
一人ひとりの思いをカタチに。
　　　　　　　　ＪＡいわて中央

ＪＡいわて中央の考え方

1 経営理念

わたしたちは、農・ひと・自然を大切にし、

　豊かなくらしの実現と地域社会の発展に貢献します。

≪キャッチコピー≫

（キャッチコピーの考え方）
　人生の幸せを求める。一人ひとりの思いや願いを実現する。
　人と人との心がふれあう豊かな地域づくり、きれいな水と空気、豊かな緑に囲まれた住み良
い環境づくりに貢献することが、私たちＪＡ役職員の使命と考えています。
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2 長期ビジョン

3 経営方針

○ 次世代につなげる“「食農立国」ＪＡいわて中央”
　�　「農家組合員の所得向上」「農業生産の拡大」を自己改革の最重要目標と位置づけ、目標
達成への実践として、“「食農立国」ＪＡいわて中央”ブランドの更なる普及拡大を通じて
ＪＡいわて中央が一丸となって持続可能な農業を確立します。

○ 組合員生活基盤の充実による地域の活性化
　�　ＪＡの総合事業や組織活動を通じて、地域のライフラインの一翼を担い、地域農業や協
同組合運動の理解を深める活動を積極的に推進し、協同の力で「食と農を基軸とした地域
に根差した協同組合」の構築に取り組みます。

○ ＪＡ経営の安定による財務体質の強化
　�　ＪＡいわて中央への信頼を更に高めるため、ＪＡ経営の安定による財務体質の強化を今
後も継続し、ＪＡの自己改革達成を経営面、財務面からも支えます。

○ 一人ひとりの意識改革による活力ある職場づくり
　�　ＪＡ運動の推進者である役職員一人ひとりがＪＡ理念やＪＡの総合事業を理解し、「自
ら考えて行動する」人材を育成するとともに、ＪＡ内での相互連携をより一層高めること
により、活力ある職場づくりに取り組みます。

JAいわて中央　10年後の姿

〈農　業〉
•�多様な農畜産物が生産拡大され、農業所得が向上している。
•�幅広い世代が農業にたずさわり、緑豊かな農地が保たれている。

〈組合員・組合員組織〉
•�学びの場をつうじ、ＪＡ理念が広く浸透している。
•�積極的な組織活動をとおし、ＪＡ運営に参画している。

〈地域とのかかわり・くらし〉
•�食と農の大切さが地域全体に浸透し、農業やＪＡへの理解が深まっている。
•�一人ひとりが充実したくらしを送り、豊かさや楽しさが感じられる地域コミュニ
ティが形成されている。

〈役職員〉
•�やりがいと誇りを持ち、組合員と地域の発展に情熱を注いでいる。
•�豊かな人間性と専門性をはぐくみ、高い志を実現させていく。
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ＪＡいわて中央自己改革実現に向けて

　ＪＡいわて中央では、これまで第六次中期３ヵ年計画の柱である「農家組合員の所得増
大」、「農業生産の拡大」、「地域の活性化」を重要目標として、この重要目標の達成をＪＡ
いわて中央の自己改革と位置付けてさまざまな取り組みを続けています。
　これまで取り組んできた重要目標の実現に加えて、昨今の農業従事者の高齢化や急激な
経済環境の変化に応じた新たな改革にも着手していきます。

⇒　平成31年5月までが目標達成期間

（１）「農家組合員の所得増大」に向けて
　•�個別販売米の取り扱い拡大
　•�総合品目販売の拡大
　•�海外輸出販売の数量、品目拡大
　•�６次化商品の販売支援
　•�肥料の銘柄集約によるコストの引下げ
　•�使用農薬の見直しによるコストの引下げ

（２）「農業生産の拡大」に向けて
　•�機械化体系できる新たな品目の導入
　•�ハウス助成による生産基盤の拡大
　•�繁殖肥育の一貫経営による頭数の拡大

（３）「地域の活性化」に向けて
　•�支所運営委員会の開催による、地域や組合員からの多様な意見の集約
　•�マスコミへの情報発信力強化
　•�准組合員・員外向け広報誌「ＪＡんぷプラス」の発行継続
　•�「支所だより」「一支所一活動」の取り組み強化

◎「農家組合員の所得増大」、「農業生産の拡大」、「地域の活性化」の実現に
向けた30年度の重点施策

JA IWATE CHUOH DISCLOSURE4



4 経営管理体制

　当組合は農業者により組織された協同組合であり、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っています。
　組合の業務執行を行う理事には、信用事業について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（組合統治）の強化を図っています。

　「食農立国」による農畜産物のブランド化を全面に掲げ、農畜産物の販売拡大に取り組み、国内はもとより海外
においても多くの消費者のもとに安全で安心な農畜産物を提供しました。特にもリンゴの分野では、ＪＡいわて中
央りんご部会が「2017いわて純情りんごコンテスト」総合の部において８年連続となる最優秀賞を獲得し栽培技術
の高さが大きく評価されています。
　このような取り組みのなか、部門別拠点別損益分析の徹底により財務の健全化を図った結果、本年度決算では
当期剰余金として２億3,453万円を計上することができました。

5 事業の概況（平成29年度）

①　信 用 事 業

【貯金】
　地域利用者・次世代との取引拡大、関係強化を目
指して事業に取り組みました。
　店舗一体となった提案型セールスの展開、各種キャ
ンペーンを実施し貯金残高は1,244億1,156万円、計画
対比105.0％となりました。
　また、地域・利用者ニーズに応えるため、相続・税
務等の研修会を開催し好評を頂いております。

