
 

 

ごあいさつ 
 営農関連事業については、主力品目である長芋・にんにくの販売が低迷したものの、米や果樹

等においては良好な販売状況であったことから販売高総額は98億83百万円、計画対比101％となりま

した。しかし、天候不順や台風の影響もあり出荷量は減少したため、利用事業等において計画を下

回り営農関連全体の事業総利益は計画を上回ることができませんでした。 

購買事業については、肥料は昨年に引き続き、国による生産資材価格引き下げ政策に合わせ肥料

価格の引き下げを実施し、取扱高の拡大に取り組みました。また、農薬は量販店対策として特定品

目において予約価格を値下げ対応し、生産資材価格の低減に取り組みました。しかし購買事業全体

では、各作物の作付面積減少や、天候不順による収量減により取扱量が減少しており、事業総利益

は計画を上回ることができませんでした。 
信用事業については、貯金量が計画を上回り、昨年に続き800億円を超えることができました。

マイナス金利政策の影響などは依然大きいものの、事業総利益については計画を達成することがで

きました。 
共済事業は、共済推進総合目標が計画対比114％と8年連続で達成したことにより、共済付加収入

等の収益増につながり、事業総利益においても計画を大きく上回ることができました。 
事業全体では、事業利益の確保に努めた結果、当期剰余金は94百万円を計上することができ、当

期首繰越剰余金を加えた当期未処分剰余金は851百万円となりました。 
財務面においては、経営諸課題の改善に取り組みましたが、系統出資の増加により、自己資本比

率は10.31%（△1.07％）となりました。また、不良債権の回収に努めた結果、分類債権比率3.45％
（△0.40％）、不良債権比率3.10％（△0.23％）と改善しました。引き続き健全経営に努めてまい

ります。 
教育文化活動では、毎年開催している「ＪＡ八戸収穫感謝祭」に今年も1万人を超える方にご

来場頂き、管内の安全・安心な農畜産物の販売や事業ＰＲを通じ多くの方に理解と関心を深めて

頂くことができました。 

その他、組合員・地域住民とのつながりを深めるため、各支店で「地域ふれあい活動」や「支

店企画旅行」を実施し多数の参加を頂くことができました。 

組合員各位のご協力とご理解、県はじめ関係市町村および、関係機関各位のご指導に改めて感

謝申し上げます。 

 
自己改革の目標である「農業所得増大」「農業生産の拡大」に向け、これまでの営農地区座談

会、生産販売検討会のほか、常勤役員による「農家巡回」「営農団体との意見交換会」など、生

産者との意見交換を行っています。 

また、次世代・地域住民へのＪＡの理解促進や地域貢献を図るための新たな試みとして、管内

の子供たちを対象にしたサッカーイベントを日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）加盟の地元サッ

カーチームと共に企画し、「ＪＡ八戸組合長杯サッカー大会」を開催しました。また、子供たち

が食と農について学べる環境づくりをすることを目的に「キッズあぐり塾」を開校し、年間を通

して農産物の栽培、収穫体験等を行いました。今後も地域の皆様へＪＡと農畜産物のＰＲに努め

てまいります。 
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１．経営理念 

         地域に根ざし、人の命と土の文化を育む 

 

◇経営理念の意味するところ 

農業によって、地域住民の命、健康を守り、協同することによって、人を大切にする豊かな

地域づくりを目指します。 

地域の農業を発展させることによって、自然環境と社会環境の保全に貢献するとともに、地域

の背骨である農業文化を大切にし、新たな芽を育み、未来へ継承していきます。 

 人の命と健康は食べ物で支えられ、食べ物は土が育てる。ゆえに、人の命と健康は土ととも

にある。 

 

２．経営方針 

◇指導事業 

① 生産者の所得向上を図るために、各地域の現状と課題を明確化した「産地課題整理表」からの

継続事項を基本に目指す方向に向け、生産者、関係機関、ＪＡが連携し産地拡大とブランド化な

どに取り組み、地域の農業振興と系統共販の拡大に努めます。 

 

② 訪問すべき担い手農家のリストアップと、月々の訪問件数目標を立て、営農相談や販売計画樹

立など、出向く営農指導体制と経営指導体制の確立を図ります。 

 

③ 安全・安心な農産物づくりに努めるため農薬の使用方法への適切な対応を実施し、トレーサビ

リティ（生産履歴記帳）の定着化、出荷前の残留農薬検査ならびに放射能検査、さらにＪＡ八戸基

礎GAP（農業生産工程管理）の継続を図ります。また土壌診断を推進し、適正施肥による生産コス

ト削減と環境にやさしい農業を目指します。 

 

 

◇信用事業 

 組合員・利用者に選ばれ利用される存在であり続けるため、組合員・利用者目線による事業

対応を実践し、農業者の所得増大・満足度向上や地域貢献に取り組みます。 

 

◇共済事業 

対象者ニーズに応じた生命保障を中心とする、バランスの取れた総合保障の提供や地域への

貢献に取り組み新たなＪＡファンづくりに取組みます。 

 

 

