
第 61年度（平成 26年度）事業計画 

 

Ⅰ 情  勢 

 

１．一般経済情勢 

  日本経済は、平成 25年に入ってから実質経済成長率 1.9％を達成するなど、デフ

レ脱却と成長促進を目論むアベノミクスの本格的始動やそれに対する期待感、さら

には円安・株高などを受けて、内需主導での回復を開始した。日銀短観などからも、

企業の景気感がリーマン・ショック以前の水準まで回復したことが示されている。 

  その結果、出遅れていた民間企業設備投資も夏場までには持ち直しに転じた。 

  ただし、この１年で円安が大きく進んだにもかかわらず、海外経済の回復力が高

まらないこともあり、輸出の増勢はあまり強まらなかった。 

  一方、平成 26年については、消費税増税によって、年度上期を中心に駆け込み需

要の反動が強く出ると思われ、特に４～６月期は大幅なマイナス成長に陥ると予想

される。また、アベノミクスの第３の矢である成長戦略は、ＴＰＰへの参加を含め

た規制制度改革による産業創出や競争力強化が中軸をなしており、農業・ＪＡへの

影響が心配される。 

 

２．農業・農政をとりまく情勢 

（１）本県農業の概要 

  本県の平成24年農業産出額は、前年に比べ17億円減少して2,112億円となった。 

  これは、畜産が高値で推移したものの茶やみかんが減少したためである。 

  ピークであった昭和 56年の 3,467億円と比較すると、約６割まで落ち込んだこと

になる。 

  総農家数は 70,283戸(H22農林業センサス)で、平成２年から 20年間で約 33,000

戸（△31.7％）減少している。内訳をみると販売農家数は 38,969戸で、平成２年と

比較し約 34,000戸（△46.8％）減少しているのに対し、自給的農家数は 31,314戸

で約 1,600戸（5.3％）増加している。 

  直近の趨勢では、１戸あたりの販売金額をみると 100 万円未満の農家が 15,943

戸と５年前と比較し 575戸（4.5％）増加しているが、１億円以上の農家も 139戸と

同 65戸（87.8％）増加しており、経営規模が二極化してきている。 

  農業法人は 608組織（H25）で５年前と比較し 71組織（11.6％）増加している。 

  また、耕地面積は 70,200ha(H23)で５年前と比較し 4,200ha減少した。 

  東日本大震災に起因した福島原発事故による本県農業への風評被害は少しずつ払

拭されているものの、主力であるお茶の消費は完全には回復していない状況にある。 

 

 

 



（２）ＴＰＰ交渉をめぐる情勢 

  ＴＰＰ交渉問題については、平成 25年３月に安倍首相は十分な国内議論もな

いままＴＰＰ交渉への参加を表明、７月のマレーシアでの会合から正式に交渉参

加した。８月のブルネイでの閣僚会合では、年内の妥結に向けて今後の交渉を推

進させることを盛り込んだ共同声明を発表し閉幕した。 

  10月のインドネシア・バリ島での首脳会議では、「発展段階の多様性に配慮す

る包括的でバランスの取れた地域協定を年内に妥結させるため、困難な課題の解

決に取り組むべきことに合意した」などとする「首脳声明」が採択されたが、オ

バマ大統領が国内事情で急遽欠席するなか、声明等では年内妥結に向けた具体的

な道筋は示されなかった。12 月にはシンガポールで年内最後の大臣級会合とな

るＴＰＰ閣僚会合が開催されたが、農産物の重要５品目を含む関税や知的財産な

どの分野で協議が難航し、閣僚会合の最終日には、「妥結に向けて実質的な進展

があった」とする声明が出されたものの、年内妥結は見送られた。 

  平成 26年２月のシンガポールでの閣僚会議では、知的財産などである程度の

進展はあったものの、焦点であった日米交渉は、米国が重要品目の関税撤廃を求

める強硬姿勢を変えずに物別れに終わった。今後は、４月の日米首脳会談に向け

事務レベルでの交渉が進められる見込みである。 

ＴＰＰ交渉については、引き続き関係団体との連携を強化し、国民の合意形成を

図りながら断固阻止に向けて強力な運動を展開していく必要がある。 

 

