎホール狭山」

コロナ禍に対応した葬祭事業コロナ禍に対応した葬祭事業

Japan agricultural Cooperative Irumano

Japan agricultural Cooperative Irumano

地球にやさしさ　耕す未来

No.299No.299

ⓒtorezou

〒350-1105  埼玉県川越市今成2丁目29番地4

TEL 049（224）1607　FAX 049（224）1617

●発行人／代表理事組合長　大木　清志

●編集／総合企画部　秘書広報課

2021・42021・4

旬旬 なオススメ情報発信中

右記ＱＲコードよりダウンロードできます。

アプリストアからもダウンロードできます。https://www.
facebook.com/
jairumano.saitama/ 

JAいるま野
公式Facebookにいいね
してリアルタイムに
オススメ情報をゲット！

https://www.
youtube.com/
user/jairumano

JAいるま野
公式YouTube
始めました！
JAいるま野
公式YouTube
始めました！

『とれ蔵KITCHEN』
レシピ動画を公開中！

特集特集

カフェで楽しむひと
とき

カフェで楽しむひと
とき

営農情報営農情報

水稲の育苗管理につ
いて

水稲の育苗管理につ
いて

・・・・・・・・

Japan agricultural Cooperative Irumano

Japan agricultural Cooperative Irumano

地球にやさしさ　耕す未来

No.300No.300 〒350-1105  埼玉県川越市今成2丁目29番地4TEL 049（224）1607　FAX 049（224）1617●発行人／代表理事組合長　大木　清志●編集／総合企画部　秘書広報課

2021・52021・5 旬旬 なオススメ情報発信中

右記ＱＲコードよりダウンロードできます。アプリストアからもダウンロードできます。

https://www.facebook.com/jairumano.saitama/ 

JAいるま野
公式Facebookにいいねしてリアルタイムにオススメ情報をゲット！

https://www.youtube.com/user/jairumano

JAいるま野
公式YouTube始めました！

JAいるま野
公式YouTube始めました！

『とれ蔵KITCHEN』レシピ動画を公開中！

300号300号
特集特集
ＪＡいるま野広報誌　300号のあゆみ
ＪＡいるま野広報誌　300号のあゆみ営農情報営農情報
水稲栽培のガス害・藻類対策
水稲栽培のガス害・藻類対策

毎月管内農業のすばらしさを
お届けしています

毎月管内農業のすばらしさを
お届けしています

JAいるま野公式YouTube始めました！
YouTubeで『とれ蔵KITCHEN』レシピ
動画を公開しています。今後も旬の農産
物を使ったレシピ動画をはじめ、ホット
な情報を配信していきますので、ぜひ
ご覧ください！

いるま野
広報誌

准組合員コミュニティ
誌

ＪＡいるま野からの旬
でお得な情報誌

ホッと
タイム

2020

Autumn

ⓒtorezou

准組合員6万世帯に向けて
定期発行

准組合員6万世帯に向けて
定期発行

准組合員コミュニティ誌

ＪＡいるま野からの旬でお得な情報誌

ホッとタイム

ⓒtorezou

2021
Spring

准組合員
コミュニティ誌
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　第八次中期3ヶ年計画　ＪＡいるま野　　　自己改革工程表の進捗（令和3年3月31日時点）