◇購買事業 

 農家巡回の強化を図り、コスト低減資材の提案と予約購買の推進による生産費の削減を図る

とともに、グリーンセンター窓口の適切で迅速な対応による組合員・利用者へのサービス向上

に取り組みます。 
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◇販売事業 

① 系統販売強化および卸会社、実需者との契約販売に取り組み、有利販売による出荷契約数

量の積み上げを図ります。 

 

② 重点市場へのロット拡大と市場外流通取引の拡大により農家所得の向上を図ります。 

 

③ 戸別訪問の強化により集荷活動を展開し共販数量の増大を図ります。 

 

④ 安全・安心な販売システムの確立を図ります。 

 

⑤ 安定した良品質生乳の生産販売に取り組みます。 

 

⑥ 銘柄ブランドを活かした牛肉の有利販売に取り組みます。 

 

 

３．経営管理体制 

当ＪＡは農業者により組織された協同組合であり、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職務執行全般の監査を行っています。 

また、信用事業については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、ガバナンスの強化を図っています。 
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４．事業の概況（平成30年度） 

 

① 信用事業 

生活メイン化の取り組みを中心に事業推進した結果、貯金については貯金キャンペーンの実施

などにより100. 7％の実績を上げることができました。また、貸付金については農業資金や住宅

ローンを中心に推進を展開し、新規実行額は前年を上回ったものの97.2％の実績となりました。 

② 共済事業 

未保障分野である生命共済の複数提案と建物更生共済のキャンペーンに取り組んだことにより

１月末で推進総合目標12,550,000ポイントを達成できました。その後も共済付加収入確保のため

３月末まで３Ｑ訪問活動を展開したことにより計画対比114.4％の14,369,934ポイントの実績と

なりました。 

③ 購買事業 

＜生産資材＞ 

肥  料 

原材料の国際市況の上昇や為替の不透明感に加え、運送費の上昇などによる値上げ要因のな

か、平成30年度は、平成29年５月に公布された「農業競争力強化支援法」に基づき実施して

いる肥料銘柄集約の対象品目を拡大し、価格の引き下げによる取扱高の拡大に取り組みました

が、水稲をはじめとする各作物の作付面積の減少に伴い供給量が減少し、計画対比96.3％とな

りました。 

農  薬 

農薬の取扱数量は、平成27年度より減少傾向にあり、価格調査など、競合する量販店対策とし

て、特定品目の予約価格値下げ対応を実施しましたが、殺菌・殺虫剤は前年並みの取扱いとなっ

たものの、水稲など作付面積が減少しており、関連する農薬の取扱数量が減少し、計画対比96.8％

となりました。 

農業資材 

温床・包装資材は、不安定な天候の影響から、大根・ピーマン等の取扱数量が減少しましたが、

平成29年産長芋が前年より入庫量が増加、他の夏秋野菜や果実も堅調に推移したことで、ダン

ボール類・包装資材の取扱数量は前年並みとなりましたが、計画対比では90.1％となりました。 

また、農業資材は、園芸資材や畜産資材の取扱高が前年より増加となりましたが、種子類やパ

イプハウス資材の取扱いが減少し、計画対比85.1％となりました。 

飼  料 

飼料価格は、輸入穀物類において、為替の変動や米国・中国の貿易摩擦の影響もあり、若干の

値上がり傾向となるなか、取扱数量は、牛配合飼料はほぼ前年並みとなりましたが、養豚農家の

廃業等もあり、豚配合飼料の取扱高は前年比46％と大幅に減少し、計画対比95.8％となりまし

た。 

 

＜生活資材＞ 

生活用品は、健康器具の体感による取扱い促進や、補聴器の推進を実施したほか、金融部門と

連携した葬祭積立会員募集の継続と、提携葬祭ホールでの研修会や終活セミナーなどを開催し、

組合員への情報提供と知名度の向上を図ったことにより、計画を上回る実績となりました。 

一般食品は、取扱い拡大に向け、季節商品やＡコープ商品を中心に重点推進を実施しましたが、

スーパーや量販店などの影響から、生活資材全体では計画対比99.1％となりました。 
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④ 販売事業 