（３）農業の規制・制度改革等に関する動向 

   農林水産業・地域が将来にわたって国の活力の源となり、持続的に発展するた

めの方策を幅広く検討を進めることを目的に平成 25年５月 21日に設置された農

林水産業・地域の活力創造本部は、産業競争力会議や規制改革会議のとりまとめ

意見や自民党農林水産業・地域の活力創造本部の議論を踏まえ、12月 10日に「農

林水産業・地域の活力創造プラン」を決定した。 

   活力創造プランでは、農業・農村全体の所得を今後 10年で倍増することを目指

し、９つの政策の展開方向が示され、９項目には農業の成長産業化に向けた農協

の役割が盛り込まれ、経済界との連携、販売力の強化などＪＡの自己改革にふれ

るとともに、ＪＡの事業・組織のあり方を見直す検討を行うとしている。 

   また、産業競争力会議・農業分科会では経営所得安定対策等の見直しに関する

意見をまとめ、米の生産調整の廃止、経営所得安定対策の見直し及び農業の競争

力強化に資する補助金等の改革を提言している。 

   規制改革会議では、11 月 27 日に「今後の農業改革の方向について」をとりま

とめた。とりまとめでは、農業委員会、農業生産法人要件、農業協同組合、その

他の農業団体の４つの論点で改革の方向が示された。 

   活力創造プランは、６月の規制改革会議の答申を踏まえ、食料・農業・農村基

本計画の見直しに反映される予定である。 



３．本県ＪＡグループをとりまく情勢 

（１）組合員の動向 

平成 24年度の正組合員数は、147,962人と前年度に比べ 1,872人減少した。 

一方、准組合員は 275,058人で、前年度と比較し 6,814人増加しており、全体

の組合員数は年々増加してきている。 

正組合員の減少は、ほとんどが死亡によるものと思われ、組合員資格の継承が

大きな課題となっている。農業経営や農地が次世代へ円滑に引継がれＪＡの事業

や組織運営の活性化のためにも、後継者の組合員加入への取り組みが必要である。 

 また、地域住民に対しては、農業やＪＡのファンとなってもらうためのＰＲ活

動や協同活動への理解と参加に対する働きかけを強化していく必要がある。 

平成 25年度の青壮年部の部員数は、1,986 人と前年の 2,034 人に比べ 48 人減

少した。女性部員も前年度と比較し 860人減（前年は 2,456人減）の 23,644人と

なっている。 

引き続き組織活動を通じて、仲間づくりの輪を広げる取り組みが求められる。 

 

（２）本県ＪＡの経営概況 

本県ＪＡの経営概況について平成 25年度の予測決算からみると、事業総利益は

807.4億円で前年度比 14.8億円の減少となり、部門別にみると販売事業以外は減

少すると見込んでいる。一方、事業管理費は 734.7 億円で、人件費は減少したも

のの物件費の増加により、1.2 億円の増加を見込んでいる。このため、事業利益

は 72.7億円と同 16.0億円の減益を見込んでいる。この予測決算は保守的に見込

む傾向にあるため、最終の決算では減益幅は縮小するものと思われる。 

事業総利益の減少傾向が続く中で安定したＪＡ経営を行っていくためには、農

業協同組合としての特色を活かした事業や活動を通じて、多様化する組合員や地

域住民のニーズに的確に応えていくことが必要となる。 

 

（３）３か年計画の実践 

平成 26年度は、「ＪＡ静岡３か年計画～次代へつなぐ協同の力～」の初年度に

あたる。この３か年計画は、10年後の将来像の実現に向けての第２段階の取り組

みであり、ＴＰＰ交渉などの結果によっては、大きな外部環境の変化を踏まえた

対応を求められることになる。 

本県ＪＡグループでは、10年後の将来像を「農業を主軸とした地域協同組合」

と位置づけた。この実現に向けて、３か年計画で示された事項について確実に実

践していく必要がある。 

 



