
平成30年

春季農協座談会回答

　ＪＡでは平成30年₃月₁日から16日に、春季農協座談会を各地区で開催しました。

平成29年度の事業見通しや平成30年度の事業方針など、各部門で提示したテーマにつ

いて説明と質疑応答が行われました。

　座談会の席上でお答えできなかったご質問、ご要望に対して回答します。
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【営農販売部門】

【米　穀】�

問　日本穀物検定協会が実施する「米の食味ランキング」において、平成29年産「は
えぬき」が特Ａの評価を得られなかった要因を、県のブランド推進課では同協会へ
聞き取り後、分析を進めるとのことだが、ＪＡが知り得た分析結果情報を、生産者
にも知らせてほしい。

答　食味試験での詳細な分析データが公表されるかは不明ですが、次年度に向けての
対策など、情報がありましたら速やかにおつなぎします。

問　29年産「はえぬき」は、最終生産者手取りの見込額がどのくらいになるか教えて
ほしい。業者買取価格が14,000円だったようなので。

答　 29年産米は販売途中で、最終手取りの見込額は確定していません。昨年12月に追
加精算を行い、現段階では12,800円の手取りとなっています。今後の追加精算の予定
としては₈月の概算精算と、販売終了後の最終精算が行われる見込みとなっていま
す。

問　米のフレコンに対してだけでなく、紙袋出荷にも助成を考えてほしい。

答　紙袋出荷の生産者がフレコン出荷へ変更するこ
とに伴い、新たに導入する機械設備への助成とし
ていますので、既存の出荷体系に変更のない場合
は該当となりません。

問　今年度はフレコン助成を継続してほしい。

答　フレコン出荷の機器助成は、平成30年度を最終
年度とし実施します。是非ご利用ください。

問　米集荷の作業員不足の対策として、フォークリ
フトのリースがあればいいと思うが。
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答　 30年産米では集荷作業員の労務軽減のため、委託搬入業者によるフォークリフト
での集荷を試験的に実施する計画をしています。

問　昨年より「つくばＳＤ₂号」の生産を依頼され、当初は「はえぬき」より高い値
をつけられると言われていたが、結果は「はえぬき」とほぼ変わらない。「つくば
ＳＤ₂号」は種子などの資材も高いので、販売価格をもっと上げてほしい。

答　全体的な米価上昇の環境のもと、「つくばＳＤ₂号」の販売価格についても、前
年産より大幅に値上げをいただいております。この取り組みは需要に応じた生産に
よる安定生産と安定販売を目指した取り組みとなりますので、今後も継続した生産
振興を図っていきます。

問　平成2５年産米販売手数料の消費税を修正したが、販売手数料以外の米代金にかか
る消費税に間違いはないのか、経過についても詳しい説明をお願いします。

答　ＪＡは委託販売のため、米の販売代金は課税売上の対象にはなりません。そのた
め、米の販売において販売高を計上する際は税抜きで計上しています。一方、販売
手数料は課税対象であるため消費税が発生します。2５年産米の販売手数料は2６年₃
月までの分を消費税₅％で精算すべきところ、最終精算において消費税率₈％で精
算してしまいました。今回、その差額を生産者の皆様にお返ししたところです。

【園　芸】�
　　　　　　　　　　　　　　　　問　昨年度より園芸生産拡大事業を展開しているが、今後の販売戦略をどう考えるか。

答　各品目の品質､数量の安定生産をはじめ、みどりブランドの推進や情報の発信など、
多岐にわたる販売戦略を展開し、生産者の期待に応えられる有利な販売に努めます。
　ミニトマト、アスパラガスは、面積の拡大に伴う出荷量の増加を考慮し、市場に
バラ出荷を提案・協議し、値決め販売を進めます。パプリカは、出荷量の平準化を
行い、価格の安定に努めます。シャインマスカットは、組織部会の設立を計画し、
本格出荷までに市場の動向調査の実施や、出荷資材、出荷方法などの検討を行いま
す。