＜米＞ 

田植期以降、６月は寒暖差が激しく低温気味であったため地域により生育にばらつきが出まし

た。その後７月は順調だったため出穂期は平年より２日ほど早かったものの、８月上旬の低温・

日照不足の影響により登熟が懸念されました。９月は順調に進み、南部・下北地域の最終作況は

「やや良」10a当たり収量は570kg(作況指数103)となり、前年産から36kgの増加となりました。 

販売については、平成30年産の概算金はまっしぐら12,000円、つがるロマン12,200円となり

ました。平成30年産から各ＪＡ単位で共同計算となることから、最終精算（令和２年度予定）に

おいて更に追加精算できるよう販売に取り組んでいます。 

そのような中で、当ＪＡの集荷状況は、契約数量に対し集荷率89.6％となり、1等米比率につ

いては管内平均94.3％という結果になりました。販売額については、特にまっしぐらが順調に進

み計画対比109.1％となりました。 

＜やさい＞ 

本年度の生産概況は、消雪は平年並みに推移したことから、「播種」・「定植」等の春作業

は平年並みに経過しました。 

やさい全般の生育については、春先の断続的な降雨、６月の低温・干ばつ、７月の大雨などの

天候不順の影響が大きく、８月以降も低温・日照不足の影響から「トマト」・「きゅうり」・「ピ

ーマン」などの果菜類を中心に生育が停滞しました。 

９月以降は、台風や曇天・降雨が続き、根菜類を中心に収穫作業の遅れや品質低下が散見され

ました。 

販売については、７月までは各産地から潤沢な入荷となったことから低調な販売となったもの

の、８月以降は本県・競合産地とも低温・日照不足、度重なる台風等の影響により、総流通量が

少なかったことから総じて堅調な販売となりました。 

以上のことから、販売額は計画対比、ながいも93.4％、にんにく83.4％、ねぎ110.2%、ごぼ

う132.2％、トマト・ミニトマト110.7％、ピーマン155.6％、きゅうり108.3％、豆類83.9％、

野菜全体では主力品目のながいも・にんにくの販売が総じて低調だったため98.2％の販売実績

となりました。 

 

＜果樹＞ 

本年度の生産概況は、春期の気温が高く、開花で５～７日程度早く推移したが、開花期中の強

風や低温で着果量は園地によってバラつきが見られました。また、りんごにおいては台風の影響

により、スレ果など下位等級品が多く見られました。 

販売については、さくらんぼは山形県産の切り上がりが早かったことから最後まで引き合いが

強く堅調な販売になりました。プラムについては、産地リレーがスムーズだったため早生種から

晩生種まで安定した販売となりました。桃については、福島県産の切り上がりが早く引き合いは

強かったものの、川中島白桃で、せん孔細菌病が多発し数量減となりました。ゼネラル･レクラー

クについては、山形県産ラ・フランスの切り上がりが早かったため、最後まで堅調な販売となり

ました。りんごについては、早生種から中生種にかけては高値で推移したが、晩生種については

下位等級品が多く最後まで厳しい販売となりました。 

このような生産・販売状況の中、販売額計画対比さくらんぼ99.2％、プラム124.6％、桃86.7％、

ゼネラル･レクラーク83.8％、りんご114.7％で果樹全体では105.1％の販売実績となりました。 
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＜花き＞ 

菊類は、春先の好天により生育は順調に推移したものの、６月の低温・７月の高温の影響で開

花が遅延し、盆用の作型は８月上中旬に出荷ピークとなりました。８月以降は台風、高温、低温・

日照不足などを繰り返す、厳しい気象条件の中での栽培となりました。９月から10月までは暖地

産地の台風の影響と開花遅延による品薄から高単価での販売となりました。年度を通じて病害虫

の発生は少なかったものの、10月以降低温から白サビ病の発生が散見されました。 

カンパニュラの加温物については、３月の高温により開花が前進しました。その後は他産地の

開花前進の影響もあり５月から６月は平年以上の販売となりました。 

また、当管内では夏場の冷涼な気候を生かし生産量が増加しているトルコギキョウ・ディスバ

ットマムについては、出荷期間を通して高単価での販売になったとともに、夏の品質において市

場、花屋より高い評価を得る事が出来ました。 

花き全体では、作付け減少と不順天候による収穫量の減少により販売額計画対比92.3％となり

ました。 

 

＜畜産＞ 

枝肉の販売価格については、夏場の需要期に価格が伸び悩んだものの、年間を通じて前年並

の相場で推移しました。依然として子牛価格は高めに推移しており、畜産経営は厳しい状況下

に置かれています。肉牛の出荷頭数は計画対比115.3％、販売高115.0％、子牛の出荷頭数は計

画対比102.7％、販売高120.9％となりました。酪農については農家の廃業や乳質の低下により、

搾乳頭数が減少し乳量は計画対比98.1％、販売高は93.7％の実績となりました。 

 

＜直販＞ 

当管内で生産された野菜（ながいも・にんにく等）、果樹（りんご・ゼネラル･レクラーク等）を

中心に、詰め合わせギフト商品・ふるさと納税返礼品を全国のお客様への供給に取り組みましたが、

供給高計画対比93.0％の実績となりました。 

 

⑤ 指導事業 

＜営農指導＞ 

消費者が求める安全・安心な農畜産物の生産を目指し、「食」に対する信頼を確保するため、

栽培日誌・防除指針を作成し講習会や検討会で重要性・記入方法を周知しました。 

出荷前検査では、理化学的評価となる残留農薬検査（105点）と放射性物質モニタリング調査

（6点）を実施しました。また、農業生産工程管理（基礎ＧＡＰ）は、ねぎ・ほし菊・いちご・

さやえんどう・さやいんげん・そらまめ・スナップエンドウ・えだまめ・トマト・ミニトマト・

きゅうり・ピーマン・ゼネラル･レクラークの13品目で実践しました。 

生産環境対策は、土壌診断716点を実施し、施肥量と肥料コスト低減に向けた取り組みを推進

しました。 

ＪＡ八戸の奨励品目を中心とした農産物の振興を図るとともに、新規作付者の増大、取扱量ア

ップに向けた系統出荷を推進し、経営の安定化及び地域農業の担い手や後継者の育成を図るため

新規作付者支援事業を実施しました。(ごぼう2名、ミニトマト1名、ピーマン17名、ネギ8

名、インゲン5名、スナップエンドウ25名、寒締めちぢみほうれん草2名、丸いも3名、計63

名） 

営農指導体制については、品目毎に試験ほ場を設け、その結果を生産者に講習会・生産販売検

討会などで報告し、さらに指導担当者の栽培技術レベルアップ研修会を12回実施して資質向上

を図りました。 
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産地拡大については、経営収益試算表を活用し新規作付者の広報誌（チラシ）による募集や転

