
　農業を取り巻く情勢が年々厳しさを増す中、政府が提起
した「農協改革」に対し、ＪＡグループでは第37回ＪＡ新
潟県大会で、食と農を基軸とし地域に根ざした協同組合と
して、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活
性化」の３つの基本目標を掲げ、自己改革に取り組むこと
を決議しました。
　平成28年度を初年度とするＪＡひすい第九次中期総合
計画は、ＪＡ新潟県大会の決議事項に沿った内容となって
います。ＪＡグループの一員として、自己改革の基本目標
の達成に向け、組合員や地域の皆様と力を合わせ、行政・
関係団体と連携を強めながら計画の着実な実践に努めてま
いります。

積極的な広報活動の展開積極的な広報活動の展開

人材育成による意識改革と行動改革人材育成による意識改革と行動改革

信頼に応える事業・経営の実践と施設の充実信頼に応える事業・経営の実践と施設の充実

第九次
中期総合計画
（平成28～30年度）

策定にあたり策定にあたり 重点事項重点事項

農業者の所得増大への挑戦1

農業生産の拡大への取組２

地域の活性化への貢献３

協同活動を支える
組織基盤づくりと経営の確立４

　「食と農を基軸とした地域に根ざした協同組合」として、組合員や地域の皆様の理解を深めるため、広報活動
を経営戦略の重要な柱と位置づけ、地域に密着した情報発信に努めます。

　ＪＡの経営理念・経営戦略を実現するため、「自ら考え行動する」職員の人材育成に取り組みます。

　強固なコンプライアンス（法令等の順守）態勢のもと、経営の安定・財務基盤の強化に取り組みます。また、
利便性の向上をはかるため、営農および生活関連施設の集約を検討します。

広報紙「ひすい倶楽部」

新採用職員研修

コンプライアンス研修会

◇地域コミュニティ紙を利用した、「食・農・ＪＡグループ」の情報
発信
◇広報紙「ひすい倶楽部」・季刊紙「ネットワークひすい」の発行
◇同報無線・ホームページによる情報発信
◇各支店広報「支店だより」の発行

取組内容

◇「ＪＡひすい人材育成基本方針」の策定と実施
◇階層別の職員教育の実施
◇必要な資格・技能の習得
◇「食」や「農」に関する行事への積極的な参加

取組内容

◇コンプライアンス・プログラム（法令等の順守に向け
た行動計画）の実践
◇内部統制システムを活用した内部監査の実施
◇ＰＤＣＡ管理（施策の具体化、進捗管理、対策検討な
ど）の実践
◇将来発生しうる支出や経営環境の変化に備えた内部留
保の確保
◇営農センター（営農部・生活部事務所、農機、グリー
ンセンター、食材、介護等）の検討

取組内容
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農業者の所得増大への挑戦 農業生産の拡大への取組

農産物の有利販売と生産資材のコスト低減に挑戦します農産物の有利販売と生産資材のコスト低減に挑戦します

私たち（農業・地域・ＪＡ）の状況私たち（農業・地域・ＪＡ）の状況私たち（農業・地域・ＪＡ）の状況

地域にあった栽培技術・品種の確立に取り組みます地域にあった栽培技術・品種の確立に取り組みます

　平成27年度から取り組んでいる「農家・担い手支援策」をさらに充実強化させ、確実に実践す
ることにより、「農業者の所得増大」に挑戦します。

　「農家・担い手支援策」を中心に、行政・関係団体との連携を強め、「農業生産の拡大」
に取り組みます。

　米の自主販売の検討をはじめ、生産コストの低減を取り組みの中心に据え、「農業者の所得増大」を目指します。 　地域の特性を生かした特産品の調査研究と栽培技術の確立に努め、組合員とのコミュニケーションをはかりな
がら「農業生産の拡大」を目指します。