問　園芸生産拡大支援事業（園芸チャレンジハウス支援事業）の対象品目は₄品目（ミ
ニトマト・アスパラガス・シャインマスカット・パプリカ）以外ダメなのか。もっと手軽
に取り組める品目や、促成山菜などその土地に合った品目の提案をお願いしたい。
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答　県などが推奨する園芸作物の中から、将来性があり、新たなみどりの特産品とし
て期待できる₄品（ミニトマト・アスパラガス・シャインマスカット・パプリカ）
に絞り取り組みを開始しました。しかし、将来性があると言っても、選果施設の構
築や有利販売に繋がる収量（ロッ
ト）確保はまだこれからです。まず
は、この₄品目を柱に生産拡大に努
めていきたいと考えます。

ただし、4品目以外や花きなどに
ついては今後検討を重ねていきます
が、現在は県単事業などへの申請を
お願いしているところです。

問　園芸生産拡大支援事業（園芸チャレンジハウス支援事業）について、要領の中で
園芸用資材などとあるが中身が不明瞭でよくわからない。該当する要件を要領に明
記してほしい。

答　園芸用ハウス以外に対象₄品目に必要な「付帯設備」や「灌水設備」などを「園
芸用資材」としています。

ただし、₁事業の支援額は300万円を上限（支援率50％）としています。詳しくは、
本所総合対策室か園芸課にお問い合せ下さい。

問　園芸生産拡大支援事業（園芸チャレンジハウス支援事業）で園芸面積が拡大する
につれ、作業員の確保が必須と考えるが、現状は深刻な人材不足であり、ＪＡとし
て例えば農家向けに「人材バンク」の設置などの対応策を検討してほしい。

答　深刻な人手不足は管内農産物の生産体制にも影響を及ぼしかねない「重要課題」
として捉えています。ＪＡのみならず各行政や関連団体にも働きかけを行い「人材
確保」に努めます。

問　園芸事業について、施設助成はよいが技術指導できる人材育成にも力を入れてほ
しい。

答　先進地での研修や実践的な技術講習会を通し、園芸生産に必要な知識・技術の習
得に努めます。
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問　庄内柿の脱渋施設について、老朽化が進みトラブル回避のためにも早急に対応し
てほしい。

答　施設の更新や整備などについては、現在検討中です。将来を見据え、今後の施設
の在り方について、部会とも協議を行います。

問　園芸センターの指導員について、新規作物の実施者には細やかな対応を要するた
め、専門的な指導ができる指導員を駐在してほしい。

答　平成29年度から園芸部門に園芸指導専門員を配置し、管内全域にわたり、現場に
出向いた指導を行っています。園芸センター指導員のスキルアップも踏まえ、園芸
センターの指導員や指導機関との連携を密にし、きめ細やかな対応にあたります。

【営農企画】�

問　30年産から政府による生産調整が廃止されるのを受け、山形県としては「生産の
目安」を設け、これまで国が配分していた算定方式をとり、過剰作付けによる米価
の下落を防ぐと聞いているが、米の直接支払い交付金が廃止され、減反に協力しな
い場合のペナルティもないため、減反に協力した農家へのメリットはあるのか。

答　 30年産の生産調整対応については、県のワーキンググループによる協議において、
最終的に生産現場が混乱しないようにと、前年までの算定方式により配分の目安を
提示し、ＪＡグループと一体となってオール山形で取り組むことが決定されました。
「生産の目安」の達成メリットについては、①達成面積に応じて翌年度の産地交付
金当初配分における加算措置②土地利用型作物関連の補助事業採択時の評価ポイン
ト③「つや姫」「雪若丸」の優先作付けの3つが県段階で示されています。

生産調整については、26年産米価の大暴落を教訓に米価安定のためにも、ご理解
とご協力をお願いします。

問　ＪＡが米の「生産の目安」を守らない生産者の米を扱うということは、守ってい
る生産者からすると納得がいかない。ＪＡは、これで良しとするのか。

答　ＪＡは、組合員から販売委託された農産物は全て取り扱うこととなっており、生
産調整実施の有無で取り扱いや価格差をつけることは独占禁止法上認められないも
のと認識していますので、現段階では公平性を担保できる具体的な対策を見出せな
い状況にあります。
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問　ＪＡとして、積極的な水稲の品種誘導はしないのか。

答　「はえぬき」「つや姫」に加え、新食感の「雪若丸」やコンビニチルド弁当向け
の「つくばＳＤ₂号」への取り組みなど、多様なニーズに基づき品種誘導を行って
います。