Ⅱ 事業実施計画 

平成 26 年度は、新たな３か年計画の取り組み初年度であり、10 年後の将来像の

実現に向けての第２段階が始まる重要な年である。 

また、ＴＰＰ交渉問題をはじめとする大きな外部環境の変化が起きており、そう

した状況も踏まえた対応を的確に進めていくことが求められる。 

  農業関係では、地域農業の再生のため「農業経営の再構築」に向け、経営感覚に

優れた農業経営者を産地の中に確保していくことを最優先課題として取り組んでい

かなければならない。 

  そのため、農業経営支援による生産部会内の個々の農家の経営力強化とともに、

各ＪＡ主要部会の会員意向調査の実施等により部会組織の活性化を図っていく。 

  また、作業効率や経営効率を高めたり、経営規模を拡大するためには農地や施設

が集中していることが必要であることから、モデルＪＡへの個別指導等を通じて面

的農地集積を加速的に進める。さらに、農家組合員の農業経営の安定を実現するた

め、生産現場の声を着実に農業政策へ反映させるとともに、国産食料の重要性、農

業の持つ他面的な価値、農村の果たしている役割等、食料・農業・農村への国民的

合意形成を図る。 

  ＪＡの事業・活動については、組合員や地域住民との「絆づくり」、「仲間作り」

のためにＪＡグループをあげて取り組むこととした「１支店１協同活動」が、さら

にステップアップするよう指導する。 

  また、組合員の世代交代や准組合員割合の拡大等が進むなか、次世代や地域住民

との結びつきの強化を図るためには、ＪＡ事業を通じて「組合員・利用者満足（Ｃ

Ｓ）」をより一層高めていく必要があるため、ＪＡの強みである「総合力」を着実に

発揮できる新たな仕組みづくり（事業の横串）を進めていく。 

  組合員・利用者の期待や要望に応えていくためには、今後とも「組合員・利用者

の立場に立った事業展開」（ＣＳ・マナー向上）と「ＪＡならではの協同活動」（１

支店１協同活動）が必要であり、さらにそれらを支える「職場マネジメント」（ＭＢ

Ｏ）を充実させることで、組合員満足(ＣＳ)と職員のやりがい(ＥＳ)が好循環する

「活力ある職場」を実現していく。 

  ＪＡの組織再編成については、ＪＡの組織・事業基盤を拡充し組合員への安定的

で良質なサービスの提供を実現するため、平成 22年８月の検討結果に基づき協議・

検討を進めていく。 

  これらの計画の達成に向け、ＪＡの現場に出向き指導を行うことを重点に、これ

まで以上に県下ＪＡグループに対するリーダーシップを発揮する。 

 

 



第１．重点事業（政策的事業） 

 

１．後継者が育つ専業農家の育成 

（１）産地力の維持・向上に向けた生産部会の強化 

組合員の高齢化、後継者の減少により生産部会員数や生産数量が減少傾向にあ

り、産地の維持・発展が難しくなっている。 

そこで、ＪＡの最大の強みである生産部会の強化を図るために、部会員個々の経

営力を高めるとともに、生産部会への結集力や組織としての運営力の向上に向けて

ＪＡが行う主要部会の会員意識調査の実施等の取り組みを支援する。 

    ① 農業経営支援事業の定着・高度化・拡大に向けた取り組みＪＡの個別支援 

    ② 主要部会の会員意向調査の実施等支援 

    ③ 農業経営支援への展開に向けた農業税務支援研究会の設置・開催 

    ④ 生産部会による新規就農対策の強化支援 

    ⑤ 援農者派遣等の労働力支援の実施支援 

 

（２）面的農地集積の加速化 

作業効率や経営効率を高め、経営規模を拡大するためには農地や施設が集中し

ていることが必要である。ＪＡがこれまでのとおり中心的役割を発揮し、市町行

政等関係機関と連携して、「農地中間管理機構」を活用しながら、担い手への面的

農地集積を実践し、集積メリットを最大限活用できる経営体を育成するために、

モデルＪＡへの個別指導等を行う。 

    ① 面的農地集積の実践に向けたＪＡ巡回ヒアリングの実施 

    ② モデルＪＡへの個別支援 

    ③ 地図情報システムの導入検討 

    ④ 農地中間管理機構に対応した推進体制の検討 

    ⑤ 新たなＪＡ農地保有機能の検討 

 

（３）地域で共存できる農業法人の育成とＪＡとの関係構築 

  販売農家が減少する一方で、農業法人は件数のみならず、経営規模も拡大傾向に

あるなど、ＪＡとしては無視できない存在になっている。 

  そこで、農業法人を単なる「大型化した農家」ではなく、「農業を行う企業経営者」

という視点でＪＡと農業法人との関係づくりを検討し、新たな事業連携に向けたＪ

Ａの取り組みを支援するため、農業法人リストの提供並びに法人対応研究集会等を

開催する。 

    ① 農業法人ニーズの把握・トップセールスの実施に向けた法人対応研究集会

および法人対応連絡会の開催 

    ② 県域における問い合せ窓口の設置ならびに農業法人の事業ニーズに基づ

く事業提案の検討 

    ③ 静岡県農業法人協会の運営等を通じた農業法人との連携 



（４）食の安全・安心の徹底・消費者等への情報発信 

安全・安心な農畜産物の供給は農業経営・産地継続にとって重要課題であるこ

とから、今後も、生産基準の遵守、生産履歴の記帳など徹底して取り組む必要が

ある。 

そこで、引続き食の安全・安心に関する事故発生リスクを低減するため、ＪＡ

食の安全・安心対策本部の開催支援等を通じ、生産基準の遵守、生産履歴記帳・

確認の徹底、計画的な残留農薬分析の実施に取組むとともに、消費者の理解を深

めるための積極的な情報発信を行う。 

    ① 生産基準の遵守、生産履歴記帳・確認の徹底に向けたＪＡ食の安全・安心

対策本部並びに事故発生想定訓練の開催支援 

    ② 計画的な残留農薬分析の実施に向けた生産工程におけるリスク評価方法

の検討 

    ③ 生産者の意識啓発・消費者等への情報発信 

 

