6

2018 June

No.256

いて
につ
組み
の取
改革
会
Ａ
代
自己
Ｑ＆
常総
談会
回通
第
Ａ座
別Ｊ
地区
21

ほっとトピックス
はぴすのわ

5

マンゴー生産者

児玉 亜沙美さん

ハーバリウム

「おしゃれで癒される」とインテリア
として大人気！プレゼントとしてもき
っと喜ばれるはずです。
材料代が少し掛かりますが、仲良し
で集まってワイワイ楽しく作ってみる
のもいいかもしれませんね♪

デザイン・製作 ● 吉野花壇（代表）吉野恒男

＊ワンポイントアドバイス
ワイヤープランツなど引っ掛
かりのあるものを使えば、オ
イルを入れた後に花材が浮い
てバランスが悪くなるのを防
ぎます。また今回使ったビン
は縦長いものでしたので、ビ
ンの口である程度花材を引っ
掛け合いながら形を作り、最
後にビンに入れました。

〜水無月〜

＊花材（左手前から）
○プリザーブドフラワー
・ペッパーベリー
・スターチス
・ソフトミニカスミ草
・マーガレットドライ
・タマリンドファイバー
○その他
・ワイヤープランツ（生葉を使用）
・蓋付きビン
○ハーバリウム専用オイル

●

最後にオイルを入れて完成！
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児玉亜沙美さん・浩敬さん ご夫婦

宮崎市島之内で広さ ａ のハ

今回はそんな浩敬さんを支える元

の副部長として活動を積極的に

３ 年前まではフレッシュミズ

ジェクトの一員として︑
夫婦で
﹁笑

亜沙美さんは農業女子プロ

今は夫が忙しくなった分︑自分も

ではレシピが入賞するほど︒ただ︑

子通信﹂を発行︒また家の光大会

行っており︑２ケ月に１回﹁ぺっ

農業﹂の輪を全国に を目標とし

亜沙美さんです︒

気いっぱいのがんばり屋の奥様・

美味しいマンゴーづくりに奮闘︒

玉浩敬さんは︑２代目として日々

ウスでマンゴーを生産している児

40

家の嫁でなかったとしても自分で

おり︑幼い頃から農業に接し︑
﹁農

んのご実家も国富で農業を営んで

したいと考えています︒亜沙美さ

肢に選んでもらえるような活動が

関心をもち︑魅力ある職業の選択

ています︒若い世代の方が農業へ

﹁自分は思いついたら即行動す

います︒

ンゴーＰＲに積極的に参加されて

県でテレビ出演に参加するなどマ

うです︒空港での販促活動や埼玉

理技術を学びたいと思っているそ

で農業に専念し︑経験を積んで管

マンゴー栽培を覚えていきたいの

るタイプ︑夫とは真逆の性格なん

農業をしていたと思う﹂と話され
ました︒

です︒本当に自由にさせてもらっ

ています︒このように自分が頑張

れるのも周りの支えがあるからこ

そです︒
﹂と浩敬さんや周囲への

感謝を話しました︒
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ＪＡ宮崎中央 自己改革の取り組みについて

平成29年7月6日。JA宮崎中央誕生20周年記念式典において、青年部長と女性部長が力強い
「未来への宣言」をされ、来場者全員の大きな拍手により賛同されました。
全国の農業者の最先端を走るJA宮崎中央生産者の熱い想いと決意がしるされた宣言でした。
組合員組織とJAが一致団結して、この宣言の実現をめざして行かなければなりません。その実
現に向かうことが、JA宮崎中央の自己改革に他ならないことです。

農産物生産・販売事業
の自己改革

農業生産資材・購買事業
の自己改革

「未来への宣言」

来るべき未来に向けての懸け橋として、４つの宣言をいたします。
私たちは、希望の持てる農業所得を実現するために、これまでの壁

JA宮崎中央
シンボルキャラクター
はぴす

１. を打ち破る生産量の確保と、さらなる品質の向上に挑戦します。
私たちは、
「魅力あるみやざき中央農業」や「みやざき中央農畜産
２. 物の素晴らしさ」を地域や全国、そして海外に発信していきます。
私たちは、組合員とJAと地域が一体となって、
「食と農」「助けあ
３. い」を核とした仲間づくり運動と地域の活性化に取り組みます。
私たちは、家族、仲間、地域ですごす豊かな時間を創造し、共に
４. 学び、共に働ける環境づくりをめざします。

日本のトップブランド産地「みやざき中央農業」と
「農家組合員」を支え、さらなる発展を目指した取り組み
組合員との徹底した話し合い
地区別JA座談会や支店代表者会及び組合
員組織会合等における組合員とJA役職員の
徹底した話し合いの場の創出（平成29年度
常勤役員出席回数：延べ501回）

①

◆主品目契約数量
Ｈ28
胡瓜

(単位：トン)
Ｈ29

前年比

8,101

8,658

107%

丸トマト

307

344

112%

ミニトマト

701

812

116%

②
◆宮崎県版GAP・18品目へ拡大
（野菜14品目、
果樹4品目）

◆JGAPお茶生産者6名取得
◆農産物加工販売に向けた取組み

加工先に向けた原料供給と加工品開発研究・検討
（千切り大根、干し大根、加工甘藷、加工高菜等）

◆営業販売専門部署（9名）設置による販売強化
・市場量販店に出向いての年間販売戦略的商談
回数
（年間34回）
・市場担当者及び量販店バイヤー参加による部
会会合実施回数
（野菜・果樹・花卉 年間52回）

◆直売所の販売強化

式部の里、
ビタミン館、
インショップ販売高
・H28年度：6億2,284万円
・H29年度：6億5,247万円

◆ファン拡大事業による管内農産物のPR活動強化

・消費地量販店での試食宣伝販売回数
（年間226回：関東
120回、
関西39回、
中京38回、
九州28回、
海外1回）

◆宮崎中央産畜産物のブランド確立
・Aコープ各店舗や関東・関西圏での畜産PR活動
（年間40回）
・東京食肉市場など首都圏での販売展開

◆農畜産物の輸出

香港・台湾・シンガポールでの販売促進活動
H24年2回/年

Ｈ29年7回/年

◆質・量・味
（うま味）
を兼ね備えた種雄牛の造成
主な管内生産種雄牛
「美穂国」
「忠高盛」
「第5安栄」
「富久竜」

◆特定疾病
（BL）
のない母牛群の構築

市場上場雌子牛のBL検査率(次世代雌牛)

Ｈ28年45％

Ｈ30年2月87％
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③
◆産地パワーアップ事業や強い農業
づくり交付金事業等を活用した栽培
施設や環境制御機械等の導入支援
【事業総額】
52件 685,314千円

◆畜 産クラスター 事 業 活 用による
生産基盤拡充
・機械導入の支援
117件87,629千円

◆新規就農者育成支援事業の展開

・分娩間隔の短縮
Ｈ27年407.0日 Ｈ29年404.5日

(新規就農者研修事業研修生受入れ113名…本年
度14名が研修中)

肉量・肉質・乳量・乳質の向上

◆高齢農家等への支援活動

・新規就農者入植団地整備
16棟(53,439㎡)

・ハウス展張支援
Ｈ28年125戸 Ｈ29年173戸

◆新しい栽培技術に対応した資材の提供

・キャトル受入頭数
H24年521頭 Ｈ29年1,144頭

ICT技術(高度環境制御技術)の導入

(環境測定器112台)

・畜舎建設の支援 8件
・管内４ヶ所目となる畜産入植団地の整備
・1戸当り母牛飼養頭数
Ｈ25年14.5頭

◆生産性向上への実践

・新規就農者育成支援事業による就農者
H24年累計49人 Ｈ29年累計97人

(現在は、
これに加えて子牛セリ場での支
援などにも取り組んでいます。)

(炭酸ガス発生装置331台)

・高齢ハウス農家の片づけ作業支援
5年前無し Ｈ29年29戸

◆土壌・残留農薬分析への取組み
・土壌分析 年間3,273点

Ｈ30年18.7頭

・残留農薬分析 年間1,524点

④
◆戸別配送の拡大

◆新商品の提供
価格抑制

経済渉外
（めぐみ）
職員33名を各
営農センターに配置し、戸別配送
を行っています。

・ＪＡ宮崎中央オリジナル配合繁殖用飼料
「中央繁殖用」約5％の価格抑制
・ ハウス展張ビニール・POひなたシリーズ 約8％の価格抑制

◆年末年始を除く祝祭日の
営業等

・ 各支店、年中無休体制にて営業を
行っています。

・ MIYAZAKI-1PO 約8％の価格抑制

H29年度 生産資材価格の引き下げ実績
項 目

対象品等

対策期間

キャンペーン等における主要品目の価格対策

条件・内容

土壌消毒剤の特別対策

主力13品目

年間

予約奨励の拡大（1.5％→10％値引）、別途、ドロクロール特別価格、購入数量別価格
の設定

温床資材（マルチ全般）特別対策

全品目

年間

予約奨励の新規設定（15％値引）、別途、購入数量別価格の設定

飼料作肥料即売会の実施

1品目

3月・5月・9月

予約注文及び短期間による即売会実施よるメリット反映に対し、1.5％から25％の値引き

主要園芸資材キャンペーン

55品目108規格 2月〜3月、7月〜9月 特別価格の期間限定（平均12％の値引き）

主要畜産資材キャンペーン

3品目11規格

各作物元肥主力品の特別予約奨励

主力肥料（施設・ 施設・露地8月〜1月 新園芸年度に向けた対策予約注文書記載品目に対し、1.5%→最大5%に拡大。
別途、購入数量別最大15％の値引設定。
露地・果樹）
果樹肥料10月〜

茎葉処理除草剤キャンペーン

4品目20規格

乾牧草フェア

3銘柄

動薬キャンペーン

26品目

夏期・冬期

時期に応じたキャンペーン実施（平均約2％〜13％の値引き）

茶肥料・農薬対策

BB肥料、茶使
用農薬

2月〜1月

購入数量(肥料)、購入金額(農薬)に対し、BB肥料15円/Kg、油かす粒5円/Kg、農薬
10〜15%の奨励

水稲・園芸農薬(殺虫剤・殺菌剤)
特別対策

全品目

2月〜6月、8月〜9月

期間限定し、端数購入(通常1.5%→7%)、更に、大口購入対策としてケース購入(15%)
値引

3月〜4月、
7月〜9月、11月

特別価格の期間限定（平均20％の値引き）

2月〜3月、6月〜8月
偶数月
（2月・4月・6月…）

Ｈ29年度

早期供給及び需要期の予約注文に対し、1.5％から10％の値引き、低コスト品は、約
18％値引き
オーツヘイ・ブルーグラスを中心に通常価格より約10％の値引き

経済事業奨励支出について

●木質ペレットの供給数量に対し、3円/Kgの戻し
●肥料、飼料、農薬及び一部資材の供給金額に対し、2％の戻し
●営農用重油の供給数量
（対象期間：H29年11月11日〜H30年1月31日） ●営農用軽油の供給数量に対し、3円/Lの戻し
●肥育生産に伴う子牛導入頭数に対し、25,000円/1頭を支給
に対し、3.5円/Lの戻し

振込予定日：平成30年5月7日(月)
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総額（税込）
：168,886,502円

通常総代会

第21回

—全議案を承認—

JA宮崎中央は4月26日、第21回通常総代会をJA・AZMホール
で開催しました。
開催にあたり、藤原榮伸組合長が次の通り挨拶申し上げました。
「平成29年度は第七次中期3ヵ年計画の最終年度であり、農家所
得の向上、農業生産の拡大、地域貢献を目標に環境の変化に対応し
た自己改革に取り組んできました。
平成30年度は第八次中期3ヵ年計画の初年度となります。みやざ
き中央農業の持続的な発展による農家所得の向上と農業生産拡大、
食と農を基軸として地域に根ざした協同組合としての役割などを念
頭に置き、ネクスト10において設定されている10年後のめざす姿
の実現に向けて取り組みを進めます。
組合員の生産基盤、農協の経営基盤について確固たるものを作り
上げ次の世代へ引き継ぐために、常に組合員目線に立った事業展開
を行い、自己改革の実践による新たな未来へと歩みを進め、役職員
一体となって全力で事業に取り組んでまいります。」
議事は福田誠議長（佐土原支店）のもと行われ、9議案が可決・
承認されました。
出席者数
出席率

6

516人
93％

月のあなたの運勢
牡羊座 3/21〜4/19

（

本人出席
書面議決

356人
160人

占い師 モナ・カサンドラ

全体運★知識欲が旺盛になっている月なので、引かれることがあったら、情報収集を。耳寄りな話題をゲットできるかも
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提出議案
議案第１号
第21年度（平成29年度）事業報告、貸借対照
表、損益計算書、注記表及び剰余金処分案の
承認について
議案第２号
第八次中期３ヶ年計画について

