1 地 域 農 業 の 振 興と農 業 所 得 の 向 上への 挑 戦
生産者組織を核とした農業生産基盤の維持・強化とＪＡグループ和歌山が一体となった生産販売
戦略の実践を通じて、地域農業の振興に全力で取り組むとともに、生産コストの低減をはかり、農

ＪＡグループの
重点実施事項

1．生産者組織を核とした生産基盤の維持・強化

業所得の向上を実現します。

優良農地の維持に向け、行政との連携のもと、地域ぐるみの農地維持対策や農地利用調整への取り

また、ＪＡの農業振興や営農経済事業への取り組みを支援するため、中央会・連合会による支援・
補完機能を強化します。

こうした取り組みを通じて、県内ＪＡの販売高

果

実

野

確立等により担い手の育成支援に取り組みます。

590 億円の実現をめざします。

【県内ＪＡの販売高の推移と目標】


（１）農地維持対策の強化
（単位：億円）
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組みを強化するとともに、担い手に対する農業経営の総合的支援や「新規就農者支援パッケージ」の

⃝生産者組織等による地域ぐるみの農地維持対策の実施など優良農地維持対策を強化します。
⃝農地利用集積円滑化事業や農地中間管理事業を通じた農地利用調整への取り組みを強化します。
【生産者組織と連携した地域ぐるみの農地対策（イメージ）】
生産者組織
拡大・維持する
意向の組合員

雇用者の確保

【地域農業の振興と農業所得の向上への挑戦（実践イメージ）
】

援農者の組織化
選果場のパート等で組織化

地域農業の振興
■生産者組織を核とした生産基盤の維持・強化と生産販売戦略の実践

■営農指導機能・体制の強化
●営農指導機能の強化
○営農企画機能の強化
○農業経営支援対策の充実
●営農指導体制の強化
○営農指導員の養成
○営農指導員の資質向上対策の強化

●商品づくり戦略
○信頼される「和歌山ブランド」の確立
○加工・業務用需要への対応強化
○付加価値商品の開発
●流通戦略
○卸売会社の重点化
○組織力を活かした販売強化
○多様な販売チャネルへの対応
○ＦＭを核とした地産地消の強化
●情報企画戦略
○マーケティングの強化
○『ココ・カラ。和歌山』の効果的展開

■生産コストの低減
●生産資材コストの低減
○ＪＡグループ和歌山としての銘柄・規格の集約
○系統独自の低コスト資材の普及と適正施肥の提案
○配送体制の見直しによるメリット還元
●労力の軽減
○効率的な生産活動の提案
○省力化資材の普及提案
●予約購買方法の強化
○出向く体制の充実による指導購買の展開
○栽培面積に基づく予約購買の徹底
○結集量を背景とした仕入れ交渉の強化

農地の提供
ＪＡ○○農地利用調整協議会
農地中間管理事業
農地集積円滑化事業

（２）担い手の育成支援

◆ＪＡグループ和歌山生産販売戦略の実践
【販売高：590億円の実現】

①

農業所得の向上への挑戦

●農地維持対策の強化
○優良農地維持対策の強化
○農地利用調整の強化
●担い手の育成支援
○担い手への総合的支援
○新規就農者の育成支援
新規参入者に対する支援
組合員子弟に対する支援
●地域農政活動の強化