【融資】
　担い手、農業法人への『出向く活動』を展開し、農
業金融情報の提供、農業資金の提案、経営相談等を
実施し、充実した関係構築と取引の拡大に努めました。
　業者営業を中心とした住宅関連資金の積極的な営
業活動の展開、渉外による小口ローン商品のＰＲ、新
規取引者への取り組み強化を行い、住宅ローン、マイ
カーローン等の生活資金需要に応えました。
　貸出金残高は350億1,064万円、計画対比95.5％、
となりました。

②　共 済 事 業

　農業・ＪＡを取り巻く環境の変化に応じた利用者の
満足度向上と普及基板の強化を目指し、ＪＡ共済の総
合保障を通じて、安心と満足を提供する活動を展開し

てきました。
　新たな仕組みの建物共済を中心に取り組んだ結果、
付加収入は前年比108.3％となりましたが、農業所得
の減少や満期到来の影響により、事業の柱となる長
期共済保有契約高は4,897億円（前年対比96.1％）とな
り、前年度より減少となりました。
　一方、短期共済の新契約件数については、自動車
共済23,492件、自賠責共済11,115件、火災共済1,960
件、傷害共済36,559件と横ばい傾向にあります。
　平成29年度の長期・短期共済金の支払い実績は、
件数で4,785件、支払金額は25億9,152万円となってい
ます。
　なお、満期共済金と年金共済の支払金額を加えると
件数は12,917件となり、支払総額は57億6,179万円と
なりました。

③　購 買 事 業

【生産資材】
　出向く活動を基本目標として集落営農組織や個人
担い手を中心とした訪問活動を実施し、ＪＡとの結び
つきの強化に取り組みました。その結果、生産コスト
低減に向けての直送対策の春肥料取扱組織数は103
組織（前年度85組織）の実績となりました。
　また、肥料・農薬を中心に生産資材の近隣量販店
の市況価格を定期的に調査してのセール値引き販売
の総額は320万円となっています。さらに、肥料・農
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薬大口購入者に対しての各奨励対策は肥料で大口奨
励1,057万円、BB肥料大規模農家対策2,145万円、
農薬では大口奨励2,730万円、担い手奨励2,488万円
と肥料・農薬総額で8,420万円（30年３月支払）を交
付し、生産コスト低減に寄与することができました。
　店舗関係では、グリーンセンター都南が店舗のディ
スプレイ陳列コンテスト（ＪＡ-ＰＯＰ甲子園2017）で
全国大会と東北大会にて最優秀賞を受賞しました。
　生産資材供給高は25億2,018万円となり計画比で
は89.9％となりました。

【生活資材】
　今年度も、ＪＡ女性部と農家組合生活部のご理解・
ご協力のもとエーコープ商品等の普及拡大に努めまし
た。さらに地域住民の方にもその良さを広く知って頂く
ために、地域の収穫祭・研修会並びに講習会等で
ＰＲ活動に力を入れてきました。
　また、耐久資材については、以前ご利用を頂いた方
に商品のアフターサービスを行った結果、多くの方から
再購入・メンテナンスのご利用があり、ＪＡならではの
良さをＰＲすることができました。
　生活資材供給高は１億2,627万円となり計画比
97.3％となりました。

【車輌】
　春の自動車展示販売会に始まり、初の試みとなる盛
岡車両センターでの展示販売会、紫波車両センターで
は土日の新車発表展示会、収穫祭や秋の展示販売会
等で新車・中古車の展示と試乗車を活用し積極的な自
動車販売と訪問推進を行い自動車販売台数は80台の
実績となりました。
　また、スタッドレスタイヤの価格高騰対策として計画
的な早期仕入と価格交渉を行い、利用者への負担を
減らす取り組み（安価供給）が好評を頂き、タイヤ販
売本数1,022本となりました。
　新車研修や新機構技術研修、ハイブリッド車研修、
各種機器研修へ参加し、ハイブリッド車の整備・車検・
検査の技術向上に努めました。
　サービス面では、土日営業・季節の変わり目での休
日対応も行い、多くのご利用を頂きました。
　車検台数は1,099台、供給高は１億3,522万円となり、
計画比では98.2％となりました。

【農機一体化】
　組合員及び営農組織の要望に対応するため、紫波、
矢巾農機センターの２拠点を中心に訪問活動を実施し
ました。また、生産組織や担い手を中心に密播苗移
植等の技術サービスの提供や部品交換（軽整備）の技
術指導を行いました。
　「農作業安全」の啓発として、訪問活動の度に安全
作業の呼びかけを行い、事故の未然防止に努めました。
供給高は３億7,786万円となり、計画比では90.5％とな
りました。

【ＬＰガス】
　訪問活動と保安点検を継続的に実施した保安啓発
とガス利用料金のコンビニ支払を可能とした利便性の
普及に努めました。
　競争激化による顧客数取扱数量の減少が続きました
が、同業者による切替も発生しました。原料仕入れ価
格の高止まり、値上げにより１月に一般ガスの値上げ
を実施しました。
　供給高は６億860万円となり、計画比では97.4％と
なりました。

