３

農と地域を支える経営基盤の確立

１．中期計画の策定・実践を通じた経営基盤の確立
●将来にわたって持続可能な経営

【経営基盤強化に向けた取り組みイメージ】

基盤を確立するため、地域農業の

3年後（平成33年度）の事業利益

実態や経営環境、将来的なリス
目標利益

ク、収支見通し等を踏まえた経営
基盤強化方策を検討・策定し、着
実に実践します。

事業利益＋

過去のﾄﾚﾝﾄﾞ等に
よる収支見通し

0

事業利益▲

（１）経営基盤の強化

持続可能な経営を目指
した目標利益の設定

収
支
改
善
幅

●向こう３か年の収支見通しを踏
まえた「事業利益目標」を設定し、
その達成に向け、事業・経営の合
理化や経済事業の収支改善など

収支改善策の中期計画への反映

の施策を反映した中期計画を策

成長戦略

定し、着実に実践します。

効率化戦略

（２）経営の合理化・効率化
黒字の拡大

●事業所等の事業機能の再編・統廃
合、要員配置の適正化や再配置、
ＩＣＴの活用等による業務・事務

0

●経営の合理化・効率化
●経済事業の収支改善

●各事業における事業
伸長対策

赤字の縮減

効率化など経営の合理化・効率化
に取り組みます。
（３）経済事業の収支改善
●事業の積極的な展開により収益向上をはかる一方で、施設の集約・再編等運営の効率化、要員配置の
適正化、ＪＡ間やＪＡ・連合会間の事業連携・相互利用、物流の効率化等により経済事業の収支改善
をはかります。
●とりわけ購買事業については、赤字縮減目標を定めるとともに、事業伸長や合理化・効率化の改善具
体策を策定し、目標額達成に向けた進捗管理を徹底します。
（４）経営管理の高度化
●「目標利益」を達成するため、具体的で実行可能な数値目標・行動計画を策定するとともに、ＰＤＣ
Ａサイクルの強化により経営管理の高度化に取り組みます。
（５）財務基盤の強化

（６）介護保険事業の経営確立

●将来的なリスクに備えるため、農業関連施設等

●通所介護事業（デイサービス）を核に介護保

への投資時の応益負担の徹底や計画的な目的

険事業の経営確立をはかります。

積立金の造成など、財務基盤の強化に取り組み

●採算性の確保が厳しい事業所については、撤

ます。

退も視野にいれ、今後のあり方について検討
します。
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重点実施事項
２．内部管理態勢の確立
（１）内部統制の強化

（２）監事等監査機能の充実・強化

●事業別の業務処理統制の整備と運用点検の徹

●理事の内部管理態勢の構築・運用に向けた取

底など内部統制の強化に取り組みます。

組状況等の監査に重点を置いた監事監査機能

●全国・県内ＪＡグループの自主ルール（行動

の充実・強化に努めるとともに、内部監査体

規範等）の設定・運用を通じ、破綻未然防止

制の充実・強化に取り組みます。

やコンプライアンス態勢を確立します。
【各監査の主な役割・目的】
監事監査

内部監査

会計監査人監査

業務監査

理事の職務の執行を監査
し、理事が総会に提出しよう
とする議案や書類を調査し
て監査報告を行う。
ＪＡ経営の健全性や適性性
を担保する役割を担う。

理事の経営に資することを
目的に、業務の内容を吟味
し、適切性を確保するととも
に業務の効率性・改善提案を
行うことを目的としている。

独立した会計専門家の立場か
ら、財務諸表等について監査を実
施し、監査証明を行うことを目的
としている。そのため会計上の関
連項目の妥当性の検証及びその
算定に至るまでの内部統制の運
用状況の把握を行う。

これまで全国監査機構監査
が担ってきた不祥事防止目線
での監査やその他法令等遵守
状況を中心に監査を実施し、
それらの改善提案を行う。
（今
後は新たな中央会が実施予
定）