⑴次の固定資産を取得する。
取得総額20億円以内
施 設 名

新宮崎営農センター建物
（継続）

備 考

田野集出荷場建物（継続）

国富畜産入植団地整備
（継続）

議案第３号
Ａコープ神宮店改修工事
㈱エーコープ宮崎へ賃貸
第22年度（平成30年度）事業計画及び関連事 （継続）
項の承認について
ミニトマト選果機
ピーマン選果施設
⑴第22年度（平成30年度）事業計画について
ファーマーズマーケット、
⑵賦課金の額、賦課方法、徴収時期及び徴収方
その他（1億円未満）
本店組合員センター関連
法について本年度は賦課しない
施設を含む
⑶理事及び監事の報酬について
①組合員の代表等で構成する「役員報酬審議会」 ⑵リース事業により次の固定資産を取得する。
において、諸情勢を検討して出された答申結
取得総額10億円以内
果を踏まえ、平成30年度の理事の報酬につい
固定資産の名称
備 考
ては総額58,104千円とし、各理事の報酬額につ
宮崎市新規就農者営農団地整備事業
賃貸ハウス等
他
いてはその範囲内において理事会に一任する。
畜産クラスター事業
（理事24名）
賃貸牛舎
（畜産競争力強化整備事業） 他
②組合員の代表等で構成する「役員報酬審議会」
賃貸機械設備
産地パワーアップ事業 他
において、諸情勢を検討して出された答申結
果を踏まえ、平成30年度の監事の報酬につい 議案第９号
国等の施策に基づく奨励金等の事務の委任に
ては総額15,030千円とし、各監事の報酬額につ
ついて
いてはその範囲内において監事会に一任する。
平成30年度中に国等の施策に基づき、農畜産
（監事8名）
物の生産、流通及び農用地等に関して、生産
議案第４号
者が国等より支払いを受ける奨励金等（調整
定款の一部変更について
金、助成金一切を含む）の交付申請、請求及
び受領に関する権限並びに返還に関する事務
議案第５号
を組合に一任する。
監事監査規程の全部改正について
附帯決議
議案第６号
本店の決議事項中、権利義務に関しない軽微
役員推薦細則の一部変更について
な事項の修正及び法令、その他行政庁の処分
又はこれに基づく指示による場合に必要な字
議案第７号
句の修正をなすことを理事会に一任する。
信用事業規程の一部変更について
報告事項
JAバンク基本方針の変更について

議案第８号
固定資産の取得について

7
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牡牛座

4/20〜5/20

全体運★プライベートの充実に意識を向けるとグッド。やるべき作業を早めに片付けて、好きなことや趣味に打ち込んで

30 年度
地区別ＪＡ座談会Ｑ＆Ａ
平成

出席者 5,595人

48

29

30

事業奨励

30

本年度の経済事業取扱に伴う事業奨励支
出の内容について教えてほしい︒︵全支店︶

平成 年度につきましても組合員皆様の
ご理解とご協力を頂き、Ｊ Ａ宮崎中央事業
全体で計画以上の実績をあげることができ
ました。しかしながら、生産コストにつき
ましては依然として高水準で推移しており、
農業経営へ与える影響が大きい中、Ｊ Ａ宮
崎中央の収益を経済事業奨励として最大限
に還元させて頂きます。経済事業奨励に係
る文書につきましては、畜産関係、胡蝶蘭
資材、茶資材は、個別に文書を発送しご案
内致しますが、肥料、農薬等につきまして
は、平成 年５月７日㈪に振込を致しまし
たので、通帳にてご確認下さい。 図[① ]
尚、近年需要が多くなっております営農
用灯油につきましては、経済事業奨励とし
てではなく、従来の供給の中での対策を平
成 園芸年度に向けて検討してまいります。

県域ＪＡ構想

県域ＪＡ構想について教えてほしい︒
︵全支店にて県域ＪＡに関する意見が
ありました︶

（県域Ｊ Ａ構想の背景）
農業の担い手の減少や耕作放棄地の増加
など、将来において地域農業の持続性が懸
念される状況にあり、ＴＰＰ や日本とＥ
Ｕの経済連携協定（ＥＰＡ）による市場開
放等により地域農業に大きな影響を及ぼす
恐れがあります。
また、人口減少による経済活動の縮小や
マイナス金利の長期化の影響など、Ｊ Ａ事
業の収益性の低下による「組合員支援機能」
の維持が懸念されています。
更に、政府による監査法人監査への移行
11

出席率 56.4％

［図①］

平成29年度

経済事業奨励支出について

事業奨励対象期間：平成29年2月1日～平成30年1月31日

１．生産資材部門

単位：円

項目

条件

肥料

全品目の供給金額に対し、2％の戻し。

飼料

全品目の供給金額に対し、2％の戻し。

農薬

全品目の供給金額に対し、2％の戻し。
温床資材(マルチ)の供給金額に対し、2％の戻し。
畜産資材の供給金額に対し、2％の戻し。

資材

茶資材の供給金額に対し、2％の戻し。
胡蝶蘭資材の供給金額に対し、2％の戻し。
計

生産資材計

対象供給高

対象者数（人）

1,140,436,460
1,573,889,463
1,082,022,915
74,099,300
58,905,605
1,384,286
25,339,998
159,729,189
3,956,078,027

7,568
963
7,159
1,902
744
21
15
2,682
18,372

２．燃料部門

24,641,073
33,996,471
23,378,957
1,602,479
1,273,093
29,918
547,359
3,452,849
85,469,350
単位：円

項目

条件

木質ペレット供給戻し 木質ペレットの供給数量に対し、3円／Kgの戻し。
営農用軽油供給戻し

営農用軽油の供給数量に対し、3円／Ｌの戻し。

対象供給数量

対象者数（人）

1,216,050
1,410,072

3
1,858
1,861

小計
項目

条件

営農用重油供給戻し

平成29年11月11日～平成30年1月31日の供給数量に対し3.5円/Ｌ戻し

小計

対象供給数量

対象者数（人）

14,967,067
14,967,067

燃料部門計

奨励金（税込）

3,940,002
4,568,635
8,508,637
奨励金（税込）

1,447
1,447

56,575,515
56,575,515

3,308

65,084,152

３．畜産部門

単位：円

項目
肥育導入支援

奨励金（税込）

条件
肥育生産に伴う子牛導入頭数に対し、25,000円／1頭を支給する。

導入頭数

対象者数（人）

679

畜産部門計

奨励金（税込）

18,333,000
18,333,000
単位：円

○振込予定日
振込日
双子座

5/21〜6/21

平成30年5月7日（月）

合計

全体運★行動意欲が増して、さまざまな分野に挑戦したくなりそう。試せるものから、前向きに取り組んでみるのが正解

168,886,502
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や内部統制の強化、信用事業の代理店化な
ど、Ｊ Ａ の 経 営 に 対 し、 法 的 拘 束 力 伴 う
様々な規制が要求されています。加えて准
組合員の事業利用規制等、更なる規制強化
が懸念され、Ｊ Ａの総合事業が解体を迫ら
れる恐れがあります。
県内のＪ Ａが、このような状況に対応す
る為のコストアップに耐えられるかが大き
な課題となっています。そこで県内Ｊ Ａと
連合会を一つにして経営効率化を図り、総
合事業を維持することで、県内農業の振興
を図って行こうとするものが県域Ｊ Ａ構想
です。
一方、Ｊ Ａ宮崎中央は、事業量や財務健
全性は県内トップであり法的規制への対応
も進めています。加えて、昨年「ネクスト
」を策定し、将来にわたって宮崎中央農
業が生き残っていくための生産基盤強化や
販売力強化対策などを、組合員組織と一体
となって実践しています。
（県域Ｊ Ａ構想の検討イメージ）
今回の県域Ｊ Ａ構想は、単に県内 Ｊ Ａ
だけが合併するのではなく、経済連・信連
等を含む連合会や中央会、さらに子会社な
ど県域のＪ Ａ組織すべてを含む合併・再編
構想となります。
（今後の進め方）
６月に組合員組織等の代表者による意見
交換、８月に県域構想素案について組合員
組織の協議が行われる予定です。これらの
協議を経て、 月に開催されます第 回Ｊ
Ａ宮崎県大会において県域Ｊ Ａ構想につい
ての大枠の方向性の確認が行われる見込み
となっています。ただし合併に関する最終
決定は、将来的に各Ｊ Ａの総代会で決議す
ることになります。
現時点では県域Ｊ Ａ構想は、検討に着手
したばかりの状況であり、
「合併する、しな
い」を含め、具体的な構想案はこれからの
検討となります。
10

11

Ｊ Ａ宮崎中央では、組合員皆様の意見を
十分に反映しながら、組合員組織と役職員
が一体となって検討を進めてまいりますの
で、皆様のご理解とご協力をお願い申し上
げます。

の実現に向けたＪ Ａ宮崎中央自己改革の取
り組み指針であり、今後も事業計画に反映
させながら継続的に事業を展開してまいり
ます。

ブレイクスルー戦略とは、従来の収量の
壁を打ち破る（ブレイクスルー）反収・品
質向上戦略です。具体的には品目毎に現在
の反収を大きく上回る目標収量と目標等階
級などを設定し、高度環境制御技術の導入
やトップレベル農家の技術承継など、あら
ゆる手法を用いてその目標値を目指し、ひ
いては希望の持てる農家所得の実現を図ろ
うという戦略です。
新燃岳の降灰による農作物の対策はある
のか？また︑ＪＡとしての降灰対策を講じ
ているのか？
︵南宮崎・国富︶

現在、宮崎県では、露地作物を優先して
対策を進めておりますが、今後の被害状況
次第では、施設等の支援も実施される事が
考えられますので、国庫事業等を活用した
支援を行いたいと考えております。
また、今後の被害状況の内容次第では、

Ｊ Ａとしての対策も検討してまいります。

産地パワーアップ事業については︑事業
を受けるための制約が多すぎるのではない
か？新規就農者の申請が通りにくいとの情
報もあるので︑制約を緩和するよう要望を
上げてもらいたい︒
︵田野・高岡︶

産地パワーアップ事業については、国や
県の方針に基づく様々な優先採択ポイント
があり、販売額を ％以上アップさせる取
り組みも実施する必要があります。Ｊ Ａと
致しましては、様々な要望がある中で、事
業要件をクリアできる計画を申請しており
ますが、全国的な予算の状況もあり、全て
の要望を採択する事は困難な状況となって
おりますので、ご理解下さい。また、新規
就農者の申請が通りにくい事業とはなって
おりませんので、今後とも事業採択に向け
た取り組みを行ってまいります。

農地の維持管理や耕作放棄地解消につい
て、 各 集 落 で 作 成 し た「 人・ 農 地 プ ラ ン 」
を基本に集落の方々が中心となり「人・農
地」の課題解決に向けた話し合いが重要で
す。
また、農業委員会（農業委員、農地利用
最適化推進委員）との連携も図り農地集積
等を進め、担い手が借り易い状況にするこ
とも今後不可欠となりますので、集落営農
等含め集落での話し合いをお願い致します。
集落での話し合い（集落営農等）につき
ましては各関係機関で協力致しますので、
各行政又はＪ Ａ各営農センターへご相談し
て下さい。

高齢化に伴う田畑の維持管理・耕作放棄
地について︑ＪＡ・行政が協力して今以上
に対策を講じて取り組んでいただきたい︒
︵宮崎・南宮崎・田野・国富︶

10

ＧＡＰについてＪＡの対応はどう考える
のか︒ＪＡがＧＡＰの有資格者を育成し農
家を指導していく体制は必要でないのか︒
︵宮崎・田野︶

現在、野菜・果樹の全ての部会にて県版
ＧＡＰに取り組んでおります。また、ひな
たＧＡＰ・Ｊ ＧＡＰ・グローバルＧＡＰ取
得については平成 年２月 日に講習会を
開催し、職員においては、Ｊ ＧＡＰ指導員
６名を取得させました。お茶については、
Ｊ ＧＡＰ認証を６戸が取得しております。
今後も、各ＧＡＰ普及拡大に努めてまい
ります。
16

ネクスト のブレイクスルー戦略につい
て教えて欲しい︒
︵佐土原︶

30

新宮崎営農センター

28

10

10

新宮崎営農センターの概要について教え
てほしい︒
︵宮崎︶

宮崎市大字芳士の約１９，
０００㎡の敷地
に、集出荷場（予冷庫・屋外テント完備）
、
ダンボール倉庫、資材倉庫、営農センター
事務所（ＡＴＭ設置）
、ガソリンスタンドを
新設いたします。６月末に全ての施設が完
成予定ですが、商品（資材・農薬等）や器
具備品等の移動及び米検査等の関連があり
ますので、８月以降の稼動になると考えて
おります。
資材の営業は、土日も営業する方向で考
えております。また、花ヶ島集出荷場と住
吉支店の跡地については、今後検討を進め
てまいります。

営農
ＧＯ！ＧＯ！ やネクスト などスロー
ガンが掲げられているが︑いつまでに実現
するのか期限設定が必要ではないか︒
︵国富︶
10

Ｊ Ａでは農家所得向上のため様々な取り
組みを進めております。第三次「所得アッ
プＧＯ！ＧＯ！ 」運動については、 年
度より取り組み、本年（ 年）が最終年度
となっており部会目標達成に向け取り組み
を行っております。
Ｊ Ａ宮崎中央長期計画「ネクスト 」は、
農家所得向上・農業生産の拡大・地域への
貢献などを基本として、 年後の目指す姿
30