作希望者などの相談に対応し作付希望者への説明会、講習会などを開催し、産地拡大に努めまし

た。 

 

＜生活指導＞ 

将将来にわたり地域に必要とされるＪＡであるために、地域に貢献し、元気を発信するＪＡを

目指し、全支店で支店独自の地域ふれあい活動を実施しました。 

また、収穫感謝祭では組合員をはじめ地域住民約1万1千人にご来場いただき、ＪＡ八戸管内

の安全・安心な農産物・加工品・事業を広くＰＲすることができました。 

女性部組織では様々な活動を通じて、部員拡大運動に取り組みました。また、女性セミナーを

開催し、女性リーダーの育成に取り組みました。 

 

⑥ 広報活動 

ＪＡの事業や活動を周知し情報共有を図るため、毎月ＪＡ広報誌を発行し全組合員に配布しまし

た。また、ＪＡホームページ・地域情報サイト・新聞等各種メディアを活用し、自己改革の取り組

み等を広く組合員及び地域住民に紹介する広報活動に取り組みました。 

 

【対処すべき重要な課題】 

① 自己改革に関する取り組み 

自己改革に関する基本目標として、農業者の所得増大、農業生産の拡大、地域の活性化を掲げ、

具体的内容を中期３カ年計画に盛り込み取り組んでいます。 

農業者の高齢等による減少や担い手不足、農産物の消費・流通構造の急激な変化、少子高齢化

による人口減少等地域社会の厳しい環境変化のなか、基本目標を達成するため、積極的に新たな

事業展開に取り組んでまいります。 

 

② 情報発信力強化と組織基盤強化に関する取り組み 

広報誌、各種メディアおよび媒体の活用により、ＪＡ活動を広く紹介する広報活動を展開し、

自己改革や総合事業の必要性等ＪＡに対する理解と情報共有を図るため、組合員及び地域住民に

向けて情報発信力の強化に努めます。 

また、地域住民を対象とした地域ふれあい活動や収穫感謝祭等、食と農を基軸とした仲間づく

り活動を展開しＪＡファンを増やすとともに、組合員のニーズに対応した新たな組織づくりに努

め、組織基盤の強化を図ります。 

 

③ 信頼に応える農産物の生産・販売 

消費者の信頼に応えるため、ＪＡと生産者の協力により、生産段階から販売にいたる一貫した

「食の安全・安心」を守る取り組みを強化します。 

このため、生産部会と連携し、生産履歴記帳運動の実践により、適切な生産基準に基づいた生

産工程の管理に努めるとともに、連合会・関係機関と連携し残留農薬分析を行います。 
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④ 経営の健全性の確保と透明性の向上 

経営の健全性を図るためリスク管理態勢の強化に努めます。 

中期３カ年計画に基づく事業展開を進め事業利益の確保により、内部留保の充実など自己資本

比率の改善・向上に努めます。 

また、ディスクロージャー誌の開示のほか、広報誌やホームページなどによる情報開示を充実

させ、ＪＡの透明性を高めます。 

 

⑤ 効率的な事業方針への転換 

施設の有効性や部署別部門別の収支状況などを検証し、事業の採算性向上を図り、経営の合理

化・効率化に取り組みます。 

 

⑥ 不祥事未然防止 

コンプライアンス・プログラム、不祥事未然防止のための行動計画の策定・実践により、役職

員のコンプライアンス意識の向上を図るとともに、内部管理態勢の強化と内部監査の充実により

不祥事未然防止に努めます。 

 

⑦ その他組合の事業活動の概況に関する重要な事項 

【業務の適正を確保する為の体制】 

当JAでは、法令遵守の徹底や、より健全性の高い経営を確保し、組合員・利用者の皆さまに安

心して組合をご利用いただくために、内部統制システム基本方針を策定し、組合の適切な内部統

制の構築・運用に努めています 

 

５．農業振興活動 

ＪＡの特色であります地域性を重視し、農協事業活動そのものが社会的責任であると信じ、地域

農業の発展と繁栄に貢献するために積極的な活動を展開しております。 

 

◇  産地課題整理表の作成により、ＪＡ八戸ブランドの確立に向け、生産者、関係機関と連携

し産地の拡大に努めております。 

 

◇  健康な土づくり運動を協力に進めるため、生産部会と一体となって土壌診断支援事業を実

施しております。 

 

◇  新規就農者募集及び新規作付け者育成支援に取り組んでいます。 

 
◇  確定申告支援及び個別農業経営指導に取り組むため、記帳代行（農業経営管理支援）の内

容を周知し、加入促進に取り組んでおります。 

 