④　指導・販売事業

【農業を取り巻く情勢】
　第六次農業振興計画の２年目にあたり、農家組合
員の所得増大に向け販売額101億8,000万円を目指し
て取り組んできました。米穀関係は、価格が高騰した
ことにより計画を上回ることができました。
　園芸特産関係は、異常気象や台風の影響があり出
荷数量の減少により計画を下回りました。畜産関係は
出荷頭数が減少したことにより計画を下回りました。
　販売実績は99億416万円となり不本意な結果となり
ました。
　また、指導・販売事業において、ＪＡの自己改革・
農協改革の加速化が求められていることから「ＪＡいわ
て中央経営改革プロジェクト」が設置され、利用施設
の維持・改善並びに職員の流動化について検討を行い
ました。

【農家組合】
　農家組合には支援担当職員を配置し支援活動を行
いました。昨年度に引き続き、ＪＡとの絆づくりやＪＡ
事業利用の拡大を含め、農家組合員以外の地域住民
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との交流活動やイベントの開催、更にはＪＡ広報誌や
支所だより等の配布先拡大に向けて積極的に支援を
行いました。
　農家組合長研修は、６月３日の家の光教育文化セミ
ナーを全職員研修との同時開催で行い、農家組合長、
役職員総勢約500名が参加しました。講師には広島大
学大学院生物圏科学研究科助教の小林元氏を迎え、
「ＪＡ自己改革と農協運動」と題して、「教育文化活動
を核にして協同組合を再構築していくことの重要性」
について講演を頂き、盛会裏に終えることができまし
た。今後も組合員とともに地域に根差した農業振興及
び地域の維持・発展のための活動・運動を展開してい
きます。

【組織育成活動】
　青年部は、全国の青年部盟友やＪＡと共にＴＰＰや
国内農政に関する提言を行いました。
　食育教育としては、小学生を対象とした田植えと稲
刈り体験に加え、今年度新たに管内の支援学校に出
向き、農作業体験を実施し子ども達との交流を深めま
した。
　11月に開催された第54回ＪＡ岩手県青年大会では、
盛岡地域青年部が立て看板コンクール部門で最優秀
賞を受賞し、ＪＡ全国大会に出場することができまし
た。
　また、12月にはＪＡえひめ南青年部との交流会を愛
媛県で開催することができ、意見交換や施設見学等を
通じ、より一層の絆を深めました。この他ＪＡ役職員
との懇親会を行う等、次世代の担い手としての活動を
展開してきました。
　女性部は食農教育や地産池消活動の一環として、
「ちゃぐりんスクール」の中でＪＡ全国女性組織活動の
『ニコ・ニコおむすび大作戦』に取り組み、食農紙芝
居の読み聞かせとあわせて、参加した親子から好評を
頂きました。
　また、「家の光」と「ちゃぐりん」の普及活動に取り
組み、部員の健康と教養に関わるＪＡ教育文化活動の
一翼を担いました。中でも、平成29年度岩手県家の
光大会体験発表「記事活用の部」において、矢巾地域
の阿部江利子さんが最優秀賞を受賞し、神奈川県で
開催された第60回全国家の光大会に岩手県代表とし
て出場しました。本組合女性部の代表出場は昨年に続
いて２年連続であり、県内はもとより全国にＪＡいわて
中央女性部の活動を発信する良い機会となりました。

【担い手対策】
　「農家組合員の所得増大・農業生産の拡大」を最重
点課題として２年目を迎え、ＪＡ岩手県中央会・全農
岩手県本部・岩手県信連・県内各ＪＡが一丸となり、
「ＪＡいわてグループ農業担い手サポートセンター」の支
援のもと、担い手対応強化、営農・経済事業の改革
支援等に積極的に取り組み担い手農家の所得増大に
取り組みました。「ＪＡいわてグループ農業担い手サポー
ト事業」を活用し、米穀出荷合理化事業によるフレコ
ン出荷運賃助成事業や新規就農者営農支援事業等に
も取り組み、2,475万円の助成金が交付され、農家の
コスト削減の一助に貢献することができました。
　経営所得安定対策においては、昨年並みの加入実
績となり交付金総額は22億6,000万円となりました。
　また、営農経済相談活動として、金融部門と連携し
て常勤役員との法人組織へ同行訪問を行い、ＪＡとの
結びつきを深める活動を展開しました。
　さらに昨年度からスタートした「農業経営管理支援
事業」は順調に経過しており、地域農業を支える担い
手農家の経営安定を図り、ＪＡの組織・事業基盤を
強化につなげていくために農業簿記の記帳代行を行い
ました。今後は、税務確定申告支援と営農データの積
み上げを行うことで、経営診断による営農提案ができ
るよう取り組みます。