生産者組織での研修修了者
（新規就農者）等

営農継続意向
の把握

（注）27 年度は各ＪＡの事業計画による

◆生産者組織を核とした生産基盤の維持・強化

縮小・離農する
意向の組合員

担い手への総合的支援

【担い手への総合的支援】

⃝農業経営の総合的支援に取り組みます。

記帳代行・経営管理
サポート

⃝
「系統経済事業活性化運動」を核とした
出向く体制の充実をはかります。
⃝個別訪問活動を通じて、担い手への支援
強化に努めます。
②

新規就農者の育成支援

⃝就農相談体制を強化します。
⃝ＪＡの農業経営や部会等との連携により

規模拡大に伴う
金融サポート

労働力確保支援

生産者組織
〜力強く持続可能な農業を支える担い手〜
ＪＡの農業経営による
作業受託サポート

農地集積・活用支援

県認定のトレーニングファームの設置に
取り組みます。
⃝就農区分（新規参入者、定年帰農、組合
員子弟）に応じた「新規就農者支援パッ

生産・販売提案

農業生産法人化支援

ケージ」を確立します。

技術サポート

（３）地域農政活動の強化

中央会・連合会による支援・補完機能の強化
農業振興共通対策室（仮称）の設置による支援・補完機能の強化

4

等

⃝果樹主産県等と連携した国・県等への政策提案活動を強化します。
⃝市町村長等との定期的な懇談会の開催等に取り組みます。

5

ＪＡグループの
重点実施事項

（２）流通戦略

2．ＪＡグループ和歌山生産販売戦略の実践

①

「売れるものをどう作るか」
「売るためにどう取り組むか」を基本に、生産から販売まで一貫した生

⃝卸売会社の重点化、特約店のパートナー化により継続した売り場の確保に取り組みます。

産販売戦略を構築・実践します。そのため、和歌山ブランドを強化する「商品づくり戦略」
、多様な
販売チャネルに対応する「流通戦略」
、企画力・提案力を強化する「情報企画戦略」を柱に据え、農

卸売会社の重点化

⃝消費と出荷情報のマッチングによる事前取引の拡大に努めます。
②

業所得の向上により本県農業の活性化をはかります。

組織力を活かした販売強化

⃝ＪＡ間の協調や品目リレー販売など周年供給体制の充実をはかります。

生産販売戦略の三本柱

⃝出荷基準の徹底と品質の統一により和歌山ブランドの強化をはかります。
信頼される「和歌山ブランド」の確立

商品づくり戦略

③

⃝加工・業務用取引の拡大に向け、相対取引、契約的取引を強化します。

加工・業務用需要への対応強化

⃝卸売会社との連携をはかりつつ、直接販売、通販事業、輸出事業を強化します。

付加価値商品の開発
卸売会社の重点化

流

通

戦

略

ＦＭを核とした地産地消の強化

情報企画戦略

⃝取引先ニーズに対応できる県域加工・流通施設の整備を進めます。
④

マーケティングの強化
『ココ・カラ。和歌山』の効果的展開

ファーマーズマーケットを核とした地産地消の強化

⃝品揃えの確保と販売量の拡大に取り組みます。

組織力を活かした販売強化
多様な販売チャネルへの対応

多様な販売チャネルへの対応

（３）情報企画戦略
①

マーケティングの強化

⃝マーケットインをもとに、情報収集
に取り組みます。
② 『ココ・カラ。和歌山』の効果的展開

①

信頼される「和歌山ブランド」の確立

て、
『ココ・カラ。和歌山』を効果

農産物消費宣伝

“和歌山県

力の強化による商品提案と販売促進

⃝Ｊ Ａグループ和歌山が一丸となっ

（１）商品づくり戦略

県産

イメージアップ事業

県内事業

大都市圏百貨店でのイベント
イベントへの参画
メディアでの魅力発信
Webサイトでの情報発信

統一ロゴの普及
県内組織との連携
テレビ和歌山常設コーナー
『ココ、ワカ。マルシェ』

マーケット確立事業

的に展開します。

重点特約店での販売強化
店頭販売促進
主要品目ＰＲ活動

⃝果樹は、振興品種への改植や高品質安定生産、
品質基準に基づく厳選出荷に努めます。
⃝野菜・花は契約的栽培の面積拡大や計画的安定
生産の取り組みを強化します。
⃝優良品種の選定と県内産の特別表示米の拡大を
はかります。
⃝
「安全・安心推進運動」の継続展開により信頼
②

3．営農指導機能・体制の強化
（１）営農指導機能の強化
⃝地域農業を総合的にマネジメントする

効率的な県域消費宣伝実施体制
ＪＡ消費宣伝
ＪＡ青年部
ＪＡ女性会

ＪＡ品目別
消費宣伝

営農企画機能を強化します。
⃝青色申告支援、経営分析・診断など農

される和歌山ブランドの確立をはかります。

業所得の向上に向けた農業経営のコン

加工・業務用需要への対応強化

サルティング機能の強化に取り組みます。

“和歌山産

周年供給産地の強みを
最大限活かした売り場の確保

県内ＪＡグループの一体的な取り組み
柿・みかん・豆類

消費拡大協議会

地域・品目別
消費拡大協議会

Ｆ Ｍ
Ａコープ

『和歌山ブランドの確立』
農業所得向上

産地活性化

⃝加工・業務用ニーズに応じた品種導入と地域の実態に応じた品目の生産に取り組みます。
⃝収量を高める栽培技術の確立、省力化技術の取り組みにより生産拡大をはかります。
③

付加価値商品の開発

⃝新たな農産物の加工方法の研究や農産物の機能性表示
に向けた取り組みを進めます。

（２）営農指導体制の強化
⃝採用枠の設定、職員の指導員への任用など営農指導員の計画的な採用・養成に取り組みます。
⃝営農指導部門の業務の見直し等により、営農指導員の現場対応力を強化します。
⃝産地をリードする指導力・提案力等を備えた、高度で専門的な指導員の養成に取り組みます。