（５）営農指導体制の強化、営農経済担当職員の資質向上 

  営農指導員が減少し、経験の浅い指導員が増加する中、高度な栽培技術指導に加

え、担い手に対する経営管理指導が求められている。 

  そこで、次代に継承できる農業経営の確立と生産部会の維持・強化を確実に支援

できるよう、営農経済センター長会議の開催を通じて、営農経済センター長のマネ

ジメント力、営農経済担当職員の資質向上に取り組む。 

    ① 営農経済センター長のマネジメント力の強化に向けた地区別営農経済セ

ンター長会議の開催 

    ② ＪＡ内発表会の開催支援による営農技術員一人１課題運動の取組み強化 

    ③ タブレット端末等の新たな支援ツールの活用支援 

 

（６）農業経営力強化に向けた農業後継者の育成 

  農業従事者の高齢化や後継者不足が年々深刻化するなか、新たな担い手の確保と

ともに、後継者が近い将来、地域農業の核となる農業経営者に育つよう、ＪＡが「後

継者育成」に積極的に取り組んでいく必要がある。 

  そこで、次世代の経営者である「農業後継者」を対象に、経営力アップのために

必要な知識（財務・税務など）、マネジメント（経営感覚・経営理念）を習得する機

会をＪＡが提供できるよう、「農業後継者」向けカリキュラムを研究・策定する。 

    ① 県域で「農業後継者塾（仮称）」の試行 

    ② ＪＡ段階への移行（平成 27年度以降）に向けたカリキュラムの策定 

 

２．地域を元気にする農家の支援 

（１）ファーマーズマーケット出荷者組織の充実・強化 

  県下のファーマーズマーケットが販売高を順調に伸ばす一方で、出荷者組織構成

員の高齢化が着実に進行しており、出荷量の減少や品揃えの偏りが懸念されている。 

  そこで、品揃えと品質の向上に向けて、出荷者に対する栽培指導の充実や、定年



帰農者等の育成を通じた出荷者数の維持・拡大に向けたＪＡの取り組みを支援する。 

    ① 栽培指導や施設助成等、出荷者組織の活性化に向けた優良事例の収集並び

に実施方針の策定・周知 

    ② 新規出荷者の確保に向けた取り組み事例の収集並びに情報提供 

    ③ 出荷者組織の店舗運営への参画を支援するための啓発資料の作成 

    ④ ファーマーズマーケット連絡協議会の運営 

 

（２）集落ぐるみでの鳥獣被害防止対策の実施 

鳥獣被害の軽減を図り営農継続が可能となるよう捕獲、侵入防止、環境整備を組

み合わせた総合的な対策が有効であり、集落ぐるみでの取り組みが必要である。 

そこで、鳥獣被害対策総合アドバイザーが中心となって、生産者の自発的な取り

組みを支援するとともに、モデル集落における集落ぐるみでの取り組みを支援する。 

    ① 鳥獣被害対策総合アドバイザーの育成・設置に向けた研修会等の開催 

    ② モデル集落における集落内被害アンケートおよび集落による話合いの

実施支援 

   ③ 鳥獣被害対策を協議する組織等の設置に向けた検討 

 

（３）安心して卒農できるための継承支援策の実施 

農業者の高齢化が進む一方で、これまでの農業経営を地域の中で継承していくこ

とが必要である。 

そこで、高齢生産者がこれまで培ってきた技術や知識を伝承するとともに、農地

やハウス、農業機械などの生産材を地域内後継者等へ譲ることにより、安心して卒

農（農業の第一線から退くこと）できるよう支援を行う。 

    ① 高齢生産者への意向調査の実施並びに卒農者リストの作成支援 

    ② 承継支援の実施に向けた支援担当者会議の開催 

    ③ 卒農した生産者等の知識・技能の伝承に向けた取り組み事例の収集 

 

３．組合員・利用者満足につながる総合事業の展開 

総合事業を展開しながらも、それぞれの事業が縦割りで、相互の事業連携が不十

分であるなど、総合事業の機能・有利性を十分に活用できていない現状にある。Ｊ

Ａの「強み」であるべき「総合性」のさらなる発揮＝新たな仕組みづくり（事業の

横串）や、各事業での事業改革が求められている。 

そこで、「組合員・利用者の意見・要望」、「職員からの提案」をもとに、各事業

の改善・改革を促進するとともに、さらなる総合性の発揮につながる事業横断的施

策＝「横串事業」の検討・実践を進める。 

    ① 事業別の個別課題に対する取り組みの推進支援 

    ② 「ＣＳプロジェクトによる新たな仕組みづくり・事業開発」「総合力発揮

に向けた喫緊の課題への取り組み」を研究・推進するための「『横串事業』

研究会」（仮称）の設置・開催 



    ア．組合員・利用者・職員の意見・要望に基づく新たな仕組みづくりの検討 

    イ．ファーマーズマーケットでの総合事業の展開方法の検討 

    ウ．事業間連携した組合員次世代対策（相続対策）の検討 

    エ．事業間連携した 6次産業化の検討 

    オ．信用・共済・経済事業の各情報システムで保有する顧客情報の有効活用

に向けた調査・研究 

    ③ 上記①②の推進および進捗管理を行う「ＣＳ推進委員会」（仮称）の設置・

開催 

 