№ 重　点　項　目 № 重　点　施　策 ３年間の
累積目標

主な成果指標（３年間の目標）
令和元年度末 

実績
令和２年度末 

目標
令和２年度末 
（達成率）

令和３年度末 
目標

１ 営農相談・提案活動の充実

⑴ 経営規模に応じた営農指導と経営
支援

担い手経営体への営農指導及び経営提案（件数）

１００件 ４７件 ７０件 ７8件
（１１１％） １００件

⑵ 新規就農支援
新規就農者（人数）

３０名 ２４名 ２０名 ４０名
（２００％） ３０名

⑶ 農地集約化の促進
農地集約化（件数）

４５件 １５件 ３０件 ４０件
（１３３％） ４５件

２ 販売基本戦略の実践

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

契約取引販売の拡大

３,6００t ３,8３５t ３,５７０t ３,０１４t
（8４％） ３,6００t

⑵ 主力品目野菜の生産拡大と安定供給
による有利販売の実現

主力品目野菜取扱量の拡大

２２,6００t ２０,７４２t ２２,５００t １8,8２７t
（8３％） ２２,6００t

３ JAいるま野水田農業
ビジョンの実践

⑴

「彩のきずな」の更なる生産拡大と
「特Ａ」取得と認知度向上への取り
組み

「彩のきずな」の買取数量の拡大

２,３４０t ２,２9０t ２,２４０t ２,７9１t
（１２４％） ２,３４０t

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

金芽米「彩のきずな」の原料玄米数量の拡大

４００t ３５７t ３５０t ５１０t
（１４５％） ４００t

⑵ マーケット・インに基づく生産販売
への取り組み

契約栽培の拡大

２０ha １9.５ha １9ha １１.７ha
（6１％） ２０ha

４ 直売所・量販店を拠点
とした農産物販売強化 ⑴ 直売所・量販店における農産物の

販売拡大
直売・直販農産物の販売高拡大

３,７００百万円　　 ３,４6５百万円　　　　３,6７０百万円　　　　３,88５百万円
（１０５％） ３,７００百万円　　　

５ 農業生産トータルコスト
低減の取り組み

⑴ 生産者の期待に応える生産資材の
提供と価格の実現

肥料（銘柄集約）の取扱い拡大

銘柄集約５品目
５,０００袋

3品目
４,9０７袋

３品目
３,０００袋

４品目
（１３３％）
７,8０３袋

（２6０％）

５品目
５,０００袋

生産資材物流コスト削減（平成３０年度対比）

５％削減 1.5％削減 ３％削減 ３％削減
（１００％） ５％削減

⑵ 生産技術支援等による労働生産性の
向上

農業機械類導入価格の削減

６品目 ２品目 ４品目 ４品目
（１００％）  ６品目

№ 重　点　項　目 № 重　点　施　策 ３年間の
累積目標

主な成果指標（３年間の目標）
令和元年度末 

実績
令和２年度末 

目標
令和2年度末 
（達成率）

令和３年度末 
目標

１ 支店協同活動の充実 ⑴ 支店を拠点とした支店協同活動の
実践

支店運営委員会による支店協同活動

全支店　３回 ４５支店 全支店１回 ２２支店
（４１％） 全支店１回

　当組合は、第八次中期3ヶ年計画（令和元年度～令和3年度）において「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、さらなる自己改革に挑みます。

1 「農業者の所得増大・農業生産拡大」へのさらなる挑戦

2 「地域活性化」への貢献

№ 重　点　項　目 № 重　点　施　策 ３年間の
累積目標

主な成果指標（３年間の目標）
令和元年度末 

実績
令和２年度末 

目標
令和2年度末 
（達成率）

令和３年度末 
目標

１ 組合員の「意思反映」
「運営参画」の実践

⑴ 正組合員との対話運動
正組合員対話運動の実施（未利用者・低利用者への働きかけによる全正組合員訪問）

３回以上 通年の取り組み 年１回以上の訪問 通年の取り組み 年１回以上の訪問

⑵ 准組合員の「運営参画」
（准組合員懇談会の実施）

准組合員懇談会の開催

３回以上 １０月４日開催 年１回以上 １０月開催中止 年１回以上

3 「わたしたちのＪＡ」意識の向上と協同活動の展開
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　第八次中期3ヶ年計画　ＪＡいるま野　　　自己改革工程表の進捗（令和3年3月31日時点）

アクションプラン（主な取り組み）
達　成　状　況 令和3年度の取り組み

令和元年度 令和２年度 令和３年度

新型コロナウイルスの影響で訪問活動が制限され
る中、JA埼玉県担い手サポートセンターと連携し、
新たな担い手農家３１件の支援を実施しました。

営農推進員による経営規模（階層別訪問管
理）に応じた情報収集をもとに営農指導と
経営支援に取り組みます。

県・市町と連携し明日の農業担い手育成塾
生に対し就農に向けた模擬販売研修として
直売所出荷支援を実施しました。

新規就農者に対し就農相談、生産指導等を
積極的に図り、安定した農業経営に向けた
支援に取り組みます。

農地中間管理事業の利用提案に伴い、２５
件の利用権設定による農地の有効活用を実
施しました。

効率的・安定的に農業経営を営む担い手農
家に農地中間管理事業等を活用し遊休農地
解消に向けて取り組みます。

契約取引は、３,０１４ｔで計画対比8４％の未
達成となりました。葉物野菜の出荷動向を
的確に把握できず伸び悩みました。

生産出荷計画の作付け管理と産地情報・販売先ニー
ズを販売先と共有し精度を高めた出荷体制を構築し
契約取引の拡大に努め所得の安定化に取り組みます。

取扱量は、１8,8２７ｔで計画対比8３％の未達成とな
りました。作柄不良等により里芋は計画対比７6％、
人参は計画対比8０％と出荷量が減少しました。

生産組織を通じた生産出荷計画の実践やさと
いも選果場の活用による他品目の生産拡大
支援に努め取扱数量を伸ばしてまいります。

カントリー集荷量は、２,７9１ｔ、計画対比１２４％で過去最高
となりました。地域に適した品種特性により作付け増とな
りました。県西初の「特A」を獲得することができました。