平成27年産米初検査 養液土耕栽培システム

次世代・担い手農家交流会

売れる米づくり現地研修会

◇米の直接販売の実現に向けた検討
◇高品質・良食味米を対象とした高価格米の販売

米自主販売の検討

◇農作業受託による生産の維持
◇ＪＡが受け皿となり新規就農者を育成、担い手の確保
◇ＪＡへの就業（就農）による初期所得の確保

JA直営型農業経営の検討

◇「越の丸ナス」「トマト」の養液土耕栽培の普及
◇多品種の野菜を栽培し、適性栽培品種を選定

育苗ハウスを利用した養液土耕栽培の普及・推進

◇転作栽培作物「ヨモギ」の試験栽培
◇水稲晩生新品種「新之助」の試験栽培

地域にあった栽培技術の確立

◇若手担い手との定期交流を実施
◇認定農業者との定期交流を実施
◇集落別懇談会の実施
◇地区別総代懇談会の実施

生産者の意見を営農事業へ反映

◇農業情報メールによる情報提供
◇ホームページによる情報掲載
◇はがきによる緊急情報の提供
◇同報無線による情報提供

営農関連情報の提供
◇エコライス栽培の継続実施
◇気象や生育状況にあった栽培指導
◇土づくりに対する助成
◇品質・食味分析の実施と通知

糸魚川産米コシヒカリのブランド化

◇肥料・農薬の大口利用者への助成　
◇予約肥料・農薬・資材の配達料の無料化
◇農薬（同一品種・同一規格）は他店に負けない柔軟
な価格設定

◇色彩選別機の利用料金の助成
◇土壌改良材散布の助成
◇カメムシ防除剤への助成
◇農業機械レンタル料金の助成
◇土壌分析による適正肥料の施肥指導

生産コストの低減

◇推奨園芸品目の種苗購入の助成
◇園芸作物の植付時期を調整し、ひすい食彩館の売れ
残りを解消

◇「そば栽培」の指導、乾燥・調整事業の実施

複合型農業経営の普及・推進

◇生産履歴の記帳と点検による品質の信頼性向上
◇残留農薬検査と放射性物質検査による品質の信頼性
向上

◇指導員の「等級落ち生産者訪問」や「現地指導会」
による食味と品質の向上

安全・安心対策による地元農産物の品質向上

⒈ 人口減少と高齢化

⒉ 水稲作付面積と作付者の
　 平均年齢

⒊ JAひすい組合員数

⒋ 米の出荷量（JAひすい）

⒌ 米の最終精算価格
　 （新潟一般コシヒカリ）

⒍ ひすい食彩館産直会員と
　 出荷金額

・糸魚川市の人口は、平成28年3月1日現在で44,977人、平成37年には
39,889人、高齢者（65歳以上）人口は15,591人になると推計

・糸魚川市の水稲作付面積は平成26年度末で1.520ha、この10年間で
110ha減少、作付者の平均年齢は68歳

・ＪＡひすいの正組合員は平成27年度末で3,029人、この10年間で1,126
人減少、准組合員は同9,231人で、この10年間で273人増加

・JAひすいへの米の出荷量は、平成27年度で48,916俵/60㎏、この10
年間で約12,000俵/60㎏の減少

・新潟一般コシヒカリの最終精算価格は、平成26年産米で13,557円/俵、
この10年間で5,885円/俵の減少

・ひすい食彩館産直会員は、平成27年度末で179人、出荷金額は
115,036千円（一人当たり平均出荷金額は642,659円）
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農業者の所得増大への挑戦 農業生産の拡大への取組

農産物の有利販売と生産資材のコスト低減に挑戦します農産物の有利販売と生産資材のコスト低減に挑戦します

私たち（農業・地域・ＪＡ）の状況私たち（農業・地域・ＪＡ）の状況私たち（農業・地域・ＪＡ）の状況

地域にあった栽培技術・品種の確立に取り組みます地域にあった栽培技術・品種の確立に取り組みます

　平成27年度から取り組んでいる「農家・担い手支援策」をさらに充実強化させ、確実に実践す
ることにより、「農業者の所得増大」に挑戦します。

　「農家・担い手支援策」を中心に、行政・関係団体との連携を強め、「農業生産の拡大」
に取り組みます。

　米の自主販売の検討をはじめ、生産コストの低減を取り組みの中心に据え、「農業者の所得増大」を目指します。 　地域の特性を生かした特産品の調査研究と栽培技術の確立に努め、組合員とのコミュニケーションをはかりな
がら「農業生産の拡大」を目指します。