３．経営管理の強化
（１）経営体制の強化

（２）トータル人事制度の再構築

●総合事業経営の適切な運営や自己改革・経営

●人材の確保・育成・能力開発等の観点から、

改革の実践、経営基盤や内部管理態勢の確立

目標管理制度・人事管理制度の見直し・再構

等に向け、業務執行体制の強化をはかります。

築に取り組みます。
●今日的な課題や働き方改革を踏まえた人事労
務管理手法の整備・強化に取り組みます。

（３）情報システム対策
●組合員の農業経営や営農活動

【組合員の営農活動に寄与する営農支援システムのイメージ】

に寄与する営農支援システム
の研究を進めます。
●経済事業の合理化・効率化や
内部統制の運用強化に資する
ため、購買・販売システムの
見直し検討と改善に取り組み
ます。
●システム関連のコスト増大に
対応するため、全国共同運用
センターへの移管等の研究を
進めます。
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４．ＪＡ経営を支える総合事業展開
（１）信用事業運営体制の検討

（２）信用事業・共済事業の連携強化

●総合事業体として存続することを基本

●信用・共済事業が連携した取り組みを検討し、実現

に、内部管理態勢の整備など経営基盤の

可能な施策から順次展開します。

確保のための必要な対策を中期計画に
盛り込み、着実に実践します。
【信用・共済事業の連携強化に向けた検討方向（イメージ）】
事業間連携
の狙い

連携施策
（検討例）

○ 総合事業性を発揮し、組合員・利用者に最適な金融・保障サービスを提供
○ JAの利便性向上、業務・事務の効率化の実現
○
○
○
○

信共クロスセルの推進手法・資材等の開発 ○ 研修プログラムの共通化
支店の対応力強化（窓口・渉外・管理者等）
非対面チャネルの連携
○ JA業務・事務の効率化
共済タブレット端末共用化後の利活用高度化 ○ 信共利用者情報の統合 等
実現可能な施策から順次展開

（３）信用事業
① 利用者満足度向上対策

【ライフプランにあった総合サービスの提供】

●組合員・利用者との接点を強化し、利

家計資産の拡大に貢献し

ライフプランにあった総合サービスの提供

組合員・利用者の満足度を向上

用者ニーズに合った事業運営を行いま
す。
●事業間連携による総合力を発揮し、ラ

ＪＡの利用者

貯める
使う・借りる
備える

イフプランに応じた総合的サービスを
提供します。
●相続・税務等の相談活動を強化し、次

出生

就学

就職・結婚

育児

住宅購入

遺す
使う

増やす
備える

退職

老後・相続

家族構成や年齢ごとに変化する組合員・利用者のライフプラン・ニーズに合わせて的確に対応します。

世代との関係強化を図ります。
② 経営基盤強化対策
●農業資金やローンへの対応強化とメイン化推進の実践、目標実績管理の徹底による事業目標の達成
により収益基盤の強化をはかります。
●金融店舗やＡＴＭの再配置、推進体制や事業内容等の見直し、ＩＴ等の積極的な活用による効率化・
合理化への取り組みを進めます。
（４）共済事業
① ３Ｑ訪問活動・はじまる活動の取り組み
●３Ｑ訪問活動を通じて、
「ひと・いえ・くるま」の総合保障の提供に取り組みます。
●次世代・次々世代に対する「ひと」保障の提供に取り組みます。
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重点実施事項
② ＪＡ・連合会の自己改革の取り組み
●ペーパーレス・キャッシュレス手続
きの拡大や新技術の活用等により一
層の事務負荷軽減に取り組みます。
●組合員・利用者の満足度向上に向け、
業務・組織の効率化に対応できる人
材の育成に取り組みます。また、連
合会は個別指導・サポート等の充実
をはかります。
●自動車損害調査にかかる業務分担を
見直し、ＪＡ・連合会が一体となっ
た交通事故対応に取り組みます。
③ 農業・地域へ貢献する取り組み
●共済事業における地域・農業活性化積立金の活用等を通じて地域貢献活動・地域農業振興等に取り
組みます。
【地域・農業活性化積立金を活用した取り組み（例）】