【米穀】
　水稲は、春先の気温が平年より高く推移し、圃場
の準備作業は順調に行われ、苗の生育についても病
害の発生もなく順調に経過しました。田植え作業につ
いても気温が高く推移したことから活着も概ね良好と
なりました。しかし６月上旬から気温・日照時間とも平
均を大きく下回った状況が続いたことから、生育は草
丈・茎数・葉数が平年より少ない状況となりました。７
月は好天に恵まれ、気温も平年を上回ったため、生育
は回復し７月下旬の生育は、草丈・葉数は平年並み、
茎数は平年よりやや多い生育となりました。出穂は平
年並みとなりましたが、８月からの低温と日照不足によ
り登熟にバラツキがみられました。このような中、刈
取りは穂の黄化割合を見極め、適期刈取りを進め品
質向上に努めました。作況指数は、岩手県が「98」
（533kg/10a）、北上川上流地域で「98」（557kg/10a）
となり１等米比率は94.8％と昨年よりも低く、集荷数
量についても計画対比92.4％となり天候の影響を大き
く受けた作柄となりました。
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　小麦は、播種作業が概ね平年並みの時期に行われ、
生育も良好に進みましたが、根雪期間が平年より短っ
たことから、寒害による生育停滞が見られました。融
雪後は追肥が順調に行われ天候に恵まれたこともあ
り、停滞していた生育も回復し出穂はほぼ昨年並みと
なりました。成熟期の麦の生育は、稈長・穂長が平年
よりやや長め、穂数も例年より多い生育となりました。
収穫作業は概ね天候に恵まれ、適期に刈取りが行わ
れたことから品質も良く全量１等となりました。
　大豆は播種後の低温と８月以降の日照不足により小
粒傾向で収量も昨年を下回り、前年比86.8％となりま
した。
　そばの生産は、播種時期の降雨と８月の日照不足に
より収穫量が減少し、前年比で45.7％となりました。
引き続き「にじゆたか」の栽培に取り組み、品質・収
量の向上に努めます。

【園芸特産】
　野菜は、８月の曇天低温の影響を大きく受け、主に
果菜類では収量が計画比70％台と大きく減収し、９月
以降天候が回復したものの減収分を取り戻せず、取扱
計画数量の約82％の実績となりました。その中で、相
対販売の拡大と品目別に市場集約販売及び量販店対
応を積極的に実施し、価格向上に努めてきました。
　新品目として取り組んだズッキーニの栽培面積は
26ha（前年比108％）、販売額7,400万円となりました。
また、ＪＡ園芸作付拡大対策事業によって、ミニトマト
を中心に、11名・14棟（約1,200坪）を導入し面積拡
大することができました。
　リンゴについては、開花時期の低温降雨により受粉
不良と８月の低温によりサビ果の発生、小玉傾向に加
え、９月に台風被害を受けたことによる落果とキズ果
の発生により収量が10％以上減収となりましたが、キ
ズ果等の別販売を行い有利販売することができまし
た。
　ぶどうも８月の低温と収穫期の降雨により腐敗性病
害が発生し、取扱量は前年対比88％と減収しました。
　販売面では、リンゴを主体に海外輸出へ取り組み、
タイ・ベトナムに次いで台湾への輸出を開始し、輸出
数量は過去最高の2,768ケースとなり販売価格向上の
一助となりました。
　菌茸類は未だ福島第一原発事故の影響を受け、生
産量の減少が続いており、販売単価は高値傾向で推
移しましたが、減収分を補えず販売額の減少となりま

した。
　花卉は８月の低温により開花が遅れ需要期販売に
間に合わず単価安となり、加えて短茎等品質低下とな
りました。その中で重点市場と連携し多品目販売の強
化に努めています。

【畜産】
　全国的な肥育素牛不足は解消に向かった一年でし
たが、和牛子牛価格は依然として高値で推移しました。
このような中で、発育や血統による個体ごとの価格差
は以前より大きくなりました。
　肥育牛は前年からの安定した相場で推移してきたも
のの、新年を迎えた１月はその反動で下位等級が急落
しました。加えて高騰していた時期の素牛のため、生
産コストが嵩んだ結果、収益が減少しました。
　養豚では、疾病や衛生対策に取り組み良質で安全
な肉豚生産に努めました。いわて生協との産直事業を
推進し、消費者との交流を深め「しわ黒豚」「アイコー
プ豚」の安定した産直販売につなげることができまし
た。
　平成29年９月には、全国の優秀な和牛を５年に一
度、一堂に集めて和牛改良の成果やその優秀性を競う
「第11回全国和牛能力共進会宮城県大会」が開催さ
れ、管内から厳しい予選を通過した２頭が出場しまし
た。
　増産対策としては、農協独自事業の畜産拡大対策
事業に取り組み、２戸２棟の牛舎が新築されました。

【くらしの活動】
　支所にくらしの活動担当職員を駐在させ、組合員や
地域住民のニーズに沿った支所中心の活動（１支所１
協同活動）の開催や、支所管内の行事や職員を紹介す
る「支所だより」の発行など、「地域の活性化」に取り
組みました。
　食農教育では、管内小学校の低学年を対象に「ちゃ
ぐりんスクール」を３回開催し、田植えや稲刈り、トマ
トの収穫等、女性部・青年部と協力して食と農の大切
さを学習しました。
　婚活事業は夏と秋の２回、38名の参加を頂き開催し
ました。サクランボ収穫体験やりんご収穫体験等親睦
を深めた結果、４組のカップルが誕生しました。
　また、婚活事業開始以来６組目の成婚者も誕生し、
事業継続の成果が次第に現れています。
　准組合員、地域住民の次世代層を対象に開催した
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「離乳食教室」と「イケパパ・セミナー」、さらには今年
度初めて企画した「ヘルシー小町・魅力アップセミナー」
は参加者から好評を博し、次世代層へＪＡと農業や食
に関する理解を深める機会となりました。
　心身ともに健康で、誰もが心豊かな生活を過ごせる
地域づくりを目指し、女性部を対象とした教育文化活
動（家の光記事活用や地産地消料理教室等）や健康
管理活動の一環として組合員とその同居家族にはＪＡ
助成金を支給して、「一日人間ドック」受診の勧奨に取
り組みました。