◇  毎月１回発刊している広報誌「Ｐａｌｊａ（ぱるじゃ）」を通して、営農情報、取扱新商

品の紹介や各種行事報告など組合員以外の地域住民にも広報活動を行っております。 

 

◇  ＪＡと組合員の結びつきを強化するとともに、ＪＡ八戸産農畜産物のＰＲと地域農業に対

する地域住民の理解を深めることを目的に年1回「収穫感謝祭」を開催しております。 
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６．地域貢献情報 

◇  町村主催の産業まつり等各種行事に協賛し、積極的に地域活動に参加しております。 

 

◇  女性リーダーを育成する為、「女性セミナー」を開催しました。また、管内の小学生を対

象に「キッズあぐり塾」や「ちゃんぐりんフェスタ」を開催し、長いも集出荷施設の見学や

野菜の収穫体験を実施し、地元農産物の理解活動に取り組んでおります。 

 

◇  青壮年部では、小学生を対象にこんにゃく芋植えや、アイガモ農法による無農薬、無化学

肥料の学習で、田植えの指導を行い、秋には収穫作業を行っております。 

   

◇  女性部では、地域の環境美化運動を行うなど地域貢献に取り組んでいます。また、職能教

育活動として、地元小学校と「農業ふれあい教室」を開催し、栽培から収穫、料理を経験し、

食と農の大切さを伝えております。 

 

◇  職員互助会では、ＪＡ職員としての社会貢献意識の高揚や、地域環境の保全を目的に管内

公道沿いの清掃活動を行っております。 

 

  以上のように、「ＪＡ八戸」は幅広い活動をとおして、地域社会へ貢献できるよう今後も努力

してまいります。 

 

７．リスク管理の状況 

◇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、本店に審査課を設置し各支店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
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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。 
とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当ＪＡ

の保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定め
るとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思
決定を行っています。運用部門は、理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された
方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引に
ついてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の
測定を行い経営層に報告しています。 

 
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。 
当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定
的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上で
の重要な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針な
どの策定の際に検討を行っています。 
  

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
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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るとともに、システムの万一の災害・障害等に備え、被害時窓口対応マニ
ュアル、障害運用マニュアルで対応する体制を整備しています。 

 
◇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、また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、代表理事組合長を委員長とする
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、本店各部
門・各支店にコンプライアンス推進担当者を設置しています。 

  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
署を設置し、その進捗管理を行っています。 

 
◇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
ージで興行するとともに、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の苦情等受付窓口 

 ・信用事業 本店金融課（電話：0178-70-7712  ９時００分～１７時  
金融機関の休業日を除く） 

 ・共済事業 本店共済課（電話：0178-70-7713   ９時００分～１７時 
                       金融機関の休業日を除く） 
 
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 

上記弁護士会の利用に際しては、ＪＡバンク相談所を通じてのご利用となりますので、①の窓
口又は、一般社団法人ＪＡバンク相談所（電話：03－6837－1359）にお申し込みください。 

 
・共済事業 

(一社)日本共済協会 共済相談所（電話：03-5368-5757） 

   https://www.jcia.or.jp/advisory/index.html 
  （一財）自賠責保険・共済紛争処理機構 
   http://www.jibai-adr.or.jp/ 
  （公財）日弁連交通事故相談センター 
   http://www.n-tacc.or.jp/ 
  （公財）交通事故紛争処理センター 
   http://www.jcstad.or.jp/ 
   日本弁護士連合会 弁護士保険ＡＤＲ 

https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html 

各機関の連絡先(住所・電話番号)につきましては、上記ホームページをご覧いただくか、①の窓口に

お問い合わせ下さい。 
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◇内部監査体制 
   当ＪＡでは、内部監査部門を被監査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の本店・支店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。 

 
 
８．自己資本の状況 
◇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。内部留保に努めるとともに、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３１年３月末における自己資本比率は、１０．３１％となりました。 
 
 ◇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  

項 目 内 容 

発行主体 八戸農業協同組合 

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 

3,735百万円（前年度3,738百万円） 

 
   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。 
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９．主な事業の内容 

（１）主な事業の内容 

◆信用事業 

信用事業は、貯金、貸出、為替などいわゆる銀行業務といわれる内容の業務を行っています。この
信用事業は、ＪＡ・農林中金という２段階の組織が有機的に結びつき、「ＪＡバンク」として大きな
力を発揮しています。 
 

◇貯金業務 
   組合員の方はもちろん、地域住民の皆さまや事業主の皆さまからの貯金をお預かりしています。

普通貯金、当座貯金、定期貯金、定期積金、総合口座などの各種貯金を目的・期間・金額にあわせ
てご利用いただいています。 

   また、公共料金、県税、市町村税、各種料金のお支払い、年金のお受け取り、給与振込等もご利
用いただけます。 

 