（５）拠点型事業

【地域から支持されるＡコープ事業の展開】

① 地域に密着した農機事業の展開

地域密着の事業展開

●アフターサービスの充実や省力農機
ライフライン機能
の発揮

のレンタル事業の普及により、農家
の満足度向上に取り組みます。

Ａコープ店舗との連携

② 生活インフラとしてのＪＡ―ＳＳ

移動購買車

店舗＋移動購買車

店舗

●生活インフラとして必要なＳＳの運
営継続に向け、セルフＳＳなどロー

地域から支持されるＡコープ事業
地域住民

コスト化に向けた検討を進めます。
③ 支持されるＡコープ事業

利用者懇談会

正組合員 准組合員
生産者
ＪＡ女性会

●組合員・地域住民から支持される店
舗づくりを進めるとともに、移動購

（６）組合員の利用結集と JA ｸﾞﾙｰﾌﾟ役職員の事業率先利用

買車の運行など、中山間地等におけ

●組合員はなお一層の利用結集により協同の成果を高め

る買い物不便者へのサポート機能強

るとともに、ＪＡグループの役職員はＪＡが行う事業を

化に取り組みます。

率先して利用します。
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５．協同組合運動者としての人づくり
（１）組合員学習の場づくり
●教育文化活動やくらしの活動、教育
情報誌の活用等を通じた組合員学
習活動に取り組みます。
●地区別総代会等を通じた総代学習
会を全ＪＡで実施します。
●組合員大学など組合員リーダーの
育成研修に取り組みます。
（２）役員教育の充実・強化
●セミナーや研修会等に積極的に参加
するとともに、理事会等の機会を活
用した役員研修を全てのＪＡで実施
します。

【ＪＡはだのにおける「組合員教育」の概要】
「組 合 員 教 育」
ＪＡはだのでは、協同組合の目的と理念をしっかり身につけ、それを実行する力をつけてもら
うと組合員教育事業に取り組んでいます。
また、組合員が協同組合運動について理解・認識を深め、組合員としての意識水準を高める活
動に取り組み、「協同組合人」になってもらいたいと願っています。

協同組合講座
協同組合の原点に立ち返り、幅広い視野に立った地域のＪＡ
リーダーを育てることを目的に開催しています。
講座は３コースあり、基礎的なことから専門的なことまで学
ぶことができます。講義の他、外部研修や視察研修などもあり、
さまざまな観点から協同組合について学ぶことができます。

【組合員基礎講座】
協同組合についての基礎的な学習や、
ＪＡの組織、事業などを中心に地域社
会の情勢に合った講義を行います。

【組合員講座】
農政コースと生活コースに分かれて、自身の興
味のある分野について学びます。
農政コースは、主に税金、農政、法律につい
て、生活コースは、健康、文化、環境について
学習します。

対 象：准組合員とその家族
講座例：横浜港で輸入農産物の現状視
察、市内で農業体験

対 象：組合員とその家族
講座例：農政コース 確定申告の仕組み、農業
をめぐる情報
生活コース ごみ処理施設見学、身
近な健康法の学習協同組合についての基礎的
出展：ＪＡはだのホームページ（http://ja-hadano.or.jp/history/education/index.html）
な学習や、ＪＡの組織、事業などを中心に地域
社会の情勢に合った講義を行います。
対 象：准組合員とその家族

（３）職員教育の徹底
●中央会主催の基本教育・専門教育等に体系的・計画的に参加します。
●ＪＡ内における階層別研修を拡充するとともに、全職員研修を全ＪＡで実施します。
６．広報活動の強化
（１）広報活動体制の充実・強化
●広報担当役員の明確化や広報委員会の設置、適切な予算確保など広報活動体制の充実・強化に取り
組みます。
（２）情報発信の強化
●「誰に」
「何を」
「どのように」伝える
のかを「見える化」するとともに、適

【重点対象に応じた主な広報媒体】
重点対象

主な広報媒体

正組合員 広報誌、支所（支店）だより
准組合員 広報誌（准組合員向け）、支所（支店）だより

切な媒体の活用等により、情報発信を
強化します。

地域住民 コミュニティ紙、ＨＰ、ＳＮＳ、アプリ（旬みっけ等）、テレビ・ラジオ（ＣＭ等）
消 費 者 ＨＰ、ＳＮＳ、アプリ（旬みっけ等）、テレビ・ラジオ（ＣＭ等）
メディア

プレスリリース、懇談会等

（３）県域における情報発信の強化
●「食」
「農」
「ＪＡ」
「協同組合」に対する地域住民等の理解促進に向け、県域での統一的な広報の充
実・強化をはかります。
●「ＪＡグループ和歌山広報委員会（仮称）
」を設置し、広報活動方針の明確化とＪＡ・県域の一体的
な広報活動の展開等により、情報発信を強化します。
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