【教育情報】
　今年度の広報活動は、ＪＡの「自己改革」の取り組
みを内外に広めることを重点としました。このような取
り組みの成果として、当ＪＡの広報誌「ほっぷ　すてっ
ぷ　ＪＡんぷ」が平成29年度（第31回）ＪＡ広報大賞
において、組合員向け広報紙の部で「優秀賞」を受賞し、
ＪＡいわて中央の広報活動が全国的にも高い評価を受
けました。
　平成28年度から取り組んでいる、員外向け広報紙
「ＪＡんぷプラス」も年２回発行し、地域の方々か
ら好評を頂いております。

⑤　旅 行 事 業

　組合員の要望や期待に応えられる旅行の企画・提案
や、地域の活性化が図れるよう「くらしの活動」と連
携しながら事業を行いました。
　１月にはＪＡふれあい企画「宇和島・高知３日間」を
実施し、当ＪＡ農産物の販売先スーパーと姉妹ＪＡの
「ＪＡえひめ南」を訪ねました。
　訪問先では当ＪＡ農産物が現地で好評であること等
詳しく説明頂き、観光だけでは知り得ない情報に触れ
ることができ、参加者にとても喜んで頂きました。

⑥　有線放送事業

　放送面では、営農情報はもとより地域に密着した話
題を取材し、タイムリーな情報発信を行ってきました。
保守面では、加入者への通話と放送を確保するために、
迅速に障害復旧できる体制を敷いてきました。また、
施設の損傷による事故防止等の安全面にも細心の注
意を払ってきました。
　60年以上の歴史を持つ、有線放送は平成29年度を

もって事業廃止となりました。
　地域の方々や関係機関の多大なるご支援・ご理解の
もとで有終の美を飾ることができました。

⑦　宅地等供給事業

　資産活用の相談内容は従来のアパート経営はもとよ
り、営農施設関連、介護医療等多岐にわたり、ＪＡ
内外の専門家と提携し取り組みました。特にも相続関
連の相談が増えており、これは「ＪＡバンクセミナー」
を開催してきたことの成果と考えられます。
　収益面では、管理物件の新規契約がありましたが、
売買の仲介が少なく計画を下回りました。

9JA IWATE CHUOH DISCLOSURE



6 事業活動のトピックス（平成29年度）　

年　月　日 項　　　　目　 備　　　　考 
平成29年  3月  5日 有線放送事業廃止加入者説明会 管内各会場

3月10日 農機合同大展示会 矢巾農機センター
3月11日 自動車展示販売会 紫波地域営農センター
4月19日 組合員懇談会 管内各会場
4月20日 紫波をまるごと味わう夕べ ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
5月  8日 3行政JA連絡会議 矢巾地域営農センター
5月20日 ちゃぐりんスクール田植作業体験 紫波圃場
5月27日 第18回通常総代会 田園ホール
6月18日 フルーツdeあま〜い婚活ツアー 各会場
6月22日 レディースセミナー開講式 本所
7月  5日 JAいわて中央畜産共進会 矢巾地域営農センター
7月11日 年金友の会グランドゴルフ大会 紫波運動公園
7月11日 岩手中央農協農業振興協議会総会 ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
7月12日 小麦初検査 赤石倉庫
8月  2日 年金友の会ゲートボール大会 矢巾ゲートボール場
8月  2日 3姉妹JA懇談会 東京
8月24日 銀河のしずくオープニングイベント 東京
8月25日 水田営農推進協議会 本所
9月  9日 全国和牛能力共進会 夢メッセみやぎ
9月14日 米初検査 赤石倉庫
9月19日 食農立国ドレッシング試食会 本所
9月22日 矢巾の恵みを味わう夕べ ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
9月26日 地元小学校へのりんご贈呈式 大新小学校
9月30日 ちゃぐりんスクール稲刈り体験＆味覚ツアー 紫波圃場

10月  1日 銀河のしずく稲刈り 紫波圃場
10月  7日 イケパパセミナー 本所
10月21日 紫波地域食と農のまつり サンビレッジ紫波
10月21日 盛岡地域ふれあい収穫感謝祭 盛岡地域営農センター
11月  7日 離乳食教室 厨川活動センター
11月14日 銀河のしずく給食試食会 不動小学校
11月19日 ヘルシー小町魅力アップセミナー やはパーク
11月21日 県選出国会議員との農政懇談会 ホテルグランドパレス
11月27日 湯けむり友の会旅行 福島
12月  1日 共済億友会親睦旅行 宮城県
11月29日 岩手県家の光大会 田園ホール
12月  5日 日本生協連指定産地米調印式 ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
12月12日 盛岡市議会議員との農業問題に関する懇談会 市内
12月13日 輸出事業トップセールス タイ
12月28日 紫波町役場への鏡もち贈呈 紫波町役場
12月28日 矢巾町役場への鏡もち贈呈 矢巾町役場

平成30年  1月15日 新春営農販売・生活推進部職員研究発表会 本所
1月24日 お米とわたし作文コンクール表彰式 ホテルルイズ
1月25日 JA共済児童作品コンクール表彰式 盛岡グランドホテル
1月28日 JAふれあい企画「宇和島の旅」 愛媛県
2月15日 全国家の光大会 横浜市
2月17日 JAいわて中央青年部通常総代会 本所
2月21日 JA広報トップセミナー・全国コンクール表彰式 都市センターホテル
2月25日 JAいわて中央女性部通常総代会 本所
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7 農業振興活動