商品名 預入期間 特   色 

普通貯金 出し入れ自由 

出し入れ自由で、毎月の暮らしの財布替わりとしてご利用いた

だける便利な貯金です。公共料金等の各種自動支払口座とし

て、また、年金の自動受取口座として最適です。 

貯蓄貯金 出し入れ自由 

お手持ちの資金を有利に増やしながら、必要な時にいつでも

引き出せる貯金です。残高1円以上から残高に応じて5段階の

金利が適用されますので有利さと便利さを兼ね備えた商品で

す。 

通知貯金 7 日以上 まとまった資金の短期のご利用に便利な貯金です。 

総合口座 出し入れ自由 

普通貯金の便利さと定期貯金・定期積金の有利さをワンセット。

公共料金の自動支払、年金の自動受取、お引き出し、お預入、

お振込み、残高照会などができる。 

キャッシュカードなど便利なサービスが利用できます。また、定

期貯金をお預入の方には、定期貯金の合計額の 90％、最高

500 万円までの自由融資もご利用いただけます。 

定期積金 6 ヵ月以上～10 年以内 月単位 
毎月一定額の積立で生活設計に合わせた無理のない資金づく

りができる資金です。 

期日指定定期貯金 1 年以上最長3 年 

便利さを備えた定期貯金。期間は 1 年間据え置き後最長3 年。

1 年ごとの複利計算。１ヵ月以上前の連絡により、自由に元金の

全部または一部の満期日の指定が可能です。 

スーパー定期貯金 

（単利型） 
1 ヵ月以上10 年以内 

ボーナスや分散している貯金をまとめてお預入するのに便利

な商品です。 スーパー定期貯金 

（複利型） 
3 年以上10 年以内 

大口定期貯金 1 ヵ月以上10 年以内 

まとまった大口資金の運用に適した定期貯金です。金利はお

預けいただいた時点の金利情勢で決定され、満期日まで変わ

りませんので安心です。自動継続にすれば、満期日ごとに利息

を元金に組み入れますのでさらに有利な運用ができます。 
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◇貸出業務 
   農業専門金融機関として、農業の振興を図るための農業関連資金はもとより、組合員の皆さまの

生活を豊かにするための生活改善資金等を融資しています。 
   また、地域金融機関の役割として、地域住民の皆さまの暮らしに必要な資金や、地方公共団体、

農業関連産業・地元企業等、農業以外の事業へも必要な資金を貸し出し、農業の振興はもとより、
地域社会の発展のために貢献しています。 

   さらに、株式会社日本政策金融公庫をはじめとする政府系金融機関等の代理貸付、個人向けロー
ンも取り扱っています。 

 

資金の種類 お使いみちなど ご融資金額 ご融資期間 

住宅ローン 
住宅の購入資金(土地のみの購入も含む)新
築・増改築・中古住宅の購入及び既にお借入
の住宅資金の借換等にご利用いただけます。 

10 万円以上 
5,000 万円以内 

3 年以上35 年以内 

リフォームローン 
既存住宅の増改築・改装・補修等及び、その
他住宅に付帯する施設等の住宅関連設備資
金。 

10 万円以上 
1,000 万円以内 

1 年以上15 年以内 

フリーローン 
生活に必要とする資金です。ただし、負債整 
理資金などは除きます。 

300 万円以内 6 ヵ月以上5 年以内 

マイカーローン 
自動車・バイク購入資金（中古を含む）など自動
車・バイクに関する資金としてご利用いただけま
す。 

1,000 万円以内 6 ヵ月以上10 年以内 

教育ローン 
就学（予定）子弟の入学金・授業料・学費及びｱ
ﾊﾟｰﾄ家賃等教育に必要な資金。 

700 万円以内 
据置期間を含め 
最長15 年以内 

農機ハウスローン 
農機具購入、パイプハウス、格納庫建設などの
資金、他金融機関からの農機具ローンの借換資
金にもご利用できます。 

組合員 
1,800 万円以内 

1 年以上10 年以内 

受託貸付 
住宅資金・進学資金にご利用いただくため、住宅金融支援機構・日本政策金融公庫等の各種
資金をお取扱いしております。 
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◇為替業務 
   全国のＪＡ・信連・農林中金の店舗を始め、全国の銀行や信用金庫などの各店舗と為替網で結び、

当ＪＡの窓口を通して全国のどこの金融機関へでも振込・送金や手形・小切手等の取立が安全・確
実・迅速にできます。 

 ◇その他の業務及びサービス 
   当ＪＡでは、コンピュータ・オンラインシステムを利用して、各種自動受取、各種自動支払や事

業主のみなさまのための給与振込サービス、自動集金サービスなど取り扱っています。 
   また、国債（新窓販国債、個人向け国債）の窓口販売の取り扱い、全国のＪＡでの貯金の出し入

れや銀行、信用金庫、コンビニなどでも現金引き出しのできるキャッシュサービスなど、いろいろ
なサービスに努めています。 

 

種  類 サ ー ビ ス の 内 容 

内国為替サービス 全国どこの金融機関にも、お振り込み、ご送金、お取立を行っております。 

JA キャッシュサービス 

キャッシュカードがあれば、全国の農協・漁協・信連・農林中金・都銀・地銀・第二地銀・
ゆうちょ銀・信金・信組・労金等のＣＤ（現金自動支払機）、ＡＴＭ（現金自動預入・支払
機）で現金の引き出し、残高照会等がご利用いただけます。 