10

全体運★サービス精神を発揮すれば、自然と人気運がアップする予感。縁の下の力持ち的な役割でも快く引き受けてみて

蟹座 6/22〜7/22
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24

と一体となって販売促進等の営業活動を
行っております。本年産も営業活動を実施
し、各卸との事前契約の積み上げに努めて
まいります。尚、一部ではありますがＪ Ａ
宮崎中央独自で米の輸出も開始しており、
今後も取扱量拡大に努めてまいります。

農地利用
ＷＣＳ用稲の適正な栽培管理指導を行っ
てほしい︒
︵南宮崎︶

ＷＣＳ用稲の作付面積が毎年増加してお
り、各地域の水田では主食用米との混作も
多くなっている現状の中で、宮崎中央地域
農業再生協議会としましては、昨年より２
～３月に実施される営農計画書受付の際に
チラシを配布し適正栽培管理の注意喚起を
行っており、今後も適切な栽培管理指導を
行ってまいります。

営農支援
高齢農家への支援活動の詳細について教
えていただきたい︒︵宮崎・南宮崎・高岡︶

施設ハウス部会員で 歳以上の方と女性
の方を対象として職員２名（１日間）を片
付け作業を中心とした派遣を行っています。
支援をすることで、職員と生産者とのふれ
あいの場とし、１年でも長く作付けを行っ
ていただける様に支援を行っています。
農繁期や規模拡大に伴う雇用対策として︑
シルバー人材センター等を利用しているが︑
人材不足等により雇用者の確保が困難な状
況となっているので︑ＪＡでの対応は出来
な い の か？
︵宮崎・南宮崎・田野・佐土原・国富︶

全国的な雇用者の不足が問題となってお

り、Ｊ Ａの選果場においても派遣会社等に
依頼しておりますが、大型ショッピングセ
ンター等の影響もあり、安定的な雇用者の
確保が難しい状況となっております。
農 繁 期 対 策 と し ま し て は、 シ ル バ ー 人
材センター等を活用して頂いております
が、スポット的な確保を含め厳しい状況と
なっております。一方、外国人技能実習制
度を活用した周年雇用体制の確立による農
業経営も増加しておりますが、様々な規制
等 も あ り ま す の で、 営 農 企 画 課（ ☎ ‐
０５１９）へご相談下さい。
また、農業特区の指定は人材確保に有効
と思われますので、継続して行政へ要望し
てまいります。
併せて緊急時（急病等）の支援策等につ
いても検討をしております。

後継者対策

新規就農者育成支援事業により、 名が
就農しており、本年度も 名が研修中であ
ります。研修期間中に本人の事情で研修を
断念された方は何名かいますが、就農後、
農業経営が厳しいという理由で離農された
方はおらず、ほとんどの方は順調に経営を
行っております。事業奨励金については、
総合事業において計画以上の実績が上げら
れた場合に、個人への生産コストに関わる
支援対策として支出しておりますので、新
規就農者の支度金については、国庫事業等
を活用して支援を行ってまいります。

新規就農者育成事業の就農者は育ってい
るのか︒また︑年度末の事業奨励金を新規
就農者の支度金などに使用できないか︒
︵宮崎・高岡︶

31

97

な情報提供を行ってまいります。

米の販売強化︑ＰＲを行い高値販売に努
めてほしい︒
︵宮崎・南宮崎・高岡︶

30

Ｊ Ａ宮崎中央では早期米の取扱がメイン
ですが、早期米については県下５Ｊ Ａによ
る共同計算を実施しており、経済連・Ｊ Ａ

14

営農金融
近年︑法人農業経営体に対する銀行等の
水稲
積極的なアプローチが見受けられるととも
平成 年産からの生産調整について︒
に︑会計・税務申告︑経営コンサル等の経
︵宮崎・南宮崎・田野・高岡︶
営面全般においても︑ＪＡ以外の専門家を
頼るなど︑本来頼られるべきＪＡとの関わ
平成 年産より国からの主食用米の生産
りが希薄になりかねず︑あらゆる事業の利
数量目標の配分が廃止されましたが、米の
用 低 下 に ま で 及 ぶ と︑ Ｊ Ａ に と っ て は 大
需給・価格の安定を図るには継続した「需
きな損失となる恐れがある︒法人経営体に
要に応じた米生産」が基本であります。
対する事業対応が︑ＪＡは出遅れている感
宮崎県では、
「宮崎県農業再生協議会」及
があるので︑今こそ総合事業の強みを発揮
すべき︒今後の対応をどう考えているのか︒ び「宮崎中央地域農業再生協議会」が需要
に応じた「米の作付面積の目安」を各農業
︵宮崎︶
者の皆様へお知らせしており、Ｊ Ａ宮崎中
央管内での主食用米作付け目安は昨年作付
実績の１２０％まで作付可能となっており
ます。
また、米の直接支払交付金７，
５００円／
ａ は平成 年度より廃止となりましたが、
ＷＣＳ用稲等の交付金は継続となっており
ます。全体の交付金詳細につきまして決ま
り次第、お知らせ致します。
《 参 考 》国 の 年 産 作 付 目 安７３５万 ト ン
（昨年同様）
県の 年産作付目安９１，
６０５トン（昨年
９１，
６０６トン）
Ｊ Ａ宮崎中央管内の 年産作付目安
宮崎市作付目安２，
８１９ｈａ （昨年実績２，
２９０ｈａ ）昨年実績の１２０％ まで作付
可能。
国 富 町 作 付 目 安 ５１１ｈ ａ （ 昨 年 実 績
４１５ｈａ ）昨年実績の１２０％ まで作付
可能。

法人化のご相談の際には、直近の実績に
基づくシミュレーションや将来の展望を含
めた法人化に向けた検討を個別にさせて頂
いており、設立登記に至るまでの一連の対
応をしております。
事業対応については、現在でも各部署・
子会社により法人への訪問活動を展開し、
事業推進や情報提供等を通じた信頼関係の
構築に努めております。
しかしながら、専門的見地からの経営指
導や税務申告対応には課題を残しており、
その他事業対応を含めたＪ Ａの今後の取組
みについては、Ｊ Ａ部門間や連合会との連
携を強化し、総合力が最大限発揮できるよ
うな体制づくり、事業対応を検討してまい
ります。
また、農業法人対策につきましては、毎
年、
「 出 向 く 活 動 対 策 」と し て、 関 係 部 署
（本店融資課、営業センター、経営支援室、
本店営農企画課、本店生産資材課、ジェネ
ラルフォース、中央会）と訪問先の選定状
況及び活動状況の情報交換の協議を行って
おります。また、金融部でも、農林中央金
庫、県信連と連携し、農業法人アプローチ
先を選定し、情報提供等の訪問を行ってお
ります。今後も出向く活動を継続し、有効
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ジェイエイファーム
歳くらいでも新規就農はできるのか︒
また︑ＪＡではそういった対応をしてくれ
るのか︒
︵宮崎︶

施設園芸においては、ジェイエイファー
ムで新規就農者研修事業を実施しており、
一年間の栽培管理の学習や農地斡旋等も
行っています。 歳以下なら国の支援、
歳以下なら市の支援事業もあります。詳し
くは本店の営農企画課にご相談ください。
また、畜産においては研修の目的で、畜産
部の臨時従業員として受入れを行っていま
す。
子 会 社 等 の 状 況 に つ い て︑ ジ ェ イ エ イ
ファームみやざき中央の営業利益はマイナ
スだが経常利益はプラスになっている︒内
容を教えてほしい︒
︵国富︶

営業利益のマイナスにつきましては、近
年設備投資している国富育苗センターの野
菜一次苗供給施設・育苗ハウス・次世代園芸
ハウス・新規就農入植団地等の減価償却費や
リース料が多額なのが主な要因であります。
営業外の収益として、農の雇用助成金、経
済事業奨励金、転作奨励金、台風災害共済
金等があり経常利益がプラスになっている
状況です。

販売

昨年の 月から中京︑関東地区の販売が
４日目となったが︑品質等の問題はないの
か？
︵高岡・国富︶

十分な予冷をおこない出荷しており、品
質面においては問題なく販売を行なってお
ります。精算については１日遅れることに
なりご迷惑をお掛け致しますが、速やかな
精算に努めてまいります。
精算書は早くならないのか？
︵宮崎・国富︶

通常の品目については、荷受け日から２
日～４日目で販売します。市場からの精算
書が３日～５日目に到着し精算指示作業を
行ない振込みを最短５日目～７日目（土日
祭日除く）で行なっております。ピーマン
等県下共同計算品目については、荷受け日
から４日目迄で販売を行います。精算書到
着が５日目で経済連にて各Ｊ Ａとの３日程
度の共計作業を経て精算指示を 日目、最
短振込み迄に 日（土日祭日除く）程度要
してます。但し、販売先での事故等が発生
した場合については、この限りではなく更
に日数を要しますが、速やかな精算に努め
てまいります。

集出荷場関連
庭先集荷の対応はどう考えているのか？
︵宮崎・田野︶

高齢化対策、産地維持対策として重要課
題として捉えております。今後、連絡協議
会と協議検討してまいります。
総合選果場の選果が遅れると︑コンテナ
不足・鮮度等の問題等が生じてくると思う
ので支障をきたさないようお願いします︒
︵高岡・国富︶

た必要人員確保を図り、効率選果に努めて
まいります。コンテナについては、急増を
想定し予備を十分に準備致しております。
出荷場～輸送～販売先と予冷体制を充実し
品質管理に努めてまいります。

式部の里
式部の里は︑お客さんは多いが営業時間
の延長は考えていないのか？
︵国富︶

皆様のご協力もあり売上は順調に推移し
ております。営業時間については、時間帯
毎の来客数の調査を行い現状の営業時間に
設定しております。ご不便をお掛けする面
もあろうかと思いますが、時間内でのご利
用を宜しくお願い致します。

畜産
ＷＣＳの刈取りをＪＡファームが行って
いるが︑どのようにしているのか？︵高岡︶

年間 ｈａ の刈取りを行っており、Ｊ Ａ
直営農場で供給しています。受託をする刈
取り時期が重なり、コンバイン等の機械が
足りませんので現在は農家受託は行ってい
ません。今後の検討課題です。
子牛のせりで平均 万程度で売買された
が︑購買者が少なくなっており︑今後︑低
下する可能性がある︒購買者の要請をお願
いする︒
︵国富︶

購買者への購買誘致は定期的に実施致し
ておりますが、強化を行い継続して実施し
ていきます。
道路などに畜産農家のロールが置いてあ
るが︑田んぼの中に置くように指導してい
ただきたい︒
︵国富︶

行政へ指導をお願いするとともに、研修
会等で生産者におつなぎします。

セリ時の買い支えについて︑品評会上位
牛はどこまで競っているのか？また︑尿道
変更や肺炎などの訳あり牛はどうなってい
るのか？
︵国富︶

品評会の雌については農協単独での保留
対策助成も行っており ％が管内に保留さ
れている状況にあります。去勢については
Ｊ Ａの肥育部門もセリに参加しており平均
以上の価格は確保されていると考えます。
また、尿道変更や肺炎等の瑕疵牛につきま
しては管理者責任と考えます。Ｊ Ａでは採
算ベースを考慮した妥当な金額までのセリ
に参加をしております。

品評会につきましては、改良目的の度合
い確認と生産者の育成管理技術を競い合い
地域の畜産振興を図る場だと考えており管
内保留を推奨いたしております。その為の
農協単独での保留対策助成も行っており
％が管内に保留されている状況にありま
す。Ｊ Ａでの買い支えにつきましては、難
しい状況にあります。また、品評会の“去
勢の部”廃止につきましては、繁殖牛部会
連絡協議会で検討していただきます。

品評会の優等上位の牛を︑ＪＡが購入し
ても良いのではないか︒出来ないのであれ
ば︑去勢牛に関しては︑品評会はしなくて
も良いのではないか︒
︵国富︶

87

12

人材派遣及び学生アルバイト等を踏まえ

30

50

農畜産物の輸出はどんな物を行なってい
るのか︒
︵宮崎・田野︶

8

45

野菜（１，
５４９，
９９０円）
、果物（１，
２７２，２９８円 ）
、 米（ ９６０，６６０
円）
、 茶（ ６６６，７３０円 ）漬 物（ ４０８，
０１０円 ）計 ４，４９０，４７８円 を シ ン ガ
ポール、台湾を中心に行なっております。

セリ場の施設整備については、少しずつ
改善しております。今後対策を検討いたし
ます。

牛のセリ場でのつなぎ場が︑風の吹き抜
けになっている︒冬場︑西風が寒すぎるの
で防寒対策を検討してほしい︒
︵田野︶

87

全体運★できる人と比べて落ち込みやすい暗示。
「人は人、自分は自分」と捉えるのがベスト。気晴らしには散歩が吉
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畜産農家の堆肥処理についてＪＡとして
どのように考えているのか︒
︵国富︶