8 地域貢献情報

【協同組合の特性】
　当ＪＡは、盛岡市、矢巾町、紫波町を事業区域とし、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の資金は、その大半が組合員の皆さまなどからお預かりした、大切な財産である「貯金」を源泉としており
ます。
　当ＪＡでは、資金を必要とする組合員の皆さま方や、地方公共団体などにもご利用いただいています。
　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・サービスなどを提供するだけでなく、地域の協同組合として、農業
や助けあいを通じた社会貢献に努めています。

（1） 地域からの資金調達の状況
①貯金・定期積金残高
　組合員をはじめ地域の皆さまからお預かりした貯金の残高は、1,244億1,156万円（うち定期積金の残高は
22億6,545万円）となっております。
　貯金残高の内訳は表のとおりです。

組 合 員 等 102 ,723

そ の 他 21 ,688

合 計 124 ,411

（単位：百万円）

②貯金商品
　目的・期間・金額にあわせてご利用いただける各種貯金商品を取り扱っております。
　詳しくは本誌「商品・サービス一覧」をご覧ください。

（2） 地域への資金供給の状況
①貸出金残高
　組合員をはじめ地域の皆さまへの貸出金の残高は、350億1,064万円となっています。ＪＡいわて中央は、
地域の金融機関として地域社会の発展と組合員や地域の皆さまの豊かな暮らしの実現に貢献することを使命
と考え、事業資金や個人向けのご融資に積極的に対応してまいりました。
　貸出金残高の内訳は表のとおりです。

　当組合は、「一人ひとりの思いをカタチに。ＪＡいわて中央」を旗印に、産地形成と農業経営の向上を目指し、ＪＡ
運営に努力を重ねてまいりました。
　いきいき農業「つくる」「うる」「こだわり」「美味しい」への挑戦をスローガンに、稲作を基幹として園芸・菌茸・畜
産を組み合わせ、「あんしん産地ＪＡいわて中央」の確立に努めてきました。また、『食農立国』を新たなブランドとし
て商標登録し、消費者に信頼される「安全・安心」な農畜産物の生産と供給に努めてきました。
　今、農畜産物価格が低迷している中、農業経営をいかに維持していくか、また、担い手の減少と食の「安全・安
心」など、地域のＪＡとしてどう応えるかが重要となっています。
　役職員が一丸となり、『食農立国』ブランドの確立とそれを支える生産・販売体制の確立に取り組みます。
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組 合 員 等 31 ,290

地 方 公 共 団 体 等 160

そ の 他 3,560

合 計 35 ,010

（単位：百万円）

②制度融資取扱状況
　農業制度資金とは、農家などが規模拡大や経営改善を図ろうとする場合や、新しい分野への投資を図る
場合などに国や地方公共団体が利子補給などを行い、必要な資金を低利で利用できる融資制度です。

■主な農業制度資金

資　金　名 残高（単位 : 百万円） 資　金　の　概　要

農 業 近 代 化 資 金 ２６１
農業経営の近代化や資本装備の高度化に必要な資金を、国や県な
どの利子補給により、ＪＡが農業者等に低利で貸し付けます。

日本政策金融公庫資金 　１７
農林漁業の生産力の維持増進に必要な土地改良や総合的・計画的
な経営規模の拡大など経営基盤にかかわる投資について、長期か
つ低利の資金を農業者に貸し付ける資金です。

③融資商品
　ＪＡでは、アグリマイティー資金や住宅ローン、教育ローン、マイカーローンなど組合員をはじめ地域の皆さ
まの事業や暮らしに必要な資金をご用意しております。
　詳しい融資商品については、本誌「商品・サービス一覧」をご覧ください。

（3） 文化的・社会的貢献に関する事項・・・地域とのつながり
①文化的・社会的貢献に関する事項

○学校給食へ地元産農産物を供給
　ＪＡの子会社㈱ＪＡシンセラでは、地産地消運動の取り組みとして、矢
巾町の小・中学校の学校給食に地場産品を主体とした食材を供給して
います。

○学童農園の開園
　ＪＡ女性部とＪＡ青年部が中心となり、学童農園を開園。子供たちが
農作業を通じて、食料を生産する農業の楽しさと大切さを実感できる体
験の場を提供しています。

○お米とわたし、作文・図画コンクールへの参加
　ＪＡ全中とＪＡ岩手県中央会が主催する「お米とわたし、作文・図画
コンクール」へは、毎年、管内の小・中学校からの作品が多数入賞して
います。

　貸出金残高の内訳は表のとおりです。
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○図画コンクールと立看板の設置
　ＪＡ青年部では、日本の食を支える農業の大切さを訴えるため、立て
看板を作成・設置しています。作成した看板は県青年組織協議会のコン
クールに出展しています。

○ＪＡまつりの開催
　春に「さなぶりまつり」、秋には「収穫感謝まつり」を開催し、多くの
組合員や地域の方が訪れ、様々なイベントを通じてＪＡへの理解を深め
ています。

○年金相談会
　専門の相談員を招き、毎年、各支所で開かれている年金無料相談会
には多くの方が訪れ、気軽に相談ができると好評となっています。

○農業用廃プラスチックの回収
　ＪＡでは年２回、農業用廃プラスチック類（ビニール、マルチ等）の回
収を行い、環境に悪影響を及ぼすダイオキシン等の問題に取り組み、安
全・安心な農産物生産の環境づくりに努めています。