給与振込サービス 

給与・ボーナスがお客様のご指定いただいた貯金口座に自動的に振り込まれます。余
分な現金を持ち歩かずにすみ、振り込まれたご資金はキャッシュカードにより必要な時
にお引き出しいただけます。 

各種自動受取サービス 
各種年金、配当金などがお客様の口座に自動的に振り込まれます。その都度お受取に
出られる手間や、期日忘れや紛失なども妨げ安心です。 

各種自動支払サービス 

電気・電話・NHK 放送受信料等の公共料金のほか、高校授業料・各種クレジット代金な
ど普通貯金（総合口座）から自動的にお支払いいたしますので、支払い忘れや支払い
の煩わしさがなくなります。 

クレジットカードサービス 

ＪＡカードは 3 種類のなかからお好きなデザインが選べる、全てにＩＣチップを搭載した、
より安全なクレジットカードです。ＶＩＳＡマーク、ＮＩＣＯＳマークのあるお店ならお買い
物、ご旅行、お食事などお客様の暗証番号やサインひとつでご利用いただけます。24
時間・年中無休のロードサービスが付いたロードアシスタントサービス付カードやＥＴＣ
カードもお取扱いしています。ＪＡカードは「ＪＡならでは」の特典をはじめ、お得なサー
ビスを満載しており、ＵＦＪニコス（株）との提携によりＵＦＪニコス（株）の提供する各種サ
ービスも受けられます。 

貯蓄貯金 

スウィングサービス 

貯蓄貯金口座と普通貯金口座間で、お客様のご指定された残高を基準に一定の残高を
振替えするサービスです。 

ＡＴＭ振込サービス 
ＡＴＭを使用して全国どこの金融機関にも振込ができるサービスです。振込依頼書に記
入する手間も省け、手数料も割安となっており大変便利でおトクです。 

ＡＴＭ振込予約サービス 
平日午後3 時以降と土曜日・日曜日・祝日にＡＴＭを利用して、翌窓口営業日扱いの振
込を予約できるサービスです。 

ＡＴＭ定期預入サービス 
ＡＴＭを利用して総合口座定期貯金・通帳式定期貯金・積立式定期貯金の２件目以降の
預入れができるサービスです。 

ＪＡネットバンクサービス 

外出先や出張先はもちろん全国どこからでも、インターネットに接続可能なパソコン・携
帯電話を使って曜日を問わずいつでも残高照会、入出金明細照会、振込・振替予約が
できるサービスです。窓口へ出向く手間も省け、手数料もＡＴＭ振込サービスよりさらに
割安となっており大変便利でおトクです。 

口座振替サービス 収納企業（委託者）に代わり、口座振替により集金業務を行っております。 

 
◇手数料一覧 
  ○内国為替手数料 
  ○貯金業務に関する手数料 
  ○ＡＴＭ利用手数料 
  ○貸出金に関する手数料 
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◆共済事業 

ＪＡ共済は、ＪＡが行う地域密着型の総合事業の一環として、組合員・利用者の皆様の生命・傷害・

家屋・財産を相互扶助によりトータルに保障しています。事業実施当初から生命保障と損害保障の両

方を実施しており、個人の日常生活のうえで必要とされるさまざまな保障・ニーズにお応えできます。 

「ひと・いえ・くるま」の総合保障を通じて、一人ひとりの人生設計を一生涯サポートいたします。 

 

〔主な共済仕組みのご案内〕 

種  類 特  色 

終身共済 

万一のとき、大きな出費にも手厚い「一時金」と、残された家族の暮らしを支える「生活

保障年金」をお受け取りいただけます。医療共済をセットすれば入院・手術はもちろ

ん先進医療まで幅広い保障を確保できます。多彩な特約で保障内容を自由に設計

できるプランをご用意しています。 

※生活保障特約を付加した場合 

※先進医療保障ありの場合 

養老生命共済 

万一のときの保障と、将来の資金づくりを両立させたプランです。医療共済をセットす

れば入院・手術はもちろん先進医療まで幅広い保障を確保できます。 

※先進医療保障ありの場合 

こども共済 

お子さまの教育資金の準備におすすめするプランです。共済契約者（親）が万一の

ときは、満期まで毎年養育年金をお受け取りになれるプランもあります。医療共済を

セットすれば入院・手術はもちろん先進医療まで幅広い保障を確保できます。 

※先進医療保障ありの場合 

介護共済 
介護の不安に一生涯、備えられるプランです。公的介護保険制度に連動し、幅広い

要介護状態（２～５または重度）を保障します。 

予定利率変動型 

年金共済 

（ライフロード） 

契約当初５年間は、予定利率を固定し、６年目以降は１年ごとに予定利率を見直しす

る予定利率変動型の年金共済です。また、６年目以降は最低保証年金額が設定され

ており、予定利率が最低保証年金額を上回った場合、最低保証年金が増額されま

す。一度増額された年金額はその後予定利率が下がっても減らないため、安心、確

実に年金をお受け取りになれます。 

がん共済 

悪性新生物・脳腫瘍に罹患した場合、その入院・手術等を手厚く保障します。尚、が

んと診断されたとき一時金が出るなど、ひとつの契約で総合的な保障を確保できま

す。がんと闘うための安心を保障します。 

生活障害共済 

（働くわたしのささエー

ル） 

病気やケガにより身体障害状態（身体障害者手帳１～４級）になったとき、収入の減

少や支出の増加に備えられる幅広い保障です。公的な制度に連動したわかりやす

い保障で、ニーズに合わせてプランを選べます。 

（定期年金型と一時金型があります） 
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種  類 特  色 