Ｊ Ａとしては、個人での耕畜連携による
堆肥還元をお願い致します。

生産資材

使用残農薬回収を本年度に実施するが︑
今後も実施頻度を上げてほしい︒
︵宮崎・南宮崎︶

使 用 残 農 薬 回 収 に つ き ま し て は、 平 成
年 よ り 平 成 年 度 ま で ５回（ ３年 に １
回）実施し、合計約 トン回収しておりま
す。近年、農薬の種類・用途等の幅が広が
り、また、登録削除・更新等の頻度も多く、
使用残農薬も多くなってきている状況であ
りますので、平成 年度より２年に１回の
開催を基本とし、管内の状況を確認しなが
ら実施して参ります。
【使用残農薬回収日程】
実施日時：平成 年６月１日㈮・６月２日
㈯９時～ 時 実施場所：各支店購買店舗
（ 那 珂 支 店 は 除 く ）処 理 料 金： １０００円
（税込）／㎏ 空容器含む
53

30

病害虫防除等の注意喚起を含めまして、
指導部門及び関係組織との定期的な合同会
議・研修会実施のもと連携強化・知識習得
に努め、経済渉外活動を実践していきます
ので、今後ともご利用のほどお願いします。

経済渉外︵めぐみ︶の活動について︑配
送料金も無く︑配達して頂き非常に助かっ
て い ま す が︑ 病 害 虫 防 除 等 の 注 意 喚 起 も
行って欲しい︒
︵宮崎・田野︶

15

資材店舗にて予約注文した商品を他支店
の購買店舗にて購入することができるのか︒
︵宮崎・南宮崎︶

します。
生産資材課の土日祝日における営業体制
において︑繁忙時期を考慮した営業時間・
人員配置を検討してもらいたい︒ ︵田野︶

生産資材店舗の土日祝日の営業時間につ
きましては、支店毎に異なっておりました
ので、時間帯による来協者数等の調査の結
果 を 踏 ま え 平 成 年 ８月 よ り 営 業 時 間 の
統 一、 自 然 災 害 な ど 緊 急 を 要 す る 場 合 に
は、営業時間を延長し対応を致しておりま
す。繁忙期につきましては、平日業務にて、
出来る範囲での対応を致して参りますので、
何卒、ご理解いただきますよう、宜しくお
願い致します。

施設ビニール加工
現在のビニール展張の取組みを教えてほ
しい︒
︵宮崎・田野︶

を図ってまいりますので、申込みについて
の問合せにおきましては、経済渉外（めぐ
み）担当者・資材窓口及び指導員まで、お
早目にお願い致します。また、ビニール展
張要領につきましては、多くの生産者へ対
応を行うため、原則、天井のみの展張（バ
ンド止め含む）とさせていただきますので、
ご理解のほどお願い致します。

燃料

住吉地区に新設されるＳＳはどの様な施
設なのでしょうか︒
︵全支店︶

住吉地区に新設されるＳＳにつきまして
は、花ヶ島ＳＳからの移転となりますが、
住吉地区と宮崎地区のエリアを対象にした
施設となります。ガソリン・軽油の給油器
を３基設置し６台同時の給油が可能であり、
灯油の給油機についても２人同時にサービ
スできます。また、セルフ式洗車機も導入
し、屋根付きの拭上場も設けております。
営業内容については、年中無休（正月は除
く）の７時～ 時の営業を予定しておりま
す。セルフサービスＳＳとなりますが、不
明な点はスタッフに声掛けしていただけれ
ば対応致しますので安心してご利用下さい。

農機

農機を使う時期は皆さん基本的に同じ時
期であり、すべての組合員に対して農機を
準備することは出来ません。使われる時期
に早めの予約もご検討くださるようお願い
します。今後は、集落営農など、地域と一
体となって農業機械を使える仕組みづくり

農機レンタルについては︑十分な機械が
揃っているのか︒使いたい時に機械を借り
ようとしても在庫がない︒
︵宮崎・南宮崎・高岡︶

20

29

平成 年度迄、Ｊ Ａ青年部が中心となり
ビニール展張受託（てんぱる隊）を高齢者
の生産農家、もしくは、やむを得ない事情
で展張作業ができない組合員に展張支援を
実施しておりましたが、近年、年齢等に関
係なく展張依頼の要望が強くなってきてい
ることを受け、平成 年より営農支援対策
として、Ｊ Ａ青年部「てんぱる隊」で引受
けできないものについては、関連会社へ委
託し、展張事業を行っております。尚、平
成 年度につきましては、展張依頼件数が
増加したことを受けまして、委託業者にて
展張班体制を増員・増加し対応を致しまし
た。
（展張件数：平成 年度１２５件、平成
年度１７３件対比１３８％）今後につき
ましては、年々、需要が高くなる事業であ
ることを踏まえ、Ｊ Ａ青年部での日程調整
等を優先しまして、展張不可能なものにお
いては、引き続き、関連会社へ委託し拡大
28

28

16

在庫管理につきましては、経済渉外（め
ぐみ）を中心としました予約注文による推
進・巡回の徹底と合わせ、過去の供給実績
の参照及び指導部門とのより一層の連携に
努め、需要期に応じた、適正な在庫管理を
行って参ります。また、予約注文先と購入
される店舗が異なる場合におきましては、
予め、ご連絡いただければ、支店間連携の
もと対応いたしますので、宜しくお願い致

27

28

30
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各種︑キャンペーンなど価格対策を実施
しているが︑まだ商系と比べると高い商品
があるので︑仕入先との交渉を強化してほ
しい︒
︵全支店︶

現 在、 グ ル ー プ 会 社 で あ る ジ ェ ネ ラ ル
フォース宮崎中央と一体となり、また、指
導部門と連携調和のもと、従来の大口ラン
ク・自己取り奨励に加え、園芸・畜産部門
など各分野において、予約購買に特化しま
した価格対策（農薬全般の値引き、購入数
量に応じた価格設定等）更には、施設・露
地・水稲・果樹・茶等の元肥及び農業用ビ
ニール・ＰＯ、繁殖用飼料・ビタミン剤な
ど 品 目 のＪ Ａ プ ラ イ ベ ー ト 品 の 開 発 導
入、また、ジェネラルフォース宮崎中央を
中心とした大口法人農家対応の拡充に取組
むなど、積極的に、Ｊ Ａ自己改革を推進し
ております。しかしながら、商系業者及び
インターネット販売による特有の戦略手法
により、価格差が生じる場合があるなど、
１００％満足して頂けるものではないと思
い ま す の で、 今 後 と も 関 係 部 署 と 一 致 団
結、また、ジェネラルフォース宮崎中央の
系統組織だけに頼らない幅広い交渉力のも
と、仕入機能の充実化に努め、更なる生産
コスト抑制対策を図って参ります。尚、今
以上の価格対策を講じていく為には、予約
注文体制強化による実績の拡大は不可欠で
ありますので、経済渉外（めぐみ）
・指導員
が推進に来ましたら、是非、予約注文のほ
ど、宜しくお願い致します。
30

などを考えていく必要があると考えます。
農機の修理工賃について教えて欲しい︒
︵南宮崎︶

修理工賃については、県下Ｊ Ａ価格や業
者価格を調査しＪ Ａ宮崎中央の価格を設定
し て お り ま す。 業 者 価 格 よ り 安 い 価 格 と
なっておりますので、ご理解を宜しくお願
いいたします。

組織生活
﹁巡回ＭＲＩ脳ドッグ﹂の受診人数を増や
して欲しい︒
︵宮崎・田野︶

現 在 実 施 し て お り ま す「 巡 回 Ｍ Ｒ Ｉ 脳
ドッグ検診」は、九州全域を対象としてお
りますので受診人数に限度があります。経
費的な面もありますが、今後とも継続的に
維持・拡大を計画していきます。時期にな
りましたらご案内いたしますので、早めの
申込みを宜しくお願いいたします。
農家組合員が健康診断を受ける仕組みを
構築して欲しい︒
︵宮崎︶

行政と連携した取組みを検討してまいり
ます。

金融

現在の貯貸率は︒
︵宮崎︶

約 ％ほどになっています。貸付の伸び
も厳しいところでありますが、農業資金を
中心に各種ローンの普及に努めています。
貯金は、定期キャンペーン等を積極的に提
案し取組んでおります。
信用事業の計画で︑収益減少はゼロ金利
の影響なのか︒
︵宮崎︶

日銀は「２％の物価安定」の目標を達成
するため現在「長短金利操作付き量的・質
的金融緩和政策」を導入しています。その
政策は長期金利（ 年国債の利回）を０％
程度また短期金利（５年以下の国債の利回
り）をマイナス ％程度に誘導する政策と
なっています。そのため、運用利回りも低
利で推移しており、今後も引き続き運用環
境は厳しいと想定しています。

貯金為替
ＪＡのキャッシュカードは全国どこでも
使えるのか︒またコンビニでも使えるのか︒
︵宮崎・南宮崎︶

自前ＡＴＭ設置につきましては、利用状
況・市場性・採算性等の評価に基づき検討
していきますのでご理解をお願いします。
コンビニＡＴＭでの通帳記帳につきまして
は、システム対応しておりませんので、ご
理解をお願いします。
大塚のＡＴＭに通帳繰越機能のついたＡ
ＴＭの導入をお願いしたい︒
︵宮崎︶

現 在 繰 越 機 能 付 き の Ａ Ｔ Ｍ を 宮 崎・ 生
目・ 南 宮 崎・ Ａ コ ー プ 木 花・ 田 野・ 佐 土
原・高岡・国富に８台設置しています。他
のＡＴＭ繰越記帳機能の追加につきまして
は、利用状況・市場性・採算性等の評価に
基づき検討して参りますのでご理解をお願
いします。
高齢化対応として移動ＡＴＭを要望致し
ます︒
︵田野︶

移動ＡＴＭにつきましては、信連（農林
中央金庫）にシステム対応が可能であるか
調査を依頼した経緯がありますが、現在の
ところ対応できない状況となっています。
貯金の年末キャンペーンは﹁当選したら
電話します﹂とだけ説明があったが︑自分
の手元には何の控えも残らず︑楽しみがな
い︒
︵宮崎︶

お客様の手元に何も残らないのが現状で
すが、抽選については厳選なる抽選を行っ
ています。窓口でも十分な説明を行うよう
配慮いたします。
子供の口座をつくる手続きに行った際に︑
最近では母子手帳まで必要ということで作
れなかったのはなぜか︒
︵田野︶

平成 年度改正犯罪収益移転防止法に基
づき本人確認が必要とされております。顔
写真がない書類については２通必要となり

ます。実際にお子様の存在をご確認するに
は、健康保険被保険者証・母子健康手帳な
ど２通ご提示が必要となります。

銀行では大きなお金を引き出す際は︑別
室で渡される︒農協でも別室で渡すように
していただきたい︒
︵国富︶

時迄となり非常
︵高岡︶

多額の現金取引などのご依頼があった場
合には他のお客様の視界に入らない場所で
の対応を確認したうえ応対いたします。

金融窓口の営業時間が
に助かっている︒

有難うございます。今後も組合員の皆様
に喜ばれる店舗運営に努めて参りますので、
ご利用をお願いします。

年金友の会

年金友の会では有意義な活動が行われて
いるので︑もっとＰＲしたほうが良いと思
う︒
︵宮崎︶

年金友の会の活動については大変好評を
頂いております。今後も活動状況等を広報
誌「めぐみ」への記載等により一層のＰＲ
を行っていきます。また、年金友の会員同
士でのご紹介もよろしくお願い致します。

融資

貯金のキャンペーンで金利が上がるが︑
現在借り入れ中の融資金利も上がるのか︒
︵宮崎︶

あくまで貯金金利上乗せのキャンペーン
であり、連動して融資金利が上がるわけで
はありません。

全体運★いつまでもささいなことを引きずりやすい期間。暗い顔でさらなる運気ダウンを招かないように。鏡を磨くと開運に
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Ｊ ＡバンクＡＴＭであれば、全国一律無
料でご利用できますが、通帳での貯金払い
出しは県内Ｊ Ａのみとなります。コンビニ
ＡＴＭ（セブンイレブン・ローソン・ファ
ミリーマート等）については、Ｊ Ａキャッ
シュカードでもご利用が可能です。但し、
平日８時 分から午後６時までと土曜日は
午前９時から午後２時までの取引手数料は
無料となっていますが、その他時間帯及び
日曜日・祝祭日は１取引当たり１０８円の
手数料がかかりますので、ご注意下さい。
45

16

27

ＡＴＭをもっと設置は出来ないか︒コン
ビニのＡＴＭでもカード利用はできるが通
帳記帳ができない︒
︵南宮崎・国富︶

26

休眠預金等活用法の対応とあるが︑どの
ような対応なのか？
︵高岡︶

「休眠預金等」とは、 年以上、入出金等
のお取引がない預金等（普通貯金・定期貯
金・定期積金等）をいいます。休眠預金等
になると所定の機関に移管され、民間公益
活動に活用されます。なお、休眠預金等と
なった後も、引き続きお取引のあった金融
機関で引き出すことが可能です。
10