平成27年産米初検査 養液土耕栽培システム

次世代・担い手農家交流会

売れる米づくり現地研修会

◇米の直接販売の実現に向けた検討
◇高品質・良食味米を対象とした高価格米の販売

米自主販売の検討

◇農作業受託による生産の維持
◇ＪＡが受け皿となり新規就農者を育成、担い手の確保
◇ＪＡへの就業（就農）による初期所得の確保

JA直営型農業経営の検討

◇「越の丸ナス」「トマト」の養液土耕栽培の普及
◇多品種の野菜を栽培し、適性栽培品種を選定

育苗ハウスを利用した養液土耕栽培の普及・推進

◇転作栽培作物「ヨモギ」の試験栽培
◇水稲晩生新品種「新之助」の試験栽培

地域にあった栽培技術の確立

◇若手担い手との定期交流を実施
◇認定農業者との定期交流を実施
◇集落別懇談会の実施
◇地区別総代懇談会の実施

生産者の意見を営農事業へ反映

◇農業情報メールによる情報提供
◇ホームページによる情報掲載
◇はがきによる緊急情報の提供
◇同報無線による情報提供

営農関連情報の提供
◇エコライス栽培の継続実施
◇気象や生育状況にあった栽培指導
◇土づくりに対する助成
◇品質・食味分析の実施と通知

糸魚川産米コシヒカリのブランド化

◇肥料・農薬の大口利用者への助成　
◇予約肥料・農薬・資材の配達料の無料化
◇農薬（同一品種・同一規格）は他店に負けない柔軟
な価格設定
◇色彩選別機の利用料金の助成
◇土壌改良材散布の助成
◇カメムシ防除剤への助成
◇農業機械レンタル料金の助成
◇土壌分析による適正肥料の施肥指導

生産コストの低減

◇推奨園芸品目の種苗購入の助成
◇園芸作物の植付時期を調整し、ひすい食彩館の売れ
残りを解消
◇「そば栽培」の指導、乾燥・調整事業の実施

複合型農業経営の普及・推進

◇生産履歴の記帳と点検による品質の信頼性向上
◇残留農薬検査と放射性物質検査による品質の信頼性
向上
◇指導員の「等級落ち生産者訪問」や「現地指導会」
による食味と品質の向上

安全・安心対策による地元農産物の品質向上

⒈ 人口減少と高齢化

⒉ 水稲作付面積と作付者の
　 平均年齢

⒊ JAひすい組合員数

⒋ 米の出荷量（JAひすい）

⒌ 米の最終精算価格
　 （新潟一般コシヒカリ）

⒍ ひすい食彩館産直会員と
　 出荷金額

・糸魚川市の人口は、平成28年3月1日現在で44,977人、平成37年には
39,889人、高齢者（65歳以上）人口は15,591人になると推計

・糸魚川市の水稲作付面積は平成26年度末で1.520ha、この10年間で
110ha減少、作付者の平均年齢は68歳

・ＪＡひすいの正組合員は平成27年度末で3,029人、この10年間で1,126
人減少、准組合員は同9,231人で、この10年間で273人増加

・JAひすいへの米の出荷量は、平成27年度で48,916俵/60㎏、この10
年間で約12,000俵/60㎏の減少

・新潟一般コシヒカリの最終精算価格は、平成26年産米で13,557円/俵、
この10年間で5,885円/俵の減少

・ひすい食彩館産直会員は、平成27年度末で179人、出荷金額は
115,036千円（一人当たり平均出荷金額は642,659円）
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地域の活性化への貢献
　総合事業を通じ、組合員や地域の皆様のさまざまなニーズを実現する「くらしの活動」に積極的
に取り組みます。また、協同組合としての使命である「協同の輪を広げ、豊かでくらしやすい地域
社会」の実現を目指します。