４．ＪＡ組織基盤の強化 

（１）正組合員の加入促進運動の展開 

ＪＡ組織の根幹である正組合員が本格的に世代交代期を迎える中、将来の地域農

業の担い手に確実に正組合員資格を引き継ぐことが重要である。 

そこで、次代を担うＪＡ組織基盤の確立を目指し、ＪＡの「正組合員の加入促進

運動」について積極的に支援する。 

    ① 新たな「正組合員加入促進にかかる指針」に沿った指導・支援 

    ② 優良取組事例の情報収集・提供 

 

（２）青壮年部組織の活性化と加入促進 

  本県では全国と比べて青壮年組織の組織率が高く活動も盛んであるが、青壮年部

組織は現在および将来のＪＡ組織基盤を支える重要な存在であることから、さらな

る活性化を図る必要がある。 

  そこで、ポリシーブック事業への取組み等を支援することで自主的活動の活性化

を図るとともに、事務局の育成、青壮年部加入促進に対する支援等に取り組む。 

    ① ポリシーブックの「自らまたはＪＡとともに取り組む事項」や青壮年部事

業計画の重点事項に対する取組支援 

    ② ファシリテーション研修等による青壮年部事務局の資質向上 

    ③ 静岡県農業法人協会との連携・調整による若手の農業法人構成員や新規就

農者の青壮年部加入促進に対する支援 

 

（３）協同活動に共感をもつ女性の仲間づくり 

  女性部組織は、本県ＪＡにおける最大の組合員組織であり、仲間づくりにおいて

大きな役割を果たすことが期待される。 

  そこで、「食と農」や暮らしをテーマとした協同活動への参画と女性部への加入を

働き掛けるなど仲間づくりを進める。 

    ① ＪＡ女性大学の開講支援（女性大学研究会・フォロー研究会の開催等） 

    ② 女性部組織への加入促進に対する支援（フレッシュミズ交流集会の開催、

定年退職者加入事例の紹介等） 

    ③ 主体的で魅力的な活動を支える生活担当者の育成（ファシリテーション研



修の実施、生活担当者の育成体系の研究・提案） 

    ④ ＪＡ静岡女性組織協議会設立６５周年記念事業の実施に対する支援 

 

５．「食と農」を基軸とする仲間づくりの定着 

  全支店で１支店１協同活動に取り組んでいるものの、組合員の認知度はまだ十分

高まっておらず（組合員アンケート結果）、活動のマンネリ化や他組織との相互調整

が不十分等の課題がみられる。 

  そこで、10年後にも組合員や地域住民から必要とされるＪＡ・支店を目指し、「食

と農をテーマにしたＪＡらしい１支店１協同活動」を展開するため、ＪＡの取り組

みを継続的に支援する。 

また、青壮年部や女性部等による食農活動は、本県らしい農業体験、参加者への

継続的なアプローチなど仲間づくりに資するより効果的な活動となるよう支援する。 

さらに、これらがＪＡにおいて自律的に行われるよう、協同活動推進委員会の設

置、運営を支援する。 

    ① 指導方針「次期３か年計画における１支店１協同活動の取組みについて」

に基づく指導 

    ② 役職員研究集会等を通じた優良事例の情報交流・提供 

    ③「1支店 1協同活動を通じたＪＡ事業展開」の調査研究（モデルＪＡ） 

    ④ 食農活動指針の策定支援 

    ⑤ リーダー育成等による食農活動指針の実践支援 

    ⑥ 10年後の将来像につながる新しい仲間との支店運営方法の研究 

 

６．地域に貢献する環境保全・安心対策 

国際的に地球温暖化対策が進められる中､福島原発事故を契機に安全で環境にや

さしい再生可能エネルギーの利活用への気運が高まっている。 

また、ＪＡ全国大会決議や再生可能エネルギー推進全国連協議会の創設等、ＪＡ

グループとしての取り組みが進んでいる。 

そこで、本県ＪＡグループにおいても、取組姿勢を内外に発信するため、再生可

能エネルギーの利活用や省エネルギー運動の促進についてＪＡの取り組みを支援す

る。 

    ① 再生可能エネルギー等への県下ＪＡの取組実態調査と情報発信 

    ② 全国域と連携したＢＣＰ様式の改定指導・周知徹底 

    ③ 地域貢献を目的とした備蓄・安否確認システム等、新たな災害時対応の研

究 

 

７．広報活動におけるマネジメントの強化 

（１）「広報計画」を軸としたマネジメントの確立 

広報活動は、３か年計画・事業計画の実践を情報面から推し進めていく戦略的な

役割を果たすことが求められている。 

そこで、広報活動に関する基本方針の策定、基本方針にもとづく部署横断的な広



報計画の作成・実践、広報活動の検証･評価などのマネジメントがＪＡにおいて行わ

れ、定着するよう支援する。 

    ① 「広報活動基本方針」・「広報計画」等の策定・実践支援 

    ② 広報活動の検証・評価手法の提案 

    ③ これらの場となる広報企画委員会の設置・運営支援 

 