田野支店に融資課長を配置した理由は何
か︒
︵田野︶

信用事業は、公認会計士監査への移行や
Ｊ Ａバンク基本方針など「一般金融機関並
みの体制整備」が求められています。この
ことから、業務の専門性を高めるとともに
内部統制の定着化など顧客サービスの向上
などを図るため融資課長を配置しました。

Ｊ Ａ共済では、重度要介護状態になった
場合に後遺障害共済金が支払われます。こ
の重度要介護状態の一つに、
「認知症となり
意識障害によらないで①時間②場所③人物
のいずれかの見当意識障害により他人の介
護を要する状態」が含まれます。また、共
済種類によっては共済掛金払込免除扱いと
なりますので詳しくは共済課までお問い合
わせ下さい。
安心倶楽部︵旧シニア︶保険は︑ 歳を
超えても加入できるのか︒また︑ 歳以上
でも加入できる共済はあるのか︒ ︵宮崎︶
80

安心倶楽部（旧シニア）保険は、傷害が
対象となります。 歳未満が加入対象とな
り 歳 ま で 継 続 保 障 と な り ま す。 掛 金 は
１５，
０００円です。是非ご検討ください。
また、 歳以上の方でも普通傷害共済であ
れば、 歳まで加入できます。

80

定期的なご対応はできておりませんが、
直近では、平成 度の宮崎市、国富町へ総
額５４０万円相当分のカーブミラーを寄贈
いたしました。これは、Ｊ Ａ共済連宮崎に
よる地域・農業活性化への貢献活動のひと
つであります。設置希望に関するお問い合
わせについては、最寄の市役所等にご相談
ください。

以前はＪ Ａからカーブミラーの寄贈が
あったが︑最近はないのか︒
︵宮崎︶

80

自動車共済の等級は 等級より上はない
のか︒また︑初めて自動車共済に加入する
場合︑親が加入していたら︑等級を高くし
てもいいのではないか︒
︵南宮崎︶

28

昨 年 は︑ 機 械 等 の 融 資 に お い て 価 格 の
％ほどの補助があったが︑今年度もある
のか︒昨年度は︑すぐに受付が終わり該当
とならなかった︒このような補助は︑継続
して頂くようお願いしたい︒
︵宮崎︶

昨年の農機具購入応援事業は、単年度の
支援として実施されたもので、Ｊ Ａ宮崎中
央の助成枠総額が１，
５００万円ほどであり
先着順で対応を行いました。そのため、対
応できない方もおられました。大変申し訳
ございません。農機具購入に関しての助成
事業については、実施しておりませんが、
今後も農林中金・県信連へ助成事業等の継
続を要望してまいります。

共済
３Ｑ訪問をしていただきたい︒また︑掛
金が高いので︑見直しが出来るかの確認を
していただきたい︒
︵国富︶

ＬＡを中心に全戸訪問を目標として活動
しておりますが、今後、再徹底し訪問して
こない等の声を聞かないよう取り組みして
参ります。訪問させて頂いた際は、掛金の
見直し等契約内容の確認もさせていただき
ますので、宜しくお願い致します。
他社では︑認知症の保険がありますが︑
ＪＡでは取り扱ってはいないのか︒︵田野︶

99 80

現在の自動車共済では 等級より上はあ
りません。共済連への要望として承り、報
告致します。同一世帯であれば等級引継が
でき 等級以上あれば新規７等級からとな
ります。各支店窓口へご相談ください。

20

20

経営支援室
出資金を息子に引き継いだ場合︑税金は
かかるのか？
︵南宮崎︶

「財産を貰った。
」という行為になります
ので、貰われた息子さんが贈与税の課税対
象となります。しかし、その出資金を含め
て１年間に贈与を受けた財産の価額の合計
が１１０万円までであれば、贈与税は発生
致しません。
【暦年課税を選択した場合】つ
まり、譲渡される出資金が小額であれば税
金の心配はしなくて良いという事になりま
すが、前述のように贈与を受けた財産の合
計額に十分注意しなくてはならないという
事であります。

リスク管理室
資材・貯金・農機センター等各部門とも
間違いが多いので︑慎重に業務を行って欲
しい︒また︑職員の電話対応を含むクレー
ム対応が悪かったので︑部下指導をお願い
する︒
︵宮崎︶

間違いがあったことに対しまして、お詫
びを申し上げます。業務対応については、
日頃より間違い等ないよう、ＯＪ Ｔ（職場
内研修）や業務会議を通じて、指導をして
おります。また、クレーム対応につきまし
ては、苦情等対応要領に基づき、各部署の
相談苦情等対応状況や事務ミス報告ついて
コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 や 各 部 署 ＯＪ Ｔ
（職場内研修）を実施し、情報の共有化を図
り、業務改善や組合員等対応力の向上に努
めております。今後とも、ご指導を宜しく
お願いします。

出資金

出資配当金について

︵宮崎︶

出資配当は、今年も昨年同様年１％とし
て お り ま す。 出 資 予 約 貯 金 へ 直 接 振 込 み
１０００円以上を出資金に振り替えさせて
いただいておりますのでご理解願います。

出資配当金について︑共済や貯金をＪＡ
で利用しているが︑それに対しても出資配
当金はつくのか︒
︵宮崎︶

出資金額に対して、年１％出資配当をし
ております。貯金や共済のご利用に対して
の配当はしておりません。

出資を減らすことは出来るのか？
︵南宮崎︶

負債整理等、他の財源を充てても返済す
ることができない場合など、止むを得ない
事情がある場合には理事会の承認により払
戻しが可能です。

組合員資格

准組合員は総代になれないのか︒︵宮崎︶

正組合員は総代になることができ、総代
会等での議決権がありＪ Ａの運営に関与で
きますが、准組合員にはそのような権利は
ありません。しかし、事業利用上での対応
に違いはありません。

正組合員の増加に向けてどのような取り
組みをしているのか︒
︵高岡・国富︶

正組合員につきましては、高齢化等によ
り、年々減少しております。昨年は、組織
基盤の強化及び協同活動への参画強化を図
るため、女性部・青年部の未加入者を対象
として、加入推進に取り組みました。その
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全体運★気分のむらが激しくなりやすいよう。気まぐれな言動が過ぎるとトラブルを招いてしまうため、ほどほどにして
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結果、１月末加入実績３７０名（内、女性
部１２９名、青年部 名）でした。今後も
Ｊ Ａ事業基盤の重要課題として、正組合員
加入推進への取り組みを進めてまいります。

役員

験者等、６次産業化や農畜産物直売等に取
り組んでいる方のことです。
役員報酬は毎年付議されるが︑毎年報酬
が上がっているのか︒その内容を表示して
いただきたい︒
︵田野︶

本年度の役員報酬金額は据置です。今後
につきましては、報酬据置等の内容がわか
るような記載方法を検討してまいります。
理事の任期は最長４期までとすべきでは
ないか︒
︵宮崎︶

役員推薦細則では、非常勤役員について
は就任年度の４月１日時点で 歳未満とさ
れております。ご理解をお願いします。
役員報酬について︑非常勤理事は農家と
一番接しており役割も負担も多いので︑役
員報酬を上げてはどうか︒
︵宮崎︶

役員報酬については、外部の識者や組合
員の代表からなる役員報酬審議会において
毎年検討され、妥当性を確認しております。
また、中央会の指導により管内市町の行政
特別職（副市長）相当額を組合長の報酬基
準としております。それ以外の役員につい
ては、組合長の報酬額を基準として、責任
報酬という観点からそれぞれ決められてお
ります。今回の非常勤役員の報酬引き上げ
要望の件については、次回の役員報酬審議
会へお伝え致します。

総代会関連
総代の選出について︑年配の世代から降
ろしてもらえば︑うまく回っていくのでは
ないか︒
︵宮崎︶

地区での話し合いにより、選出していた
だくようお願い致します。

総代会では総代しか意見が言えないので︑
組合員１人１人の声が届かないのでは？
︵宮崎︶

組合員の皆様の日常的なご意見・要望に
つきましては、支店役員・支店長をはじめ
とするＪ Ａ役職員が承ります。加えて、皆
様からの意見要望をお聴きし徹底した話し
合いを行うために地区別Ｊ Ａ座談会を開催
し て お り ま す。 今 回 も ４月 ２日 ～ 日 に
１７６会場５５９５名の組合員に出席いた
だき、５２６件の意見要望をいただいてお
ります。

総代の任期は３年となっており今年が改
選の年であります。総代は各支店ごとの正
組合員戸数割（ ％）
・出資金割（ ％）
・
事業分量割（ ％）の割合で算出した総合
比率によって支店ごとの定数を定めており
ます。

総代の人数の変更があると聞いたのです
が教えて下さい︒
︵南宮崎︶

10

同じ農業関係団体でありますが、組織と
しては別の団体であります。

共済組合や土地改良区は︑ＪＡと違うの
か︒
︵宮崎︶

組織

総代は、組合員の代表として、組合員全
体の利益、Ｊ Ａ全体の発展に努めるととも
に、総代会に出席し、提出議案の決議を行
なう役割を担います。

総代の役割を教えて欲しい︒ ︵南宮崎︶

25

ＪＡの理事の選任方法を教えてほしい︒
︵宮崎︶

地区役員の選任については、定款・役員
選任規程・役員推薦細則等に基づき行われ
ます。組合員の中から全体役員推薦委員、
選任区推薦委員が選任され推薦候補者を決
定します。また、推薦候補者決定方法につ
いては、選任区ごとに役員定数に基づいて
選任区推薦会議が候補者を決定します。定
数を超える場合には総代による選挙を行い
決定されます。
理事の選任が選挙になった場合は︑総代
で選挙を行うのか︒
︵南宮崎︶

選任区の立候補者が定数を超える場合に
は、総代による選挙を行うことになります
が、その場合の実施要領等は地区推薦会議
の協議により決定されます。
６号議案の理事の適格基準で︑新たに３
つの項目を付加するとのことだが︑
﹁認定農
業者に準じる者﹂と﹁実践的能力者﹂との
違いは何か︒
︵高岡︶

認定農業者に準じる者とは、認定農業者
のＯＢ・ＯＧ、認定農業者の親族、生産部
会等の代表者等であり、農協法施行規則に
規定された農業者であります。対して、実
践的能力者とは、法令上、具体的な規定は
なく、今回の役員推薦細則の一部変更の議
案で提案し、決定するものであり、地域農
業および農村地域の取りまとめ役、Ｊ Ａグ
ループまたはＪ Ａグループ以外の役職員経

施設整備

固定資産取得の場所はどこになるのか︒
︵南宮崎︶

新宮崎営農センター建設場所は、市内芳
士地区の大島通線沿い野崎東病院付近であ
ります。また、田野集出荷場建設場所は総
合選果場（ハピス）の東側であります。国
富畜産入植団地は、国富町八代北俣の旧国
富肥育センター跡地に建設しております。

木花支店を綺麗にして欲しい︒地震︵津
波︶対応の建物にして欲しい︒ ︵南宮崎︶

新支店を建設する場合には、災害対応を
含めて検討してまいります。

高岡営農センターの周りに植えてある花
がとてもきれい︒また金融課窓口にあるク
イズが頭の体操になり︑楽しい︒ ︵高岡︶

ありがとうございます。事務所周り・営農
センター周りの花の手入れを全職員で行っ
ております。今後も、金融窓口のクイズ等
を継続し、組合員・利用者の皆様に気分よ
くＪ Ａに足を運んでもらえるような取り組
みを行ってまいります。

Ａコープ

リニューアルしたＡコープ赤江南店に魅
力を感じない︒前向きな対策をして欲しい︒
︵南宮崎︶

本年２月にリニューアルして、総合スー
パーから直売所という形で肉・野菜を中心
とした取リ組みを行い、生産者コーナーの
強化をしたとエーコープより報告を受けて
おります。要望として承り、エーコープへ
報告致します。

全体運★心理的に不安定になり、あれこれ悩んでしまいそう。深刻になり過ぎないこと。根拠のないうわさ話にも気を付けて

12/22〜1/19
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当初２０１９年とされていましたが、年内
発効に早まる可能性も浮上しています。
【影響度試算と今後の対応】
本年１月に宮崎県は、県内農林水産物へ
の影響額試算値を、ＴＰＰ による影響額
を最大 億円、日欧ＥＰＡによる影響額を
最大 億円と発表しました。加えてトラン
プ大統領が日米ＦＴＡ協議を示唆するなど、
豚肉や牛肉など畜産物を中心に深刻な影響
が懸念されるとしています。
Ｊ Ａ宮崎中央では、今後もあらゆる手段
により、農家組合員の所得確保のために、
更なる品質収量向上対策や生産基盤の強化、
有利販売対策及び生産コスト低減等に向け
て、組合員組織と一致団結して取り組み強
化を図っていきます。