31年産以降の需要に応じた米の生産を見据え、さらには気象リスクを考慮した新
たな誘導策を提案します。

問　主食用生産数量や転作を加工用米で対応する場合など、現在の基準単収換算では、
単収が低い地域に不利益が生じている。今後、生産調整に協力していくうえでも、
その地域の水稲共済引受単収を基準単収に設定するなど再生協で見直しの検討をお
願いしたい。

答　酒田市においては、平成22年に旧₁市₃町の水田農業推進協議会（現再生協議
会）が統合した際に、基準単収と生産調整率の管内統一により、従来旧町は基準単
収が低く生産調整率は高い状況にありましたが、この時の一本化で基準単収は上が
り、生産調整率は下がりました。

こうした当時の経緯もあって、基準単収については、なかなか見直しに至らない
のが実情のようでありますが、中山間地域からも同様の要望があることを踏まえ、改
めて再生協へ申し伝えます。

問　大豆の交付金が飼料用米・加工用米に比べ低く収入も少ない。産地づくり交付金
の増額を要望してほしい。

答　 30年産については、生産調整の達成と販売数量確保の観点から加工用米に交付金
が上乗せされた内容となりましたが、大豆についても産地指定による一定の需要が
あることから、31年産の生産数量確保に向けて交付金の増額を要望します。

問　地域の耕畜連携を進めるために、一般米栽培者にも堆肥散布に対する助成を考え
てほしい。

答　耕畜連携による堆肥散布については循環型農業という視点においても、最も理想
的なものであると理解しています。しかしながら、近年は水田への土壌改良資材の
散布も含め、土づくりに対する意識が低下していることから、安定確収を推進する
うえで土づくりに対する総合的な対策を再度検討します。



─ 6 ─

平成30年    春季農協座談会回答

問　生産組合のあり方について、農家戸数が減少したり高齢化したりして、生産組合
長のなり手がなく苦慮するのでＪＡで対応してほしい。　

答　各集落、地域の生産組合は自主的組織の位置付けから地域、集落の実態に合わせ、
単位組織の再編も提案させていただいているところです。今後は地区の農業振興協
議会などを中心に地域の実情にあった生産組合のあり方について継続的な協議検討
をお願いします。

問　種子センターが老朽化しているので、上田・蕨岡の施設のあり方も含め方向性に
ついて検討してほしい。

答　種子センターの老朽化の問題につきましては、採種圃事業全般に関係して参りま
すので、種子生産者の意向を尊重しながら、各関係機関との協議を踏まえ今後の方
向性を検討します。

問　共乾施設の運営引当金の取り扱いについて、ＪＡとして統一した方向性を示して
ほしい。

答　運営引当金に関する考え方や取り扱いについては、従来と大幅に変わってきてい
ます。改めて運営引当金のあり方を検証し、ＪＡ管内で統一した管理方法及び取り
扱いなどについて利用組合へお示ししたいと考えています。

問　水稲新品種の本格作付けや転作品目の栽培など、品質の向上・増収のために、専
門職として営農指導員の育成を最優先課題としてほしい。

答　営農指導員については、各種資格取得や各関係機関のあらゆる研修を通じて育成
に努めていますが、今後は、従来の資格取得や研修に加え、ＪＡにおいても現地指
導の実践研修を開催し、引き続き指導員のスキルアップを図ります。

問　賦課金徴収時など、庄内みどり農協農政対策推進協議会（以下＝農政対）に関す
る取り組み状況などの報告をしてほしい。

答　農政対の通常総会や農政対情報で事業内容などを報告していますが、引き続き農
政対情報の発行や、新たに賦課金徴収時にも皆様へ情報提供できるように努めます。

問　「つや姫」の飯米引取数量の緩和と、飯米として精米センターで委託搗精できる
ようにしてほしい。
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答　山形県産「つや姫」は、高級ブランド米として全国的に高価格帯銘柄に位置付け
されていることから、当面は現状の生産体制を維持していくものと考えられます。