○地元公民館と協定
　ＪＡでは、本所所在地の野沢公民館と「野沢の元気づくり協定」を締
結。地域内の環境美化や児童・生徒の登下校時の安全確保など、学校
及び他事業所と一体となり住みよい地域づくりに努めています。

②利用者ネットワーク化の取り組み

○年金友の会ゲートボール大会
　ＪＡ年金友の会では年に１回、ゲートボール大会を開催。各支部から
400人を超える会員が参加し、体力増進を図りながら親睦を深めています。

○年金友の会輪投げ大会
　冬場には、室内で輪投げ大会を開催。輪投げは誰でも気軽に楽しめ
ることから、毎年800人を超える参加があります。

○湯けむりの会＆味覚友の会
　地域に広く会員を募り、目的別定期積金を行うことで有名割烹での
食事や温泉を訪れ、親睦を深めながら楽しんでいます。
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③情報提供活動

○広報誌の発行
　各地の話題や出来事、ＪＡからのお知らせ、暮らしや営農に役立つ情
報などを組合員や地域住民へ提供しています。

○ホームページの公開
　農産物の生育状況のほか、各種キャンペーン、イベントの開催案内や
求人情報、ＪＡ青年部・女性部の活動報告、営業時間の案内など、暮らし
に役立つ情報を掲載しています。

○紫波地域農業気象協議会
　紫波町と矢巾町に７基の気象ロボットを設置し、気温や降水量、日照
時間などの気象情報を、インターネットを通じてリアルタイムで提供してい
ます。無料で利用できます。

④店舗体制

名　　　称 店　舗　数
本 所 1
営 農 セ ン タ ー 3
支 所 8
出 張 所 6
活 動 セ ン タ ー 7
店舗外ＡＴＭコーナー 10

（平成30年２月28日現在）
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9 リスク管理の状況

　金融の自由化・国際化の進展と組合員、利用者ニーズが高度化・多様化しているなかで、ＪＡの抱えるリスクは
急激に多様化・拡大化しており、リスク管理の重要性が高まっています。当ＪＡでは、リスク管理にあたってはコン
プライアンス（法令遵守）が根幹であり、役職員一人ひとりがリスク管理の重要性を十分に理解することが基本であ
ると考えています。
　そして、金融業務に限らず、業務全般にわたりリスクの所在を正確に把握・分析し、適切に管理運営していくこ
とが経営の健全性を維持向上させることから、リスク管理体制の整備と強化に取り組んでいます。

（1） リスク管理体制
〔リスク管理基本方針〕
　組合員・利用者の皆さまに安心してＪＡをご利用いただくためには、より健全性の高い経営を確保し、信頼性
を高めていくことが重要です。
　このため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応すべく「リスク管理基本方針」
を策定し、認識すべきリスクの種類や管理体制と仕組みなど、リスク管理の基本的な体系を整備しています。
　また、この基本方針に基づき、収益とリスクの適切な管理、適切な資産自己査定の実施などを通じてリスク
管理体制の充実・強化に努めています。

①信用リスク管理
　信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含む。）の価値が減少ないし
消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件については理事会に
おいて対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引については、本所に融資審査部署を設置し、各支所
と連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還
能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引
において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については
管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金
については「債権の償却・引当基準」に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

②市場リスク管理
　市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債（オフ･バ
ランスを含む。）の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリス
クのことです。主に金利リスク、価格変動リスクなどをいいます。金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリ
スクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在している中で金利が変動することにより、利益が低下な
いし損失を被るリスクをいいます。また、価格変動リスクとは、有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減
少するリスクのことです。
　当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、収益化及
び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを
基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の
構築に努めています。

③流動性リスク管理
　流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難になる、
又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）及
び市場の混乱等により市場において取引ができないため、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされ
ることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）のことです。
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④オペレーショナル・リスク管理
　オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システムが不適切であること又は外生
的な事象による損失を被るリスクのことです。当ＪＡでは、収益発生を意図し能動的な要因により発生する信用リ
スクや市場リスク及び流動性リスク以外のリスクで、受動的に発生する事務、システム、法務などについて事務
処理や業務運営の過程において、損失を被るリスクと定義しています。事務リスク、システムリスクなどについて、
事務手続にかかる各種規程を理事会で定め、その有効性について内部監査や監事監査の対象とするとともに、
事故・事務ミスが発生した場合は速やかに状況を把握して理事会に報告する体制を整備して、リスク発生後の対
応及び改善が迅速・正確に反映ができるよう努めています。

⑤事務リスク管理
　事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより金融機関が損失を被
るリスクのことです。当ＪＡでは、業務の多様化や事務量の増加に対応して、正確な事務処理を行うため事務マニュ
アルを整備するとともに、自主検査・自店検査を実施し事務リスクの削減に努めています。また、事故・事務ミ
スが発生した場合には、発生状況を把握し改善を図るとともに、内部監査により重点的なチェックを行い、再
発防止策を実施しています。

⑥システムリスク管理
　システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備に伴い金融機関が損失を被
るリスク、さらにコンピュータが不正に使用されることにより金融機関が損失を被るリスクのことです。当ＪＡでは、
コンピュータシステムの安定稼働のため、安全かつ円滑な運用に努めています。