事業計画

11

「ネクスト 」は、昨年７月のＪ Ａ宮崎中
央誕生 年記念式典で発表されたＪ Ａ宮崎
中央の長期計画であり、みやざき中央農業
の持続的な発展による農家所得向上と農業
生産の拡大、地域への貢献などを基本とし
て、 年後の目指す姿の実現に向けた、Ｊ
Ａ宮崎中央自己改革の取り組み指針です。

﹁ネクスト ﹂の取り組み内容について教
えていただきたい︒
︵宮崎・南宮崎︶
10

中期３ヶ年計画については、各部門で十
分検討を加えた結果であります。取扱いが
減少している要因は各部門それぞれにあり
ますが、この計画以上の成果が出せますよ
うに役職員一丸となって取り組んでまいり
ます。

３ヶ年計画︵取扱計画︶を見ると︑どの
事業もマイナスの計画となっている︒もう
少し高い目標を持って頂きたい︒ ︵宮崎︶

10

25

中期３ヶ年計画で毎年当期利益が減少し
ている︒理由を教えてほしい︒ ︵南宮崎︶

今後予定される農業関連施設・機械等の
固定資産の取得、並びに長引く低金利によ
る運用収益の低下や競争激化等による信
用・共済事業の事業利益の減少が大きな要
因であります。

中期３ヶ年計画はどういう方針で作成し
ているのか︒
︵南宮崎︶

組合員意向調査の結果・意見を反映し、
昨年発表しました長期計画ネクスト にお
ける基本目標や指針、また法改正やＪ Ａ自
己改革を踏まえ、策定しました。

自己改革

農業者の所得増大、農業生産の拡大、地
域の活性化を基本目標とする自己改革の実
践について、Ｊ Ａ宮崎中央では、組合員と
の徹底した話し合い、買取販売や契約的取
引の拡大、農畜産物ブランド強化や有利販
売、産地基盤の維持強化、農業生産資材・
購買事業の改革などを柱に進めております。
加えて、経済事業奨励についても実施して
いるところです。
また、法人等大規模経営や規模拡大を指
向される方、現状維持の方、高齢農家の為
規模縮小をされる方など、経営規模や経営
形態などにより農家ニーズも異なっており
ます。これらを踏まえながら、それぞれに
適切対応が図れるよう配慮していきます。
いずれにしても自己改革には最終到達点
はありません。組合員の皆様との徹底した
話し合いを基本としながら、改革の努力を
行っていきますので、皆様のご理解とご協
力をお願い申し上げます。

自己改革の取り組みの状況について教え
てください︒
︵佐土原︶

10
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18 36

52
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20

10

連携を図り、経営収支・財務基盤など事業
運営に影響する項目をしっかりと把握分析
し、
「みやざき中央農業の持続的発展と地域
の活性化」に寄与する本店整備に取り組ん
でまいります。

12

高岡地区内にＡコープは再開出来ないか︒
︵高岡︶

32

農業情勢・ＴＰＰ等

11

11

11
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全体運★レジャー運が活性化。気の合う仲間たちとにぎやかに過ごせば、より刺激的なひとときに。創作活動にも幸運あり

水瓶座 1/20〜2/18

14

ご要望として「株式会社エーコープみや
ざき」へ報告致します。

30

Ａコープ田野店横にクリーニング店を
作ってほしい︒
︵田野︶

6.0

ご要望として「株式会社エーコープみや
座談会資料︵Ｐ ︶仮にＴＰＰレベルの
ざき」へ報告致します。
関税が実現化した場合︑ＪＡ宮崎中央農畜
産物に対し︑畜産▲ ・６％︑野菜▲ ％︑
果樹▲ ・１％︑茶 ・５％影響が生じる
本店建設
とあるが︑何に対して％を表しているので
本店建設の状況について教えてほしい︒
すか︒
︵南宮崎︶
︵全支店︶
現在のＪ Ａ宮崎中央産農畜産物の販売高
本店建設につきましては、Ｊ Ａ宮崎中央
に対しての減少率を示しています。この減
合併以来の重要課題であり、将来にわたる
少率については、平成 年にＪ Ａグループ
組合員利用・営農支援・事業遂行機能強化
宮崎が発表した「ＴＰＰによる品目別影響
を図る拠り所となる施設であります。
調査結果」を参考にして試算しております。
今後、県域構想の検討が進められる中に
ＴＰＰ︑日欧ＥＰＡの内容について教え
おきましても、当組合にとって中心的役割
てほしい︒
︵佐土原︶
を担う重要施設として位置付けております
ので、第八次中期３ヶ年計画（Ｈ ～Ｈ ） 【日欧ＥＰＡ】
での整備を進めてまいります。併せて隣接
２０１７年 月、日本と欧州連合（ＥＵ）
す る 生 目 支 店 関 連 施 設（ 金 融・ 購 買 店 舗 ）
は経済連携協定（ＥＰＡ）交渉の妥結を発
の集約移転にも取り組んでまいります。
表し、２０１９年の発効を目指しています。
平成 年度は、コア花ヶ島の事業再編に
日欧ＥＰＡは、ＴＰＰと同様に全ての農林
取り組むＪ Ａ宮崎経済連と連携して平成
水産物品の ％で関税が撤廃され、チーズ
年度に宮崎市に提出しました地区計画（本
やワイン・パスタ・菓子など欧州産の強みの
店予定地および経済連広域集配送センター
ある加工品でＴＰＰの合意水準を上回る市
周辺を開発区域とする計画）の開発許可取
場
開
放
を
認
め
て
い
ま
す
。
得 に 向 け、 具 体 的 実 施 計 画 を 策 定 し 関 係
【
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
正
式
名
称
：
「
ＣＰＴＰＰ（包括的
機関と実務協議を進めてまいります。また、
お
よ
び先進的なＴＰＰ）
】
総事業費等につきましても、これからより
米国を除く環太平洋連携協定（ＴＰＰ ）
詳細に積み上げてまいります。
参
加
ヶ
国
は
、
３
月
８日（ 日 本 時 間 ９日 ）
開発予定地一帯は、軟弱地盤であります
南
米
チ
リ
の
首
都
サ
ン
チアゴで新協定「ＴＰ
が、完成後に不具合が生じないよう建設に
Ｐ
（ＣＰＴＰＰ）
」に署名しました。参加
際しては慎重かつ十分に対策を講じてまい
各国は国内の承認手続きを本格化させ、早
ります。
期の発効を目指しています。協定の発効は、
今後の進め方につきましては、経済連と
30

県 下 Ｊ Ａ 構 想 の 現 状 確 認 の 中 で︑ 期 限
付きで﹃着実な自己改革の実践﹄とあるが︑
守らないとペナルティがあるのか︒︵田野︶

協議しています。めぐみに記載されていな
いものは巡回等で個別に回答しています。

広報誌めぐみで報告させていただいており
ます。

財務会計関連

は健全性は低下していないと考えています。
当期利益につきましては、低金利や競争激
化等により昨年より減少しましたが、事業
計画は達成しております。

自己資本比率︑金融再生法開示債権比率︑
事業管理費比率はどうなっているか？
︵佐土原︶

単体自己資本比率は ・ ％、金融再生
法開示債権比率は２・ ％、事業管理費比
率は ・ ％です。健全に経営がなされて
いる結果となっております。

︵南宮崎︶

臨時損失の中身は、昨年実施しました誕
生 周年記念の式典をはじめとする様々な
イベントやキャンペーンの経費であります。

臨時損失とは何か︒

主に年金友の会への活動費でありま
す。会員１４，
２６３名へ一人当たり年間１，
８００円を拠出しており、また、様々な行
事を行っております。

損益計算書の寄付金とは何か︒ ︵宮崎︶

近年、長引く低金利政策や市場競争の激
化などにより信用部門、共済部門において
は事業利益が減少傾向であります。また組
合員意向調査等をもとに営農・経済の計画
は策定しております。また来年以降法律の
改正や規制の強化や固定資産の取得等によ
り新たな費用も発生し、結果として、この
ような計画となりました。

３ヶ年計画の当期利益が減少している︒
当期利益の減少は計画としておかしいので
はないか︒
︵宮崎︶

99

貸借対照表の中の組合員資本で出資金と
利益剰余金の割合について教えてください︒
どこまで積み増しをされるのか︑余ったら
組合員に還元してほしい︒
︵佐土原︶

利益剰余金のうち利益準備金については、
定款にて出資金の２倍に達するまで積み立
てることとなっています。また組合の健全
性維持、また不慮の事態への組合員支援の
ために、今後も組合員資本は強化していく
必要があると考えます。組合員への還元に
ついては、事業直接メリットや奨励措置等
を行ってまいります。
利益剰余金の中の︑経営健全化積立金と
農家経営支援対策積立金の積立目的と過去
に使用されたかを教えてください︒︵佐土原︶

89 19

座談会やその他会議等に役員以外の職員
にも参加していただきたい︒
︵国富︶

組合員との話し合いはＪ Ａ自己改革の中
でも重要な柱として取り組んでおりますの
で、今後も多く会合等の機会に役職員が参
加し、組合員の声を拝聴するよるよう努め
てまいります。
今日︑頂いた座談会日当は資料の中のど
の項目から出ているのか︒
︵宮崎︶

座談会資料中の損益計算書において、事
業管理費項目の業務費の中の会議費科目か
ら支出しております。
座談会資料の文字が小さいと感じる︒
︵宮崎︶

できるだけ見やすい資料を作成するよう
努めてまいります。
各組合員組織の代表者連絡先を掲載して
ほしい︒
︵宮崎︶

経営健全化積立金の目的としては、Ｊ Ａ
の経営が悪化した場合に農家組合員に迷惑
が掛からないよう経営を継続する為の積立
金であります。また、農家経営支援対策積
立金の目的は、自然災害などが起こった場
合に農家組合員様の経営を継続する為の積
立であります。このうち、経営健全化積立
金については、平成 年の退職給付の会計
制度変更に伴い、一部取り崩しております。
純資産額が５年前の資料と比べて減少し
ているが︑財務状態は大丈夫なのか︒また︑
当期利益︑収益率が低いのは何故か︒
︵南宮崎︶

純資産の中では５年前と比較し減少して
いるのは、出資金と回転出資金です。高齢
化に伴う脱退等と法律改正に基づく廃止が
要因であります。その他の利益剰余金等に
つきましては、増加しており、総体として

11

この期限は政府主導の自己改革の期限で
あります。現在のところ政府側の調査に基
づきその後の規制改革等の対応が決まるも
のと考えます。
ＪＡ宮崎中央合併後 年もたっているの
に今だに経済連が間に入り手数料を取って
いるが︑他県同様︑全農一本化をして手数
料がかからないようにして欲しい︒
︵南宮崎︶

購買事業の自己改革に取り組み、メリッ
トがある場合には経済連を通さず直接取引
も行っています。今後も経済連の再編も含
めて改革に取り組んでまいります。

座談会運営
組合員以外の女性部メンバーも座談会へ
出席できるのか︒
︵宮崎︶

組合員以外の方でもＪ Ａの活動に参加し
ている方などについては、Ｊ Ａを理解して
いただくために出席は歓迎したいと考えま
す。

部会長等個人の連絡先は個人情報になる
ことから掲載できませんが、事務局である
Ｊ Ａにお問い合わせいただきたいと思いま
す。

農民連盟
農民連盟の拠出金について︑出席者のみ
が負担する形となっており不平等ではない
か︒また︑拠出金の収支についても座談会
で報告するべきではないか︒
︵国富︶

農民連盟の拠出金の徴収方法については、
平成 年の代議員会で慎重に協議され決定
されました。連盟の収支報告については、

全体運★余計なひと言でもめ事を呼び込みがち。すぐに思ったことを口にするのは避けて。運気アップには掃除が有効
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20

座談会に組合員でもない人が来場して日
当をもらうのはおかしい︒
︵宮崎︶

座談会に参加されることによって、今以
上にＪ Ａ事業に理解をいただき、また組合
員の資格をもっている方については、加入
の機会にも繋がると考えます。ご理解を宜
しくお願いいたします。
座談会の意見については︑全て解答はさ
れているのか︒
︵宮崎︶

座談会で出た意見については全て対応を

22

20

事業関連
今後ＪＡの収益の柱としては販売事業な
のか︑信用事業等なのか教えて下さい︒
︵高岡︶

総合事業としてのＪ Ａでありますので、
どちらも重要だと考えております。

広報

能など幅広い機能が求められています。
第８次中期３ヵ年計画施設整備計画では、
最重要課題であります生産基盤強化に関連
する施設や、選果機・予冷庫などの設備な
ど、主要事業を担う各施設の整備も進めら
れており、新規施設整備については、財務
面も含めて慎重な検討が必要な状況にあり
ます。
こ れ ら の 状 況 を 踏 ま え、 フ ァ ー マ ー ズ
マーケット拠点店舗整備については、Ｊ Ａ
グループ及び行政等との連携も視野に入れ
ながら検討を進めてまいります。