　　そのため「つや姫」の飯米の引き取り数量についても、現状維持で考えています。
精米センターへの委託搗精は、現状のままでは数量が少なく、最小張込数量に満た

ないため、搗精ができない状況ですので、ご理解をお願いします。

問　栽培履歴記帳をパソコンで打ち込みできるようにホームページなどにソフトを上
げてもらいたい。

答　パソコンや携帯端末の普及にともない、栽培記録書や各種提出物についてもＪＡ
のホームページから取得できるように対応を検討します。

問　小学校で取り組んでいる「食農教育推進事業」について、ＪＡより助成金をいた
だき感謝しています。今後も継続
をお願いしたい。

答　食農教育推進事業には、農政対
を始め、ＪＡ全国共済連からも支
援をいただきながら事業を推進し
ています。引き続き、より一層の
事業内容の充実を図るために支援
対策の継続を要請します。

問　酒田農業元気協定推進事業が平成29年度で終了するとのことだが、今後も継続し
てほしい。

答　酒田市によると従来の元気協定は平成29年度末で終了しますが、各事業において
は、新たに国・県・市の支援事業を盛り込み、元気協定の事業内容を踏襲し、引き
続き支援していくとのことであります。

　なお、詳細は酒田市農政課へお問い合わせください。

【担い手支援】�

問　収入保険制度は青色申告者限定であるが、白色申告者にも対象となるよう働きか
けてほしい。
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答　加入要件に関しては、国で制度設計したためご理解をお願いします。ただし、青
色申告には、複式簿記の方式のほかに、現金出納帳などに日々の取引と残高を記帳
すればよい「簡易な方式」があり、白色申告を行っている方でも、取り組みやすい
方式がありますので、青色申告のご検討をお願いします。

問　後継者・担い手がいない農家の対策として、法人加入以外に、ＪＡが受け手とな
ったり、ＪＡ出資作業受託法人を設立して受託してほしい。

答　ＪＡでは、長ねぎ生産拡大推進事業の一環で「農作業受託規程」を定め、取り組
んでいるところですが、稲作については、地元の農地所有適格法人や認定農業者、
あるいは隣接する地域の方々に委託することを優先に考えています。あくまでＪＡ
は補完的な役割として、ＪＡ出資作業受託法人を位置付けし検討します。

【総合対策室】�

問　酒田市種苗協の業務を引継ぎ、苗の供給に取り組むそうだが、パプリカの苗は供
給できないか。現在は業者に依頼しているが、トラブルが発生したり、価格も上昇
傾向に推移しているため検討してほしい。また、ハウスの活用状況なども詳細を説
明してほしい。

答　今年度から酒田市種苗協から引き継いだ苗は「ミニトマト」と「長ねぎ」です。
ＪＡも₁からのスタートで、現在は前任者の指導を受けながら技術習得に努めてい
るのが実情です。そのため、新たな品目への取り組みは当面予定していません。

問　「農業者の所得増大」に関しては実感がわいてこない。具体的な取り組み数値
（収支試算表など）のデータを提供してほしい。

答　農業者の所得増大はＪＡ自己改革の重点目標の1つとして掲げられ、その目標達成
のためそれぞれのＪＡで何ができるかを具体化し実践していくことが求められてき
ました。

ＪＡでの具体的取り組みは、園芸生産拡大支援事業や農業生産法人の立上げ支援
などです。また、生産コストの低減に向けては、肥料の銘柄集約や、農薬の大型規
格・農家直送規格の推進提案を行いました。この取り組みは広報誌₄月号に特集とし
て掲載していますので、ご参照下さい。
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【経済部門】

【営農資材】�

問　資材注文書のとりまとめが複数回あるので1度でまとめて配布してほしい。また取
り扱いを増やすためにも、予約注文書の配布先も検討したほうが良いのではないか。

答　新商品や試験結果を踏まえた資材の選定を営農販売部門と協議し、できる限り₁
冊の注文書に集約し予約の取りまとめを行っていきます。予約注文書の配布先につ
いては取り扱い増加に繋がるよう努めます。