（２）新たな広報媒体「ソーシャルメディア」の導入・活用 

ソーシャルメディアは、現在の広報媒体にはない「情報更新の即時性」「情報の拡

散性」を有することから、ＪＡの仲間づくりへの有効活用が期待される。 

そこで、利用者が最も多い「Facebook」について、ＪＡへの導入と効果的な活用

を指導する。 

    ① 「静岡県のＪＡ」Facebookページ運用 

     （全国ＪＡ、生産者・消費者等との交流・連携） 

    ② 担当者研修会の実施、優良事例紹介 

 

８．経営理念に基づくマネジメント機能の強化 

（１）トップマネジメントの強化 

ＪＡ組織を維持し、事業活動を継続するためには、組合員・利用者のための組織

であるというＪＡの存在意義を高めるとともに、「農業＋協同組合」の原点に立った

事業活動を展開することが必要である。そのためには、経営トップが「経営理念」

への理解を深め、リーダーシップを発揮することが求められる。 

そこで、経営トップが「経営理念」に対する理解を深め、常に内外に発信し、率

先垂範するよう促すとともに、経営トップを支えるスタッフ部署が適時適切に政策

提案できるよう、「スタッフ機能の強化」を支援していく。 

    ① 「経営理念の理解・実践」をテーマとした常勤役員セミナーの開催 

    ② 「経営理念」の発信・共有に向けた取り組みの水平展開 

    ③ 人材育成におけるスタッフ機能強化に向けた教育活動研究会等の開催 

    ④ 階層別研修会を通じた「理念教育」の実施 

    ⑤ 総合企画担当部署の今日的役割に基づいた取り組み支援 

 

（２）経営理念の達成をめざす戦略的経営の実践 

  平成 22年度以降、ＭＢＯ手法を活用した事業計画・支店行動計画の策定をＪＡに

指導してきたが、事業計画策定および人事制度運用上の課題を抱えたままであり、

新たな仕組みづくりが必要である。 

  そこで、平成 25年度に策定した「経営理念の達成をめざす戦略的経営の実践につ

いて」に基づき、経営理念を反映した事業計画の策定から目標による管理に至るま

で一貫した経営管理の仕組みを構築する。また、その実践・運用を図るマネジメン

ト機能の強化を通じて、組合員・利用者満足と職員のやりがいの好循環を実現する。 

   ① 事業計画策定から人事制度のマネジメント指導 

    ② 職場のマネジメント指導 



９．組合員・利用者の信頼に応える事業実施態勢の強化 

（１）組合員・利用者の信頼を得るためのコンプライアンス対策の着実な実践 

  職場内での孤立やコミュニケーション不足が不祥事の発生原因となるケースもあ

り、風通しがよく、職員が仕事に「やりがい」、「やる気」を感じる活力にあふれた

職場づくりが必要である。 

  そのためには、コンプライアンス体制・制度の整備に留まらず、役職員一人ひと

りが業務を行うなかで常にコンプライアンスを意識すること、具体的な取り組みを

実践することが不可欠である。 

  そこで、平成 26年度から新たに取り組む「組織の信頼を高めるためのコンプライ

アンス対策」の実践指導により、各ＪＡのコンプライアンス態勢を強化し、不祥事

が発生しないよう指導する。 

  また、職員が短期間で異動することに対して組合員・利用者から不満の声が寄せ

られており、ＪＡとして何らかの対応が求められている。 

  そのため、人事異動から発生する組合員・利用者の不満に対する解決策が各ＪＡ

において検討され、信頼性を確保していく必要がある。 

  そこで、人事ローティションに関する方針を職員に周知するとともに、組合員・

利用者への理解促進策がＪＡにおいて検討されるよう指導する。 

    ① 「組織の信頼を高めるためのコンプライアンス対策」の実践指導 

     ア．組織風土を改善する施策 

     イ．体制・制度を整備・拡充させる施策 

     ウ．事務管理を徹底する施策 

    ② 実践状況の管理 

    ③ 人事ローティションに関する方針の職員への周知と組合員・利用者への理

解促進策の検討指導 

 

（２）マナーの定着・接遇向上への取り組み 

平成 24年度から県下運動として取り組んでいる「組合員・利用者満足（ＣＳ）・

マナー向上」運動により、マナー向上について一定の成果がみられるものの、ＪＡ

間・部署間・個人間で取り組み格差がみられ、さらなる定着に向けた取り組みが必

要となっている。 

そこで、気持ちのいいマナー・接遇が「いつも」×「みんなで」×「ちゃんと」

できるよう、部署間・個人間のマナーレベルの高位平準化を指導する。 

    ① 「ＣＳ・マナー向上支援プラン」を通じたＪＡへの個別指導 

    ② 役員・本店指導部署・所属長によるマネジメントの啓発指導 

    ③ 県版標準ドレスコードの提示とそれに基づくレベルアップ指導  

 