ビタミン館

現在本店建設については、生目支店機能
を本店に併設することで検討を進めており、
生目支店跡地利用方法として、プリエール
５号店の建設についても選択肢の一つと考

えられます。今後、組合員の利便性向上と
投資に見合った収益確保など、あらゆる角
度から検討を進めてまいります。

その他経営全般
職員の推進の中で︑特にサンＡジュース
については︑農協に販売を頼らず自社で販
売すべきではないのか︒
︵南宮崎︶

職員の総合推進については、事業計画に
おいて必要な項目・金額を決定し、実施し
ております。来年度に向けて再度検討いた
します。
座談会資料︵Ｐ ︶の指導事業のマイナ
ス 収 支 に つ い て︑ 行 政 等 か ら の サ ポ ー ト
︵ 支 援 ︶は 受 け ら れ な い の か？ ま た 行 政 に
サポートを要請すると対策をした方が良い︒
︵宮崎︶

営農指導事業は、組合員の農業生産をは
じめ幅広く営農活動を支えるという事業の
性質上、直接的に事業収益は発生しません。
そ の た め 事 業 収 支 は マ イ ナ ス（ 赤 字 ）と
なってしまいます。
営農指導事業は農家所得向上と農業振興
を担うＪ Ａの根幹をなす事業です。このた
め、全ての事業による収益をもって営農指
導事業を運営するという考え方にたって、
部門別損益では信用事業・共済事業・農業
関連事業・生活その他事業の各々の事業の
収益から、営農指導事業へ一定割合を配賦
しております。
加えて、行政や県連からも営農指導事業
や生産基盤維持強化等に対する補助金を頂
いております。
農業振興に関する行政のサポートにつき
ま し て は、 今 後 も 宮 崎 県・ 宮 崎 市・ 国 富
町・県連等と緊密な連携を図りながら事業
展開を行ってまいります。

28

２６︐
０００人以上もいる准組合員に対し
て︑ＪＡのＰＲ活動を行うべきではないか︒
︵国富︶

重要な事項だと考えますので、その方策
について検討してまいります。

宮崎市からのビタミン館の指定管理期限
は５年間と聞いている︒今後についてもビ
タミン館については農協で経営継続してほ
しい︒
︵高岡︶

道の駅高岡ビタミン館は、宮崎市の指定
管理業務であり、指定管理期間は平成 年
４月～平成 年３月までの５年間となって
おります。平成 年４月以降につきまして
は、宮崎市の募集内容を確認した後に対応
することとなりますが、Ｊ Ａ以外の他社も
指定管理に応募される可能性があります。
今年度中に、地域への貢献度や過去５年間
の収益性などを分析し、次期指定管理業務
への応募についての総合的な判断を行って
まいります。

プリエール

26

生目地区へのプリエール建設を要望した
い︒
︵宮崎︶

31

笑顔の種まき活動
地域の活性化を図る為に︑ふれあい祭り
を 行 っ て い ま す が︑ も っ と 職 員 が 一 体 と
なって組合員と地域住民を大事にした魅力
あるＪＡづくりに力を入れてほしいと願い
ます︒
︵国富︶

ご指摘の事を踏まえまして、関係部署・
職員と連携を図り活力ある、そして魅力あ
るＪ Ａ、支店づくりを行ってまいります。

ファーマーズマーケット
ファーマーズマーケットの進捗状況を教
えてほしい︒
︵前向きに検討して頂きたい︒
︶
︵宮崎・南宮崎・田野︶

施設整備計画に策定されています
「ファーマーズマーケット整備」につきまし
ては、Ｊ Ａ宮崎中央の将来にわたる直売機
能の拠点施設として、地産地消の拠点施設
のみならずＪ Ａ宮崎中央農畜産物のＰＲ機

31

ＷＥＢを新設し購買品の価格や営農指導
情報など公開してはどうか︒
︵田野︶

インターネット上での情報提供について
担当部署と協議し、検討いたします。

ジェイエイ福祉

プリエール田野での葬儀の見送りの時に︑
雨よけ・日よけの対策をしてして頂きたい︒
︵田野︶

雨天時には、斎場内でのお見送りにて対
応しております。今後も状況に対応してい
くよう努めます。

プリエール田野の会場が狭いので︑拡張
してほしい︒
︵田野︶

限られた敷地の中での、建築基準内の建
設でしたので、拡張については難しいと思
われます。ご理解をお願いします。
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7.2

防除

紋枯病

バリダシン液剤５
︵１０００
倍１５０Ｌ︶又はバリダシ
ン粉剤ＤＬ︵３〜４㎏︶

ビームエイトスタークル

飼料用イネ
周囲に主食米︵ヒノヒカリ等︶がある場合は︑
必ず病害虫防除を実施して下さい︒近年︑飼料
用イネからのウンカ・コブノメイガの飛来により︑
主食米への被害が発生しております︒
ウンカ・コブノメイガ対策

方法
薬剤名
使用量
フェルテラチェス箱粒剤
箱施薬
ｇ／
︿普 通 期 ５・︵ニカメイチュウ・コブ
箱
６月移植﹀ ノメイガ・ウンカ対策︶
※詳しい内容は飼料用イネ栽培こよみを参照し
て下さい︒

40

Rice

中

下
ル粉剤５ＤＬ︵３〜４㎏︶

穂いもち
ゾ ル︵１ ０ ０ ０ 倍 １ ５ ０
病︑
Ｌ︶又はビームスターク
カメムシ

Fruit

30

上

10

温州みかん

２号を８００倍で薬剤散布の時に混用してく
ださい︒
※開花後にデランの散布をした園地では６月の
ハーベストオイルは︑薬害の恐れがあるため
使用しないで下さい︒
※カミキリムシの飛来が多い園地は︑７月中旬
〜８月上旬にモスピランＳＬ︵液︶を４００
倍で幹にのみ散布して下さい︒
Ⅱ．摘果管理
満開後 〜 日で二次生理落果が始まります
が︑６月中旬頃から小玉果等を主体にした粗摘
果を始めましょう︒粗摘果は早いほど小さい果
実への養分の流れを防ぎます︒
①摘果の時期
○粗摘果の時期は結果部位よって実施時期が異
なります︒
６月中旬〜６月下旬 樹冠下部を全摘果しま
す︒
︵ふところ・下垂枝・弱小枝︶
６月下旬〜７月上旬 樹冠中部の最終摘果量
の ％を摘果します︒
７月中旬〜８月上旬 樹幹上部の最終摘果量
の ％を摘果します︒
○仕上げ摘果は摘果残量の ％を︑果実肥大状
況を見ながら行います︒
７月中旬〜 樹冠中部
収穫期まで 樹冠上部
※仕上げ摘果の目安として満開後 日目の果実
横径が ㎜に達していないものを摘果しま
しょう︒
②摘果の方法
樹全体からみた葉果比は︑粗摘果が 枚に１
果︑仕上げ摘果が 枚に１果となります︒
︽摘果時の注意事項︾
・極小果・傷果を中心に摘果します︒
・強い枝に結果した果実については︑その先端
部がある程度垂れるまでは摘果しません︒
・日焼け果が発生しやすいので︑上向きの果実
は摘果しましょう︒
・有葉果については︑できるだけ残します︒

20

︽詳しくは︑ＪＡ果樹担当営農指導員にお問い合
わせください︒
︾

80

Rice

Ⅰ．病害虫防除
︽必須防除︾
散布時期 対象病害虫
農薬名・倍数
スプラサイド︵乳︶
カイガラムシ
１５００倍
ペンコゼブ︵水︶
カミキリムシ
４００倍
６月上旬
そうか病
ハーベストオイル
黒点病
２００倍︵混用︶
ハダニ
エムダイファー
黒点病
︵水︶ ６００倍
６月下旬
カイガラムシ類 ダントツ︵溶︶
２０００倍︵混用︶
スリップス
ペンコゼブ︵水︶
７月中旬 黒点病
６００倍
※スリップス多発園はコテツ︵フ︶４０００倍
を混用
︽臨機防除︾
対象病害虫
農薬名・倍数
ナメクジ類
ラービン︵フ︶ ８００倍
ヨトウムシ
サビダニ
ハチハチ︵フ︶ ２０００倍
チャノホコリダニ
ハダニ
ダブルフェース︵フ︶
２０００倍
サビダニ

14

30

40

スタークル液剤 ︵１０００
カメムシ 倍１５０Ｌ︶又はスターク
ル粉剤ＤＬ︵３㎏︶

18

70

70

10

動噴等を持たない方は幼穂形成期に穂いもち・
紋枯病の対策として﹁オリブライト１キロ粒剤﹂
の施用が効果的です︒使用量は ａ当たり１㎏︒
使用時期が収穫 日前までですので︑散布時期
にご注意ください︒

17

普通期水稲

60

45

10

50

※︵水︶水和剤︵乳︶乳剤︵フ︶フロアブル剤︵溶︶
水溶剤︵液︶液剤︵ＤＦ︶ドライフロアブル
※６月の葉面散布については︑結果量の多い園
地又は樹勢の弱い園地ではパワフルグリーン

40

出穂
30

早期水稲

4.3

6
近年では︑６月上旬までに移植したヒノヒカ
リは︑気温の高い時期に出穂するため︑登熟が
不完全となり乳白米︑心白米の発生により下位
等級の割合が高くなっています︒田植時期を６
月 日以降に遅らせて品質向上に努めましょう︒
田植え
条間 ㎝×株間 〜 ㎝植えで︑坪当たり
株を確保しましょう︒
病害虫防除
葉いもち・ウンカ・コブノメイガ対策として︑
デジタルバウアー箱粒剤を苗箱に施用し病害虫
防除の初期予防対策を実施しましょう︒つけ苗は︑
いもち病の発生の原因となりますので必ず取り
除いて下さい︒
水管理
田植えから 日間は深水︵水深４〜５㎝︶に
して︑根の活着を促します︒根が活着したら︑
水温と地温を上げるため浅水︵水深１〜２㎝︶
にして分けつを促しましょう︒

19 2018.６月号 めぐみ
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移植後の概要
本年の田植え最盛期は平年よりやや早い３月
日となりました︒田植え直後から平年より気
温が高く推移したため︑活着が早く順調に生育
しております︒４月 日の生育調査結果では︑
葉齢は平年より少なく 枚︑茎数は平年よりも
多く 本︑草丈は平年よりも高く ・３㎝となっ
ています︒
︵※葉齢⁝葉の枚数︑茎数⁝分けつの
本数︶
水管理
中干し後は間断かん水︵３〜５日おきに水を
入れる︶を心がけましょう︒ただし穂肥は水を
入れてから行います︒また幼穂形成期〜開花期は︑
稲の一生の中で最も水が必要な時期ですので水
を切らさないように湛水し︑その後は間断かん
水で最後まで根を健全に保ち登熟向上を図りま
しょう︒
除草
雑草の種類や大きさによって除草剤を選択し
ましょう︒また︑除草剤の種類によって使用方
法が異なりますので︑詳しいことは最寄りのＪ
Ａもしくは普及センターへお問い合わせくださ
い︒
穂肥
①穂肥の時期⁝コシヒカリは出穂 〜 日前で
す︒平均的な株の最も長い茎を株元から引き
抜き幼穂を確認します︒コシヒカリは幼穂の
長さが１㎝ほどあれば穂肥の適期です︒
②穂肥の量⁝施用量は﹁カラースケール﹂等を
使用して判断して下さい︒雨後や朝露が残っ
ている時の施用はなるべく避けましょう︒
※早期一発君について
早期一発君には基肥に加え︑穂肥分の窒素も
含まれており︑施肥が１回で済むように製造
されていますので︑穂肥をする必要はありま
せん︒
25

ほっとトピックス
4月12日

管内茶園巡回

管内４カ所の茶園をJA役職員が巡回しました。今年のお茶の品質や新燃岳
からの降灰被害状況について組合員からお話しを伺いました。
また田野地区茶工場では茶葉が製品になるまでの工程を視察しました。今年
の出来は味・香りともに良好！ぜひ皆さんも管内産のお茶をご賞味ください。

茶工場にて

4月13日

てげうまはぴす号☆

出発！

年金受給日に合わせて各支店をまわる移
動販売車「てげうまはぴす号」
。今回は住
吉、宮崎、那珂、西佐土原支店へ！
ミニトマト、キュウリ、黒皮かぼちゃ、
完熟マンゴーなどが販売されました。

宮崎支店にて

4月13日

国富畜産団地落成式

国富町八代北俣に畜産団地
が完成しました。牛舎用地の
確保が難しくなってきている
畜産の産地強化を図るため、
畜産農家5戸分の牛舎が建設さ
れました。
式にはJA役職員や関係者ら
55名が出席。藤原組合長より
畜産振興を支えるための施設
ができたことへのお礼のあい
さつがあり、経済連や建設会
社へ感謝状が贈られました。
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4月16日

「太陽のタマゴ」解禁！
4月16日、完熟マンゴー「太陽の
タマゴ」が解禁となりました。初競
りが宮崎市中央卸売市場で行われ、
糖度15度以上で1玉350ｇ以上とい
う基準をクリアした立派なマンゴー
が市場に並びました。
4月17日にはマンゴー部会が宮崎
市長、国富町長へマンゴーの贈呈を
行いました。マンゴー部会仁田脇義
彦部会長は「今年も色・味ともに良
好。ぜひ多くの人に食べてもらいた
い。
」と話しました。