くらしを支える事業活動を展開しますくらしを支える事業活動を展開します
　総合事業（営農・生活・購買・信用・共済・介護・販売・加工等）を通じ、農業者の営農とくらしを支えます。
また、組合員や地域の皆様が必要とする生活サービスを提供することにより、「地域の活性化」に貢献します。

女性グループによる折り鶴づくり

県外中学校の農村体験学習

ＬＡ(お客様相談係)による訪問活動

　組合員や利用者のくらしを守り、農業振興・地域社
会に貢献し続けていくために、将来にわたって万全な
保障を提供します。
◇「ひと・いえ・くるまの総合保障」の提案による安
心と満足の提供、交通安全ポスターコンクールへの
参加の呼びかけ

共済事業

　食農教育を通じ、糸魚川産農産物のファンづくりを
進めます。
◇ひすい食彩館を拠点に産地見学ツアー・農業体験等
を実施

◇県外中学校の農村体験学習の受け入れによる農家と
の交流

営農事業

　健康で安心なくらしができるよう、「食」と「健康」
を中心とした活動を実施します。
◇女性部講師による郷土料理づくりなどのイベント開催
◇女性部やグループが主体となる活動支援
◇利用者の状況に応じた介護用品の提案
◇糸魚川総合病院・行政との連携による総合健診の実
施と二次健診受診率の向上

生活活動事業

　組合員や利用者の満足度向上やつながりを強化する
ため、ニーズに応じた最適な商品・サービスを提供し
ます。
◇農業および生活のメインバンク機能の強化に向け、
さまざまなキャンペーンを企画

◇訪問活動や窓口サービスにより、高齢層への相続相
談機能などを強化

金融事業

　充実した施設と優秀なスタッフにより、ご満足いた
だける葬儀と法要を施行します。
◇利用者アンケートなどを通じて、皆様の声を事業に
反映

◇事前相談機能の充実
◇市内提携店と連携したイベントを開催

葬祭事業

◎生活購買
　Ａコープブランド品の紹介など、くらしに役立つ情
報の提供や生活物資の予約注文に取り組みます。
◇安全で安心な食材やこだわり商品の配達
◇正月食品など、季節に応じた生活物資の予約注文
◎ 農業機械
　農作業事故の撲滅に向けて講習会を実施し、安全
に対する呼びかけを行います。
◇農業機械安全使用講習会や大型機のセルフメンテナ
ンス講習会を開催

◎自動車
　販売から整備・車検・点検、マイカーローン・自動
車共済まで、すべてお任せいただけるサービスを提供
します。
◇ニーズに応じた車種の提案と総合事業を生かした情
報提供

◎燃料
　仕入先を厳選し、有利販売と安定供給に努めます。
また、保安管理と施設事故の未然防止を徹底します。
◇灯油ホームタンクの老朽化による漏えい事故の防止

購買事業

交通安全ポスターコンクール

農業機械安全使用講習会

自動車展示会

セレモニーホールお菓子まつり
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地域の活性化への貢献
　総合事業を通じ、組合員や地域の皆様のさまざまなニーズを実現する「くらしの活動」に積極的
に取り組みます。また、協同組合としての使命である「協同の輪を広げ、豊かでくらしやすい地域
社会」の実現を目指します。

くらしを支える事業活動を展開しますくらしを支える事業活動を展開します
　総合事業（営農・生活・購買・信用・共済・介護・販売・加工等）を通じ、農業者の営農とくらしを支えます。
また、組合員や地域の皆様が必要とする生活サービスを提供することにより、「地域の活性化」に貢献します。