問　水稲除草剤について、品目を集約しさらなる価格引下げをお願いしたい。

答　ＪＡ全農山形でも集約に向けて動いています。試験を行いながら平成31年用に向
け品目を集約し価格引き下げを目指します。

問　さらなる低コスト化に向けて、集約銘柄肥料の基肥一発タイプの取り扱いを希望
する。

答　引き続きＪＡ全農山形へ強く要望します。

問　生産資材大口利用の還元について、要件を緩和してほしい。

答　平成30年用の予約注文書より対象品目を増やした対策費の基準に変更しています
のでご理解をお願いします。

問　資材店舗には、相談に対応できる人材の配置を望む。

答　研修会などへ積極的に参加し、資材店舗職員のスキルアップに努めます。

問　農業用ハウスのＪＡ仕入れ先は₁社だけだと思うが、複数の仕入先と交渉し価格
の引き下げに努力してもらいたい。

答　現在も複数の仕入業者から仕入れを行っています。今後も価格引下げに向けて努
めます。
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平成30年    春季農協座談会回答

【農業機械】�

問　農機の重点実施事項に「低コスト化に向けた情報提供」とあるが、直播栽培にも
様々な方式が出てきているので、メーカーから実演してもらえないか。

答　直播栽培では、スリップローラーシーダー方式・慣行田植では、密苗仕様などが
あります。法人・組織などで要請があれば対応したいと思います。実施にあたって
はメーカーと実演可能な機種また日程調整が必要ですので、事前にお近くの農機セ
ンターにお問い合わせください。

問　農業機械課の職員について、専門職でもあるので人材の確保に考慮してほしい。

答　整備経験者の人材確保は、非常に困難な状況にあります。現在配置の担当職員の
整備技術研修会の受講や農機整備検定などの資格取得に向けた指導を継続し、技術
習得とサービス向上に努めます。

問　繁忙期における農機具の緊急修理の時、部品調達が遅れることから、農機具など
の貸出をしてほしい。

答　故障に対する農機貸出は対応していません。繁忙期に安全・スムーズにご使用い
ただくため、事前点検又は、農機センターに於いて点検整備のご利用をお勧めしま
す。

問　仕事帰りでも足を運べる様、合同展示会の開催時間延長を望む。

答　遊佐・八幡地区展示会は、日程上平日開催とし、メーカー・協賛各社の協力をい
ただいているため₅時終了とさせ
ていただいています。本会場（酒
田）では、全地区対象で数多くの
農業機械・車両・生活用品他まで
展示し、土日開催として各課・各
地区担当職員が対応できるよう体
制を整えています。本会場へのご
来場お待ちしています。



─ 11 ─

【共済部門】

問　自動車共済の仕組改訂が他社より遅い。利用者が他社に逃げないようにもっとス
ピーディに実施してほしい。

答　仕組改訂にあたっては、社会状況や自動車業界の動向などさまざまな環境変化な
どを考慮して実施されますが、よりスピーディに行われるようＪＡ共済連に要望し
ます。

問　ロードサービスについて他社のＣＭでは、車内のボタン一つで現場急行するシー
ンが放映されているので、ＪＡ共済も対応してもらいたい。

答　ＪＡ共済では、車内ボタンでの対応は現在導入されていませんが、スマートフォ
ンで専用アプリ「くるまのミカタ」があります。事故対応などを依頼でき、他社と
ほぼ同様の事故対応が可能となります。今後、他動向などを見極め有効性を判断し
たうえで、ＪＡ共済として対応を検討します。

問　自動車共済で事故が発生した時、連絡先（フリーダイヤル）が分かるようステッ
カーなどを発行してほしい。以前発行されていたようなので。

答　以前はステッカーを配布していましたが、使用実態を鑑み、現在は、自動車共済
証書の下部に切取り式のカードがあります。事故や故障の際の連絡先、保障内容が
記載されていますので、車検証と保管されるか、運転免許証とともにお持ちくださ
い。

問　自動車共済の掛金で、自動ブレーキ機能の有無により金額が違ってくるのか。

答　平成30年₄月より「ＡＳＶ（先進安全自動車）割引」が導入されました。割引対
象となるのは、先進安全自動車のなかで「ＡＥＢ（衝突被害軽減ブレーキ）」を装
備した、発売後約3年以内の型式の自家用普通乗用車・小型乗用車・軽乗用車で、約
₉％の割引となります。

発売後約₃年を経過した自家用普通乗用車・小型乗用車については、「型式ごと
の過去₃か年の損害率」に基づき共済掛金を設定していますので、損害（事故）が少
ない車（型式）は、損害（事故）が多い車（型式）に比べて共済掛金が安くなります。
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平成30年    春季農協座談会回答