国富町役場にて（右）中別府尚文町長

宮崎市役所にて（左）戸敷正市長へ（中央）仁田脇部会長らが今年の出来につ
いて報告

市場にて初競りの様子

東京で販促活動・マルシェ参加！

4月21日

東京都銀座三越で「みの
りみのるマルシェ」が催さ
れ、JA宮崎中央が参加し
ま し た。管 内 の 野 菜、果
物、加工品などを銀座へ直
送し、生産者や職員らが美
味しい食べ方を紹介・販売
を行いました。

会場はたくさんのお客さんで賑わいました

21 2018.６月号
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宮崎中央のみのりをＰＲ

歩くのも大変！

住吉支店

青年部住吉支部は、
地元の小学校へ田植
えの農業学習体験を
行いました。食と農に
対して興味を持って
もらうため毎年行って
います。児童たちは苗
の持ち方から教わり、
泥んこになりながらも
元気いっぱい田植え
を楽しんでいました。
☆４月10日住吉小学
校158名、4月13日
住吉南小学校100名
参加！

は ぴすの

わ

楽しく学びましょう

上手にできました☆

こんげして植えてね

北支部統合！
年金利用者友の会北支部は平成
30年2月より瓜生野支部と倉岡支部
が統合し、約700人（Ｈ30年2月現
在）の会員数となりました。
4月19日、統合後初めてのグラウン
ドゴルフ大会を開催しました。雲一つ
ない空の下、会員94名が元気よく参
加しました。

第28回JA宮崎中央
利用者年金友の会
パークゴルフ大会

年金友の会

からの

お知らせ

４月１１日、青島パークゴルフ場にて第２
８回パークゴルフ大会が開催されました。
大会には各支店の代表者１４４名が参加
し、力いっぱいのプレーを楽しみました。
総合優勝は、
９６のスコアで南宮崎支店の
持原忠七さんが獲得されました。
各コーススタート優勝者（左から）
Aコース：大富賢一さん（南宮崎）
Bコース：大富ひろゑさん（南宮崎）
Cコース：阪本匡久さん（佐土原）
Dコース：持原忠七さん（南宮崎）

北支部・窪田義秋会長
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式部の里5 周年 4月21日

ビタミン館4 周年 4月7日
●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●

わちどんが村式部の里と道
の駅高岡ビタミン館で記念
イベ ントが 開 催 され まし
た。せんぐまきやふるまい
など、多くの人で賑わいまし
た。どちらも管内の農畜産
物が集まり、魅力いっぱい
の祭りとなりました！

●●支店

ご来場
ありがとう
ございました

６月１6日（土）お楽しみ抽選会の日

（１，
０００円以上のお買い上げで１回！はずれ無）

６月２3日（土）式部の日

出
県道2

6号

県

道

17

ローソン

者

道の駅高岡

ビタミン館
ＪＡ宮崎中央

指定管理者

６月9日（土）肉の日フェア
６月16日（土）スピードくじの日

（１，
０００円以上のお買い上げで１回！はずれ無）

募

集

中

至小

林・都
城

10

352

!!

ビタミン館
P

宮崎市街方面出口
（左折専用）

大

淀

川

号

荷

６月の

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●

イベント 情 報 ︵予定︶

●●支店

花見橋
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道の駅高岡 ビタミン館
営業時間：9：00 〜18：00

高岡町花見304-5

ＴＥＬ0985-82-4936
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畜産部だより
平成30年4月18日〜19日

4

セリ市

月期

地 区

性別

頭数

最 高

最 低

平均価格

kg単価（円）

宮

崎

雌
去勢

35

1,499,040

565,920

742,052

2,739

60

1,202,040

474,120

823,788

2,873

南宮崎

雌
去勢

60

1,297,080

255,960

731,574

2,672

96

1,185,840

201,960

823,893

2,888

田

野

雌
去勢

38

1,747,440

540,000

748,837

2,765

51

1,028,160

604,800

809,237

2,851

佐土原

雌
去勢

59

1,569,240

138,240

788,546

2,791

68

1,134,000

486,000

853,533

2,884

高

岡

雌
去勢

31

1,085,400

582,120

766,207

2,732

46

1,062,720

741,960

849,560

2,833

国

富

雌
去勢

93

976,320

520,560

727,211

2,717

130

1,108,080

396,360

835,961

2,804

1,747,440

138,240

747,561

2,732

計

雌
去勢
総体

316

合

451

1,202,040

201,960

832,787

2,851

767

1,747,440

138,240

797,675

2,803

SSの営業時間変更について
＊６月１日から、営業時間を変更いたします。
SS
生目セルフ
セ
ル
フ

佐土原セルフ
那珂セルフ

7：00〜21：00

本庄セルフ
清

武

木

花

エポックエリア
田

野

三

名

7：00〜20：00

平
花ヶ島

その他

田

野

高岡セルフ
八
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変更後

現在

代

7：00〜20：00
（1時間短縮）

7：00〜19：00

（1時間短縮）

日

7：00〜18：00

土曜日

8：00〜17：00

日曜日・祝日

定休日

日曜日

7：00〜18：00

全

日

7：00〜20：00

平

日

8：30〜17：30

土曜日・日曜日・祝日

定休日

頭の体操

タ テのカギ

０1．
相場や、商品の一番安い価格のこと
０4．
バラや菊の生産量日本一の県
０7．
砂浜に上陸して卵を産みます
０9．
笑い話の最後につけるもの
10．
くしやブラシでとかします
11．
贈り物に掛けて結びます
13．
丸い頭に円筒形の体の木製人形
15．
著名人に
「書いてください」
とねだるもの
16．
砕けて石や砂になります
17．
バイオリンやハープに張ります
18．
カレシやカノジョのこと
20．
サトイモやヒョウタンは──繁栄の縁起
物とされます
21．
意見がまとまらないまま──発車した

二重枠に入った文字を並べかえて
できる言葉は何でしょうか？

植物

ヨ コのカギ
０1．
株主──は6月に多数開かれます
０2．
──に挟んだんだけど……Ａさん、結婚
するんだって？
０3．
ポジの反対語
０5．
Ｈ+とかＯＨ-とか
０6．
6月の第3日曜日は──の日です
０8．
小麦粉のこと
12．
親指の別名です
13．
──の洗いを酢みそで食べた
14．
ヒナはひよこ。
とさかがあります
15．
呼吸で血液中に取り込みます
16．
眠っている人が出す騒音の一つ
17．
一年で一番夜が短い日
19．
国語辞典を引いて調べます

10

Ａコープ商品券

応募方法・締切

〒880-0813

月号係

６

※ご応募に際して取得した個人情報はこのたびのプレゼントの抽選・発送以
外には一切使用しません。また承諾なく第三者に提供しません。但し、
コメン
トに関しては
「WELCOME JA」
に掲載させていただく場合がありますので、
ご了承下さい。

4月号の答え
「タケノコ」

宮崎市丸島町１番 号
ＪＡ宮崎中央

下記の要領で
（当日消印有効）
までにお送り下さい。
当選者発表は8月号です。

めぐみ

6月22日㈮

62

17

ココが
GOOD!!
Ａコープ各店で使え
ます！たくさん買い物
してください♪
①クイズの答え

● ○○○○○

②〒・住所・氏名
（匿名の
場 合はペンネーム
も）
・年齢・電話番号
③ＪＡだより
「めぐみ」
や
ＪＡ、農業に対するメッ
セージ、日常のこぼれ
話、イラストなど
（必ず
書いてくださいね！）

※当選者の発表は誌面にて行います。なお公正を期すため
本名での発表とさせて頂きますので、ご応募の際は了解下さい。

4月号のプレゼント

はぴすデザイン入り日向夏ジュース
稲木 八生さん
鵜木ルミ子さん
長友クニ子さん
日髙 和枝さん
船ヶ山菜摘さん

松村ひろこさん
松山 幸子さん
矢野かよ子さん
吉田よし子さん
渡辺 牧子さん

おめでとうございます。今月の応募は81通でした。

お 便 り は こ ち ら
あなたのお便り、
情報をお待ちしています。
私たちの地域でこんなことがある、
こんな珍しい作
物がとれた！また、
「めぐみ」
で取りあげてほしいコーナーなど、
ご意見・ご要望等も、
どしどしお
寄せください。
お待ちしています！
〒880-0813 宮崎市丸島町1番17号 ＪＡ宮崎中央 本店

JAだより「めぐみ」係

TEL.20-1001 FAX.20-1436

投稿に際して取得した
個人情報は、承諾なく第三者に
提供しません。

2018.６月号

めぐみ
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臨時理事会
平成30年4月13日㈮

宮崎支店会議室

不祥事の概要・経緯および今後の対応について

1

以上1議案が、
可決・決定及び承認されました。
平成30年4月26日㈭
1

第三者委員会の設置について

1

理事の報酬について

2

業務報告書及び連結業務報告書について

3

総代選挙管理者等の一部変更について

住宅
住宅・
・各種ローンの
各種ローンの
相談受け付けます
相談受け付けます。
。

日曜日も
営業中

お問い合せは

JA ＡＺＭ大研修室

以上1議案が、
可決・決定及び承認されました。

清武ホール
花ヶ島の杜
佐土原の杜
田野ホール

以上3議案が、
可決・決定及び承認されました。

人 事 異 動 （かっこ内は旧部署）

もしものときは
お電話を

0120-930-170
0120-610-336
0120-098-345
0120-494-986

プリエール宮崎

【人事異動】
平成３０年４月１６日付
木脇 愛 木脇支店 係長 兼 貯金為替・共済担当（育児休業）
平成３０年４月１７日付
松山 真菜 南宮崎支店 共済課 共済係（育児休業）
平成３０年５月１日付
大原 理 金融部 貯金為替課 貯金為替係
（金融部

黒木

（金融部

森

金融企画課

金融企画係

兼

貯金為替係）

瞳 金融部 資金運用課 資金運用係
貯金為替課

貯金為替係）

華蘭 宮崎支店 貯金為替課 貯金為替係

（金融部

貯金為替課

貯金為替係）

原田

真孝 金融部 金融企画課 金融企画係 兼 貯金為替係

沖田

沙耶佳 金融部 貯金為替課 貯金為替係

（金融部

資金運用課

（宮崎支店

資金運用係）

貯金為替課

貯金為替係）

お詫び

農地を貸したい方・借りたい方は必見！

平成30年3月28日定例理事会内容に誤りがございました。
お詫びして訂正いたします。
1
2
3
4
5

平成29年度決算及び決算関係書類について
第21回通常総代会にかかる提出議案及び総代会資料について
議決権行使書（書面議決書）の賛否の取扱いについて
総代選挙管理者等の選任について
任期満了に伴う青年参与の選任について
以上５議案が、可決・決定及び承認されました。

編 集 後 記

ＪＡ宮崎中央が実施している農地利用集積円滑化事業では、貸
したい方の農地をＪＡで中間保有し、借りたい方へ利用権での貸し
付けを行っています。
ご要望がある方は、下記までご相談下さい。

お問い合わせは営農企画課
（☎31- 0519）または各営農センターまで

「

地域包括ケアシステム事業

移動健康道場 」

JA女 性部と介護のプロが 町を元 気に！
日時

2018年6月15日㈮10：30〜11：45

場所

JA宮崎中央南宮崎支店 会議室

講話

お口から元気になろう

「口から鍛える介護予防の話」

講師

生嶋 暁美

（小規模多機能型居宅新栄「ひばり」施設長）

参加自由です！お気軽にお立ち寄りください!!
〜ちょっとしたお茶とお菓子を準備しております〜

お問合せ：JA宮崎中央 南宮崎営農センター ☎0985-85-7888
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J A 宮 崎中央の移動販売車
てげ
はぴ うま
す号

なす（予定）

目玉商品

６月１５日㈮

8：30〜 9：30 加納支店
10：00〜11：00 赤江支店
10：00〜12：00 田野支店

右記金融窓口でお取引を
された方にはプレゼントもご用意
しております！
（先着順）

絵と文山本俊六郎

ホームページ：http://chuou.ja-miyazaki.jp ブログ：http://jamcblog.miyachan.cc

五月病と言う病気があります︑

2018（平成30）年5月20日発行／毎月1回発行
■発行／JA宮崎中央 ■編集／総合企画室企画開発課／〒880-0813 宮崎市丸島町1番17号／TEL0985-20-1001

新入生や新入社員がかかります︑

四月に入学︑入社した者が︑

新しい環境に適応出来ず︑

学校なんかヤダヤダ嫌い︑とか︑

会社辞めたい︑

行きたくない︑なんて︑

精神が不安定になる病気です︑

それに︑嫁と姑の問題で︑

家に帰るのが苦痛になる︑

帰宅拒否症と言う病気や︑

定年後に支給される︑

退職金目当てに離婚する︑

定年離婚症候群と言う病気︑

うがいやマスク︑手洗いなどでは︑

防げません︒

※広報誌めぐみは
HPからもご覧いただけます
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