10．求める職員像に基づく一貫した人材育成対策 

（１）ＪＡ内の教育研修体系の整備とその実践 

ＪＡの経営状況や抱える課題は個別化しており、これらに対応したＪＡ独自の人

材育成施策が求められている。既にいくつかのＪＡでは、ＪＡ独自企画による「若



年層教育」や「中核的人材育成」に向けた体系的な教育研修が始まっている。 

  そこで、今後、全てのＪＡで体系的な教育研修が実践されるよう継続的に指導す

るとともに、これを通じ、各ＪＡ教育研修担当者の研修企画能力の向上を支援する。 

    ① 教育活動研究会や個別指導を通じた「若年層教育」の企画・開催支援 

    ② 「中核的人材育成」研修の導入指導および既実施ＪＡへの個別支援 

    ③ 中央会主催階層別研修会の企画・運営と平成 27年度以降のカリキュラム

改訂に向けた検討 

 

（２）「求める職員像」に基づく採用活動の戦略的な実践 

  少子化の影響による人材争奪競争の激化など、新卒採用の選考はこれまでよりも

難しくなってきているなか、「求める職員像」に基づく採用要件の設定や農業協同組

合理念への共感を重視した採用をＪＡに指導してきたが、引き続き採用力向上のた

めの対策が必要である。 

  そこで、平成 25年度に作成・配布した『「求める職員像」に基づく採用計画策定

の手引き』の活用により戦略的な採用活動を実践するとともに、採用課題や新たな

採用活動のルール（広報および選考活動時期の後ろ倒し）に対応した採用計画を策

定する。 

    ① 「戦略的採用活動実践セミナー」の開催(採用計画の策定) 

    ② 採用課題の把握と支援策の提起 

    ③ インターンシップ（職場体験）の研究 

 

11．合併の推進  

  本県ＪＡの組織再編成については平成 22年８月、静岡県ＪＡ組織･事業検討委員

会において方針が提示され、これに基づきＪＡしみずとＪＡするが路の合併が実現

し、県下 17ＪＡとなった。今後も引き続き、ＪＡの組織・事業基盤を拡充すること

で、組合員への安定的で良質なサービスの提供を実現していく必要がある。 

そこで、静岡県ＪＡ組織・事業検討委員会を開催し、平成 22 年８月の検討結果

に基づき具体的な協議・検討を進める。 

    ① 組織・事業検討委員会の開催 

 

12.ＪＡの信頼経営確立に貢献する中央会監査の実施 

  ＪＡ全国監査機構では、各県監査部が実施する財務諸表等監査について、適正な

監査を実施するための監査品質の向上対策を強化している。また、ＪＡの健全な発

展に寄与するため、業務監査の充実に向け取り組んでいる。 

 そこで、本県監査部においても財務諸表監査の品質向上と業務監査の充実に取り

組む。また、不祥事未然防止のため、内部監査の指導を充実していく。 

    ① 財務諸表監査の品質向上 

    ② 業務監査の実施・充実 

    ③ 内部監査指導の充実 



13．農業経営の安定化を実現するための農政活動の強化 

  農林水産業・地域の活力創造プランや米政策の見直しなど、農業政策の大転換

が図られている。加えてＴＰＰ交渉や規制・制度改革など、政府・官邸主導で市

場原理優先の経済政策が進められようとしており、農業への多大な悪影響が懸念

される。このような中、農家組合員の農業経営の安定を実現するためには、生産

現場の声を着実に農業政策へ反映させるとともに、食料・農業・農村への国民的

合意形成を進める必要がある。 

  そこで、行政等に対する要請活動を強化し、ＪＡグループの主張を農業政策へ

反映させるとともに、「食と農」の価値を共有する仲間の輪を拡げる。 

    ① 国・県行政等への適時、適切な要請活動の実施 

    ② ＴＰＰ交渉断固反対運動の展開と交渉動向をふまえた対応策の検討 

    ③ 食と農を考える検討会(ＴＰＰを考える県民ネットワーク参加団体への働

きかけ)の開催による仲間づくりの実施 

    ④ 損害賠償対策の実施 

 