〔リスク管理体制〕
　リスク管理体制を確実なものとするために、常勤役員と室・部長で構成される「リスク管理委員会」を開催し、
総合的なリスクについて検討を行うとともに、各種の「戦略リスク」「運営リスク」「信用リスク」「市場リスク」のリ
スクを適切に管理し充実・強化を図っています。

（2） 法令遵守体制
〔コンプライアンス基本方針〕
　利用者保護への社会的要請が高まっており、最近の企業不祥事に対する社会の厳しい批判に鑑みれば、組
合員・利用者からの信頼を得るためには、法令等を遵守し、透明性の高い経営を行うことがますます重要になっ
ています。
　このため、コンプライアンス（法令等遵守）を経営の重要課題のひとつとして位置づけ、この徹底こそが不祥
事を未然に防止し、ひいては組織の信頼性向上に繋がるとの観点にたち、コンプライアンスを重視した経営に取
り組みます。

〔コンプライアンス運営態勢〕
　コンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行うため、代表理事専務を委員長とするコンプライアンス委
員会を設置するとともに、コンプライアンスの推進を行うため行動計画を策定し、本所各部門・支所・出張所ご
とにコンプライアンス会議などを開催し、コンプライアンス意識の高揚に努めています。
　基本姿勢及び遵守すべき事項を記載した手引書「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、研修会を行い全
役職員に徹底しています。
　毎年度、コンプライアンス・プログラムを策定し、実効ある推進に努めるとともに、統括部署のリスク管理室
を設置し、その進捗管理を行っています。
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（3） 金融ＡＤＲ制度への対応
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。

　当ＪＡの相談・苦情等受付窓口（月〜金　午前９時〜午後５時）

・信用事業
本 所 金 融 部 （019-676-3111） 飯 岡 支 所 （019-638-0620）
赤 石 支 所 （019-672-3315） 見 前 支 所 （019-638-1530）
志 和 支 所 （019-673-7111） 本 宮 支 所 （019-635-1315）
東 部 支 所 （019-672-3345） 太 田 支 所 （019-659-0616）
矢 巾 支 所 （019-697-6888）
　上記本支所のほか、ＪＡバンク相談・苦情等受付窓口（019-676-3119）でも受け付けます。

・共済事業
本所共済部事務課 （019-676-3116） 飯 岡 支 所 （019-638-0620）
赤 石 支 所 （019-672-3315） 見 前 支 所 （019-638-6878）
志 和 支 所 （019-673-7111） 本 宮 支 所 （019-635-7752）
東 部 支 所 （019-672-3345） 太 田 支 所 （019-656-3262）
矢 巾 支 所 （019-697-6888）

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
　仙台弁護士会「紛争解決支援センター」
　①の信用事業受付窓口または岩手県ＪＡバンク相談所（019-626-8128）にお申し出ください。
　なお、７月１日以降はＪＡバンク相談所（03-6837-1359）にお申し出ください。

・共済事業
　（一社）日本共済協会　共済相談所（03-5368-5757）
　（一財）自賠責保険・共済紛争処理機構（0120-159-700）
　（公財）日弁連交通事故相談センター（0570-078325）
　（公財）交通事故紛争処理センター（東京本部03-3346-1756）
　日本弁護士連合会　弁護士保険ＡＤＲ
　（https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html）

（4） 内部監査体制
　当ＪＡでは、内部監査部門を業務実施部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び各部門の業務の
遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事項の勧告などを通じて業務運営
の適切性の維持・改善に努めています。
　また、内部監査は、ＪＡの本所・支所・出張所のすべてを対象とし、中期及び年度の内部監査計画に基づき実施
しています。監査結果は代表理事組合長及び監事に報告したのち被監査部門に通知され、定期的に被監査部門
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の改善取り組み状況をフォローアップしています。また、監査結果の概要を定期的に理事会に報告することとして
いますが、特に重要な事項については、直ちに理事会、代表理事組合長、監事に報告し、速やかに適切な措置を
講じています。

（5） 個人情報保護、情報セキュリティへの取り組み
　当ＪＡは、組合員・利用者等の皆さまの個人情報を正しく取り扱うことが事業活動の基本であり、社会的責
務であることを認識し、個人情報の保護に関する法律等を誠実に遵守します。また、より一層の安心とサービス
を提供するため、ＪＡ内の情報およびお預かりした情報のセキュリティの確保と日々の改善に努めます。

（1） 自己資本比率の状況
　当ＪＡでは、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。財務改善計画に沿い、事業利益の確保と内部留保に努め、不良債
権処理及び業務の効率化等に取り組んだ結果、平成30年２月末における自己資本比率は、13.12％となりました。

（2） 経営の健全性の確保と自己資本の充実
　当ＪＡの自己資本は、組合員の普通出資によっています。
　○普通出資による資本調達額

　当ＪＡは、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本比率を算出して、当ＪＡ
が抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリスクに対応した十分な自己資本の維持を図
るとともに、内部留保の積み増しにより自己資本の充実に努めています。
　また、19年度から、信用リスク、オペレーショナル・リスク、金利リスクなどの各種リスクを個別の方法で質的
または量的に評価し、リスクを総体的に捉え、自己資本と比較・対照し、自己資本充実度を評価することにより、
経営の健全性維持・強化を図っております。

10 自己資本の状況

項　　　目 内　　　　　容
発行主体 岩手中央農業協同組合
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

44億4,175万円

項　　　目 平成29年２月28日現在 平成30年２月28日現在
自 己 資 本 比 率 13.77％ 13.12％
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