彩のきずなの品質の向上に向け、特Aの栽
培の取り組みを共有化し安定品質を目指し
た生産支援に取り組みます。

令和２年産金芽米の原料玄米数量は、５１０ｔ、
計画対比１４５％となりました。

金芽米の特徴である健康増進及び環境に貢
献できるお米として、病院・施設等の法人
に対し積極的な推進に取り組みます。

契約栽培面積は、１１.７㌶、計画対比6１％の未達成とな
りました。５品種の内、２品種（ゆうだい２１、ちほみの
り）が収量性に課題があり栽培面積が減少しました。

３品種を中心に契約栽培の普及を進め、生
産者数及び作付け面積の拡大支援を目指し
所得の安定化に取り組みます。

取扱実績は、３8.8億円となりました。地場野菜
の増産と食育ソムリエによる食べ方提案やPOP
作成により来客数を伸ばすことができました。

需要を踏まえた増産支援及び販売拡大に取り組み
ます。また、消費者へは食育ソムリエの活用による
PRと品揃えの充実により販売拡大に取り組みます。

有機化成（けやき有機３０号）・配合肥料（野
菜専用３７０、茶樹専用8３３）を中心に集約
し生産コスト低減に努めました。供給数量
７,8０３袋、計画対比２6０％となりました。

世界的な肥料原料価格の上昇を見据え、
銘柄集約肥料の事前予約による積極的な積
み上げにより、生産者のコスト低減に取り
組みます。

配送計画の合理化を進め、委託配送車両
の削減を実施しました。

配送体制・配送内容を精査し、配送効率の
一層の向上に取り組みます。

低価格設定の全農共同購入トラクターを提
案し１０台受注しました。

ニーズに即した農業機械類や中古農業機械
等の低価格モデルを提案し、取扱い拡大を
図ります。

経営規模・販売形態に即した提案活動の実践

明日の農業担い手育成塾・農業塾・営農推進員等による
生産指導の実践

農地利用集積円滑化事業・農地中間管理事業の利用提案

契約取引先の拡充

計画出荷からの安定供給による単価アップ

「彩のきずな」の生産拡大と安定品質・安定収量の
確保を目指した取り組み

「金芽米」の取扱い拡大と「彩のきずな」の付加価値向上と
健康機能米としての普及活動の展開

生産者の所得向上を目指したマーケット・インの生産販売と
企業との連携による信頼関係の構築

出向く営農指導による農産物の品揃え強化と出荷量の拡大

低コスト資材・銘柄集約や段ボール等の規格集約

物流の合理化によるトータルコストへの反映

農業機械類の共同購入の実施

アクションプラン（主な取り組み）
達　成　状　況 令和3年度の取り組み

令和元年度 令和２年度 令和３年度

感染防止対策を講じながら、支店協同活動
（地域貢献活動）実施店舗２２支店、２５回
実施をしました。

支店協同活動（地域貢献活動）は、JAのSDGｓ
活動にもつながります。新たな取り組みをホーム
ページに掲載し、随時発信していきます。

支店運営委員会を中心とした支店協同活動の実践

アクションプラン（主な取り組み）
達　成　状　況 令和3年度の取り組み

令和元年度 令和２年度 令和３年度

正組合員との接点づくりを目指し、正組合
員世帯全戸訪問運動を実施し意見集約に努
めました。

継続して組合員訪問運動を実施し、「深堀」と「す
そ野を広げる」複合的な事業利用の促進により、組
織活動の活性化につなげられるよう取り組みます。

准組合員の「意思反映」「運営参画」を目的に懇談会を計画しま
したが、コロナ禍により中止としました。次期中期３ヶ年計画へ反
映させるため、准組合員５００名に対し、アンケートを実施しました。

各地域をリモートで繋いだ懇談会を計画し、
准組合員の「意思反映」「運営参画」に努
めます。

正組合員対話運動の継続実施

准組合員の「意思反映」「運営参画」の実践

■3年後（令和3年度）の成果目標　販売品取扱高　令和2年度末実績：114.1億円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和元年度末実績：111.1億円　令和3年度末目標：122億円
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JAいるま野
「自己改革」の実践

2021
日本でいちばん輝くJAを目指して

農産物を作る人、食べる人
すべてが「地域農業の応援団」です。

～世界の協同組合の合言葉～
『一人はみんなのために、みんなは一人のために』

発行／令和3年7月　編集／総合企画部企画課

〒350‐1105 埼玉県川越市今成2‐29‐4
TEL：049‐224‐1607㈹　FAX：049‐224‐1617
ホームページ：https://www.ja-irumano.or.jp/

Ⓒtorezou

　平成8年広域合併から26年目を迎えるＪＡいるま野は、

変わらぬ組合員との絆を大切に、

ＪＡだからこそできる“総合事業の力”を発揮して、

組合員の願いや望みを叶えられるよう、

「人に優しい豊かな地域社会を目指して」歩み続けます。