⃝地域ブランド力の維持・強化をはかるため、知的財産
権の保護に努めます。
⃝農商工連携・６次産業化への取り組みを強化します。
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ＪＡグループの
重点実施事項

4．生産コストの低減

5．中央会・連合会によるＪＡ支援・補完機能の強化
（１）農業振興共通対策室（仮称）の設置によるＪＡ支援・補完機能の強化

生産コスト低減に向け、
「系統結集の強化」を基本とした購買事業改革を進めます。
そのため、ＪＡグループ和歌山として、生産資材コストの低減策や低コスト生産技術の確立による

⃝地域農業の振興、担い手の確保・育

労力の軽減、栽培面積に基づく予約購買方式の強化を柱とした取り組みを加速します。

【農業振興共通対策室（仮称）のイメージ】

成、営農指導・営農企画機能の充実・
強化などの取り組みを支援・補完す

（１）生産資材コストの低減

会長・副会長

す（平成 28 年４月設置）。

め、物流の合理化等によるコスト低減をはかりま

ことでより効果が発揮できる機能を

⃝系統独自の低コスト資材の普及や適正施肥の提案

相談

Ａ

⃝中央会・連合会が一体的に取り組む

す。

Ｊ

振興共通対策室（仮称）を新設しま

⃝ＪＡグループ和歌山としての銘柄・規格集約を進

農業振興共通対策室

るため、県域の共通部署として農業

支援

具備した体制づくりをめざします。

等により、生産資材コストの低減に取り組みます。

連携

連携

連携

連携

⃝配送体制の見直しによるメリット還元に取り組み
ます。

央

会

信

連

県

農

共

済

連

（支援）

土壌診断による適正施肥

（２）労力の軽減

【農業振興共通対策室（仮称）の主な機能】

⃝効率的な生産活動の提案を行います。

①地域農業の振興に関すること

⃝省力化農機・資材の提案により、労働時間の短縮と労力の軽減をはかります。

◦県域農業ビジョンの策定・推進（地域農業の
方向付け）

（３）予約購買方式の強化

◦地域農業ビジョン・地域農業振興計画の策定・

⃝出向く体制の充実により、指導購買を基本とした訪問活動を強化します。

実践支援

⃝営農台帳の整備とシステム化を進め栽培面積に基づく予約購買の徹底をはかります。

◦生産販売戦略に基づく生産振興、産地づくり

⃝結集量を背景に仕入れ交渉を強化し、有利条件の獲得による生産資材価格の抑制をはかります。

生産資材コストの低減
防除指針

適正施肥
（土壌診断結果）

推進・支援
◦農地利用調整等に係る相談・支援等

【生産コストの低減に向けた取り組みイメージ】

②担い手の確保・育成に関すること

予約購買方式の強化
組合員台帳
（作型別栽培面積）

施
防

◦新規就農者支援パッケージの確立・運営支援
肥
除

◦ＪＡ青年部員など将来を支える担い手に対す

例
暦

る支援策の検討・実施
◦農業生産法人への対応支援

ＪＡグループ和歌山としての銘柄・規格の集約
（統一防除暦・施肥設計の策定）
銘柄集約による物流の合理化
銘柄集約による結集量の積み上げ

生産資材コストの低減

◦ＪＡの農業経営に関する支援等

面積予約支援システム（仮称）
施肥提案書
防除薬剤提案書

組合員毎の提案書作成

効率的な生産
活動の提案

信用事業

⃝農業金融プランナーの継続的な養成に取り
省力化資材の
普及提案

組みます。
⃝ニーズに対応するための定例訪問活動を通
じて、担い手の満足度向上に取り組みます。

系統経済事業活性化運動

③営農指導機能の強化に関すること
◦営農指導員の確保支援
◦階層別研修の実施等による営農指導員の養成
（営農技術の高位平準化と営農企画機能の強

化に向けた研修会の開催等）
◦新しい農業技術の普及
④行政との連携等に関すること
◦補助事業の紹介と活用相談・支援
◦県等関係機関との連携
⑤農業所得増大・地域活性化応援プログラムに関
すること
◦県域独自企画の検討・実践
⑥その他
◦労働力の確保に関すること

（２）信用・共済事業における支援・補完
①

労力の軽減
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中

②

共済事業

⃝
「農業リスクコンサルティング」に取り組
みます。
⃝共栄火災と連携し、担い手等への総合保障
の提供に取り組みます。

⃝農業資金残高のシェア維持を目指すなど農
業メインバンク機能を強化します。
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