医療共済 

日帰り入院から長期入院さらに手術を一生涯保障します。三大疾病（がん・急性心筋

梗塞・脳卒中）の治療や先進医療を受けたときにも備えられるので安心です。ご希望

にあわせて保障内容を選ぶことができます。 

※先進医療保障ありの場合 

建物更生共済 

（むてきプラス） 

（Ｍｙ家財プラス） 

火災はもちろん、地震や台風などの自然災害も幅広く保障します。また、満期共済金

は、建物の新・改築や家財の買替資金としてご活用いただけます。 

引受緩和型終身共済 
健康に不安のある方もご加入しやすい万一保障です。８０歳までご加入いただけ、通

院中の方、病歴がある方も簡単な告知でお申込みいただけます。 

引受緩和型医療共済 
健康に不安のある方もご加入しやすい医療保障です。８０歳までご加入いただけ、通

院中の方、病歴がある方も簡単な告知でお申込みいただけます。 

生存給付特則付 

一時払終身共済 

まとまった資金でご加入しやすい一生涯の万一保障です。死亡共済金を相続対策に

ご活用いただけます。生前贈与の機能をプラスしました。 

一時払介護共済 
まとまった資金で一生涯にわたって備えられる介護保障で、公的介護保険制度に連

動したわかりやすい保障です。 

自動車共済 

(クルマスター) 

お車の保障のほかご自身やご家族、同乗者の損害を幅広く保障する傷害保障と対

人、対物賠償の保障が自動セットされています。また、大切なお車の事故による破損

や盗難や災害などによる損害を幅広く保障し、掛金割引制度も充実しています。 

自賠責共済 
法律ですべての自動車に加入が義務づけられています。ハンドルを握る人には欠

かせない車の共済です。 

火災共済 建物・家財の火災などによる損害を保障します。 

傷害共済 日常のさまざまなアクシデントによる死亡や負傷を保障する共済です。 

賠償責任共済 日常生活中の賠償事故を保障する共済です。 
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◆農業関連事業 

◇販売事業 

組合員が生産した農畜産物を共同販売することで、より高い収入が得られるよう販売しています。 

 

  ◇直売所事業 

    組合員が生産した新鮮で安全・安心な農産物を直売所や量販店などで直接消費者に販売しています。 

 

◇購買事業 

    肥料・農薬等の農業生産及び、食料・雑貨など消費生活に必要な資材について安心・安全なものを購入

し、みなさまに提供しています。 

      

取扱品目 

      （生産資材）肥料・農薬・飼料・農業資材・その他 

               

      （生活資材）米・一般食品・電化製品・日用品・衣料品・葬祭用品・その他 

 

 

 

 

◆その他の事業 

 

○指導事業        ○保管事業          ○ライスセンター事業 

 

○育苗事業        ○りんごジュース加工事業 ○カントリー事業 

 

○冷蔵庫事業      ○予冷事業        ○りんごセンター事業 

 

○ニンニクセンター事業 ○放牧場事業              
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（２）系統セーフティネット（貯金者保護の取り組み） 

 

当ＪＡの貯金は、JA バンク独自の制度である「破綻未然防止システム」と公的制度である「貯金保険制度（農

水産業漁業協同組合貯金保険制度）」との 2 重のセーフティネットで守られています。 

 

◇「JA ネットバンクシステム」の仕組み 

JA バンクは、全国の JA・信連・農林中央金庫（ＪＡバンク会員）で構成するグループの名称です。組合員・

利用者の皆さまに、便利で安心な金融機関としてご利用いただけるよう、JA バンク会員の総力を結集し、実

質的にひとつの金融機関として活動する「JA バンクシステム」を運営しています。 

「JA バンクシステム」は「破綻未然防止システム」と「一体的事業運営」を 2 つの柱としています。 

 

◇「破綻未然防止システム」の機能 

「破綻未然防止システム」は、JA バンク全体としての信頼性を確保するための仕組みです。再編強化法

(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律)に基づき、「Ｊ

Ａバンク基本方針」を定め、ＪＡの経営上の問題点の早期発見・早期改善のため、国の基準よりもさらに厳し

いＪＡバンク独自の自主ルール基準(達成すべき自己資本比率の水準、体制整備など)を設定しています。 

 

◇「一体的な事業運営」の実施 

良質で高度な金融サービスを提供するため、JA バンクとして商品開発力・提案力の強化、共同運営シス

テムの利用、全国統一の JA バンクブランドの確立等の一体的な事業運営の取り組みをしています。 

 

◇貯金保険制度 

貯金保険制度とは、農水産業漁業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった場合などに、貯金者

を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度で、銀

行、信金、信組、労金などが加入する「預金保険制度」と同様な制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