14．本会職員の育成と「いい職場」づくりの推進 

  各ＪＡのニーズや課題対応が多様化する中で、本会職員に求められる能力が高ま

り、その幅も広がっている。今後はさらに求められる水準は高まり、個別対応が進

むものと予想される。 

  そこで、ＪＡや連合会の期待に応えられるよう、各種研修の受講や資格取得など

を通じて本会職員の専門的知識の向上を図り、階層別研修で「求める職員像」へ近

づくためのステップアップを図る。また、一層の機能発揮のため、「いい職場になろ

う」を実践し、職場の活性化に取り組む。 

    ① 専門研修の実施と資格取得 

    ② 階層別研修会の充実 

    ③ いい職場づくりの実践 



第２  一般経常的事業 

１． 企画調整事業 

(1) ＪＡグループの意思統一と総合調整 

① 中央会・連合会経営者会議の開催 

ア． 代表役員会議 

イ． 専務常務会議 

    ② 会長・組合長会正副会長会議の開催 

  ③ 役員選考委員会・役員推薦会議等の開催 

  ④ 中央会・連合会役員報酬審議会の開催 

(2) 第 20 回特別研修会の開催（平成 26 年 9 月 5 日） 

(3) 功労者表彰式の実施（平成 27 年 1 月 20 日） 

(4) 中央会・連合会総会対策 

(5) 協同組合間提携推進協議会の運営 

(6) 県高等学校等農業教育振興会の運営 

 

２．組合経営指導事業 

(1) 執行体制の強化 

① 役員改選への対応指導 

② 理事･経営管理委員研修会の企画・開催 

③ 女性役員・総代の登用指導 

(2) リスク管理の強化 

① 不良債権の処理指導 

② 資産自己査定の徹底指導 

③ ＢＩＳ規制への対応指導 

④ ＪＡバンク相談所の運営 

⑤ 系統金融検査マニュアルを踏まえた体制整備指導 

(3) 総合ポイント制度の推進・活用指導 

(4) 経営状況の把握・計画経営の徹底 

① 決算・仮決算のとりまとめ 

② 経営分析、部門・店舗別損益管理指導 

③ 予測決算の実施 

④ 月次での経営動向の把握 

⑤ 事業計画樹立指導 

(5) 経営実務指導 

① 会計・決算対策・法人税指導 

② ディスクロージャー指導 

③ 総代会対策指導（定款変更指導を含む） 

④ 諸規程の整備指導 

⑤ 法務指導（員外利用指導を含む） 



⑥ 子会社に関する指導 

⑦ 会計・税務担当者セミナーの開催 

(6) 人事労務指導 

① 人事制度運用改善指導 

② 労務管理指導（就業規則整備、労働相談等） 

③人事制度に関する調査 

④役員報酬並びに職員給与調査 

 (7) 電算対策 

① 県域統合ネットワークの運用支援 

② 次期経済情報システムの開発支援 

 

３．監査事業 

 (1) 内部監査指導 

① 内部監査担当室部長会議の開催 

② 内部監査担当者研修会の開催 

③ 内部監査士検定試験の実施と受験対策 

 (2) 監事監査指導 

① 代表監事･常勤監事会議の開催 

② 監事研修会の開催 

 

４．営農指導事業 

(1) 新たな水田農業政策等への対応 

(2) 静岡県農協営農技術員会の運営 

(3) 農業労災対策の実施 

 

５．農政活動事業 

(1) 静岡県農政対策委員会の運営 

(2) 農政情報の発行 

 

６．生活指導事業 

(1) 基礎研修会の開催等による生活指導担当者の資質向上 

(2) 県農協健康管理推進委員会の運営（厚生連との連携） 

(3) 日本農業新聞定着化運動および家の光普及活用運動の実施 

 

７．青壮年部活動事業 

(1) 県青壮年連盟の運営 

 

８．女性部活動事業 

(1) 県女性組織協議会の運営 

 



９．広報活動事業 

(1) 県農協広報委員会の運営 

(2) 静岡県農協広報研究集会の開催 

(3) 広報担当者研修会の開催 

(4) 日本農業賞等各種コンクールの実施 

 (5) 日本農業新聞県版の発行 

 

10．役職員研修事業 

(1) 階層別研修会の開催 

① 新任経営幹部研修会 

② 新任部署長研修会 

③ 新任係長研修会 

④ 一般職員研修会（実力養成コース、基礎力フォローアップコース） 

(2) 専門別研修会の開催 

① ＪＡ簿記講座 

② 農協法講座 

③ キャリア･ライフセミナー 

(3) 認証試験の実施 

(4) 静岡県農業研修会館の管理と効率的な運営 

① 利用者の安全管理対策の徹底と快適性の向上 

② 施設の保全管理 

③ 外部研修の受入れ 

 

11．その他受託事業等 

(1) 受託事業の実施 

① 農業者年金の実務指導 

② 農林年金の実務指導 

③ 役職員組織の育成指導 

(2) 受託組織 

① 公益社団法人 静岡県農業振興基金協会 

② 一般財団法人 静岡県農協共済会 

③ 静岡県農林年金連絡協議会 

④ 静岡県農林年金受給者連盟 

⑤ 静岡県農協連合会連絡協議会 

⑥ 静岡県農協暴力防犯対策協議会 

⑦ 静岡県農業新技術開発研究会 

 

 