女性グループによる折り鶴づくり

県外中学校の農村体験学習

ＬＡ(お客様相談係)による訪問活動

　組合員や利用者のくらしを守り、農業振興・地域社
会に貢献し続けていくために、将来にわたって万全な
保障を提供します。
◇「ひと・いえ・くるまの総合保障」の提案による安
心と満足の提供、交通安全ポスターコンクールへの
参加の呼びかけ

共済事業

　食農教育を通じ、糸魚川産農産物のファンづくりを
進めます。
◇ひすい食彩館を拠点に産地見学ツアー・農業体験等
を実施
◇県外中学校の農村体験学習の受け入れによる農家と
の交流

営農事業

　健康で安心なくらしができるよう、「食」と「健康」
を中心とした活動を実施します。
◇女性部講師による郷土料理づくりなどのイベント開催
◇女性部やグループが主体となる活動支援
◇利用者の状況に応じた介護用品の提案
◇糸魚川総合病院・行政との連携による総合健診の実
施と二次健診受診率の向上

生活活動事業

　組合員や利用者の満足度向上やつながりを強化する
ため、ニーズに応じた最適な商品・サービスを提供し
ます。
◇農業および生活のメインバンク機能の強化に向け、
さまざまなキャンペーンを企画
◇訪問活動や窓口サービスにより、高齢層への相続相
談機能などを強化

金融事業

　充実した施設と優秀なスタッフにより、ご満足いた
だける葬儀と法要を施行します。
◇利用者アンケートなどを通じて、皆様の声を事業に
反映
◇事前相談機能の充実
◇市内提携店と連携したイベントを開催

葬祭事業

◎生活購買
　Ａコープブランド品の紹介など、くらしに役立つ情
報の提供や生活物資の予約注文に取り組みます。
◇安全で安心な食材やこだわり商品の配達
◇正月食品など、季節に応じた生活物資の予約注文
◎ 農業機械
　農作業事故の撲滅に向けて講習会を実施し、安全
に対する呼びかけを行います。
◇農業機械安全使用講習会や大型機のセルフメンテナ
ンス講習会を開催

◎自動車
　販売から整備・車検・点検、マイカーローン・自動
車共済まで、すべてお任せいただけるサービスを提供
します。
◇ニーズに応じた車種の提案と総合事業を生かした情
報提供

◎燃料
　仕入先を厳選し、有利販売と安定供給に努めます。
また、保安管理と施設事故の未然防止を徹底します。
◇灯油ホームタンクの老朽化による漏えい事故の防止

購買事業

交通安全ポスターコンクール

農業機械安全使用講習会

自動車展示会

セレモニーホールお菓子まつり
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協同活動を支える組織基盤づくりと経営の確立
　正組合員の減少や高齢化により、ＪＡの組織基盤の弱体化が懸念されています。ＪＡひす
いでは、正組合員の次世代への円滑な継承を支援するとともに、ＪＡ活動に参加する地域
の皆様に准組合員への加入を勧めるなど、さまざまな機会を通じ、ＪＡと組合員、組合員
相互の結びつきの強化をはかります。

支店を拠点とした協同活動を実践します支店を拠点とした協同活動を実践します

組合員の「意思反映」「運営参画」を進めます組合員の「意思反映」「運営参画」を進めます

准組合員のＪＡ事業・運営への参画を強化します准組合員のＪＡ事業・運営への参画を強化します

　ＪＡの事業活動の中心である支店を、組合員や地域の皆様が「集まる場」とする活動を企画し、実践します。

　多様化した組合員のニーズを把握し、事業利用の拡大をはかります。また、組合員が地域農業と協同組合への
理解を深めるよう、意思反映と運営参画を進めます。

　准組合員を「農業や地域経済の発展を共に支えるパートナー」と位置づけ、ＪＡ事業への積極的な参加を進め
ます。

集落別懇談会

ひすい食彩館「おいしい秋満喫祭」

食農教育活動（保育園児による田植え体験）

「ふれあい作品展」展示コーナー

花いっぱい運動

輪投げ大会

食農教育活動（小学生による苗植え体験）

◇集落別懇談会や支店別総代懇談会等の開催
◇地域農業を支える担い手交流会の開催
◇組合員組織（女性グループ・年金友の会など）
の活動支援

◇事業評価アンケートや各事業アンケートの実
施

◇支店を拠点とした協同活動の実施

取組内容

◇ひすい食彩館などにおける糸魚川産農産物の
地産地消活動

◇組合員や地域の皆様を対象としたイベント
（農業まつり・支店を拠点とした協同活動な
ど）の開催

◇食農教育(農業体験・料理教室など)の実施
◇糸魚川総合病院や行政と連携した総合健診や
健康講演会の開催

◇金融・共済事業などの各種キャンペーンの実
施

取組内容

◇小学校・保育園・幼稚園などと連携した食農教育
活動と親子ふれあい活動

◇組合員や地域の皆様を対象とした園芸教室

◇児童・園児などを対象としたふれあい作品展示

◇組合員や地域の皆様との交流を深める支店窓口感
謝デーの開催

◇地域コミュニティの一員として、花いっぱい運動
に参加

◇その他、さまざまなイベントなどを実施

取組内容
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　農業を取り巻く情勢が年々厳しさを増す中、政府が提起
した「農協改革」に対し、ＪＡグループでは第37回ＪＡ新
潟県大会で、食と農を基軸とし地域に根ざした協同組合と
して、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活
性化」の３つの基本目標を掲げ、自己改革に取り組むこと
を決議しました。
　平成28年度を初年度とするＪＡひすい第九次中期総合
計画は、ＪＡ新潟県大会の決議事項に沿った内容となって
います。ＪＡグループの一員として、自己改革の基本目標
の達成に向け、組合員や地域の皆様と力を合わせ、行政・
関係団体と連携を強めながら計画の着実な実践に努めてま
いります。

積極的な広報活動の展開積極的な広報活動の展開

人材育成による意識改革と行動改革人材育成による意識改革と行動改革

信頼に応える事業・経営の実践と施設の充実信頼に応える事業・経営の実践と施設の充実

第九次
中期総合計画
（平成28～30年度）

策定にあたり策定にあたり 重点事項重点事項

農業者の所得増大への挑戦1

農業生産の拡大への取組２

地域の活性化への貢献３

協同活動を支える
組織基盤づくりと経営の確立４

　「食と農を基軸とした地域に根ざした協同組合」として、組合員や地域の皆様の理解を深めるため、広報活動
を経営戦略の重要な柱と位置づけ、地域に密着した情報発信に努めます。

　ＪＡの経営理念・経営戦略を実現するため、「自ら考え行動する」職員の人材育成に取り組みます。

　強固なコンプライアンス（法令等の順守）態勢のもと、経営の安定・財務基盤の強化に取り組みます。また、
利便性の向上をはかるため、営農および生活関連施設の集約を検討します。

広報紙「ひすい倶楽部」

新採用職員研修

コンプライアンス研修会

◇地域コミュニティ紙を利用した、「食・農・ＪＡグループ」の情報
発信

◇広報紙「ひすい倶楽部」・季刊紙「ネットワークひすい」の発行
◇同報無線・ホームページによる情報発信
◇各支店広報「支店だより」の発行

取組内容

◇「ＪＡひすい人材育成基本方針」の策定と実施
◇階層別の職員教育の実施
◇必要な資格・技能の習得
◇「食」や「農」に関する行事への積極的な参加

取組内容

◇コンプライアンス・プログラム（法令等の順守に向け
た行動計画）の実践

◇内部統制システムを活用した内部監査の実施
◇ＰＤＣＡ管理（施策の具体化、進捗管理、対策検討な
ど）の実践

◇将来発生しうる支出や経営環境の変化に備えた内部留
保の確保

◇営農センター（営農部・生活部事務所、農機、グリー
ンセンター、食材、介護等）の検討

取組内容

８