【管理部門】

問　旧支店の跡地利用または解体の計画はあるのか。

答　遊休施設の跡地利用計画は検討していますが具体的に決まっていません。老朽化
が激しい施設については組合員や地域住民の意見を聞きながら計画的に撤去してい
きます。

問　今後、農業経営を全面委託する農家が増加し、正組合員が減少するようなことに
なった場合、ＪＡはどうなるのか。

答　委託などで販売を行わなくても、農地所有者であることには変わりなく正組合員
として資格を有しています。正組合員数は減少傾向にありますが、組合員から選ば
れるＪＡをめざして事業運営に取り組みます。

問　「ＪＡ庄内みどりの未来を考える会」の活動経過を報告して欲しい。

答　「ＪＡ庄内みどりの未来を考える会」の答申を受け、10年後の当ＪＡのあるべき
姿として、「再生産できる農業、未来に続く農業」、「農業を行いたい人が農業を
続けることのできる仕組みづくり」、「組合員を主人公とした、どこでも参画でき
るＪＡ」、「地域の人々の生活とともに寄り添うＪＡ」の実現のために、各部門を
リーダーとして、部門横断的なプロジェクトチームを設立し、実施に向けて始動し
ています。

今後も広報誌などを通じて、活動経過を報告します。

問　今後もコスト削減につながる利用還元や出資配当を継続して欲しい。

答　今後も改正農協法の示す、「事業の収益性を高め、その利益を組合員へ還元す
る」ことの規定に基づき事業を進め、組合員へ還元できるよう努力していきます。
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【福　祉】�

問　「グループホーム結い」に入居希望者が定員を超えた場合の優先項目はあるのか。

答　グループホーム結いは、平成30年₄月₁日に開所しました。当施設は認知症の方
の症状を緩和し、安心して生活
できるようにケアを進めていま
す。定員は₉名と小規模な施設
のため、開所当初から定員を上
回る入居希望者となっています。
入居者の優先基準としては、ご
利用者の心身の状況や家庭・生
活・地域環境などを総合的に判
断しています。

【㈱みどりサービス】

【燃　料】�

問　給油所の廃止・改修など、これからの燃料事業の方向性をどのように考えている
のか。

答　給油所の再編成については、中期経営計画の中で検討していますが、給油所を取
り巻く環境は厳しく現状での運営は苦しい状況であることも事実であります。

地域の皆様により利便性のある給油所の存続を図るため、今年度八幡給油所の改
修工事を計画しています。工事期間中、大変ご迷惑を掛けると思いますが、ご利用よ
ろしくお願いします。
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平成30年    春季農協座談会回答

【マルノー山形】�

問　マルノー山形の醤油について、脱脂大豆やアルコールなどの添加物が入ってない
商品を販売してほしい。

答　大豆の余分な油をあらかじめ取り除き、醤油の原材料として加工された大豆が
「脱脂加工大豆」です。現在、市場で流通している醤油の大部分は、「脱脂加工大
豆」、を使用して製造されています。また、大豆をまるごと原料として作った醤油
は、 一般的に「丸大豆醤油」として流通しています。

また、醸造用アルコールは、日持ち向上と、香りを整えるなどのために使用して
います。劣化防止、品質保持に不可欠と現時点では考えています。



「安全・安心」「健康」「便利」
「経済的」をお届けします。

食材
宅配は♪

さわやかさわやかさわやかさわやかさわやかさわやか
コースコースコースコースコースコース
さわやか
コース

お魚お魚
コースコースコースコースコースコースコースコース
お魚
コース

スタミナスタミナスタミナスタミナ
コースコースコース
スタミナ
コース

基本基本
コースコースコース
基本
コース

ほのぼの（2人用）15,120円（税込）
だんらん（4人用）24,840円（税込）
なごやか（6人用）31,320円（税込）

いきいき（2人用）16,200円（税込）
すこやか（4人用）27,000円（税込）

スタミナ（2人用）15,120円（税込）
スタミナ（4人用）25,920 さわやか（2人用）12,960円（税込）

お魚
・お肉混合

若い
人にオ

ススメ

（1人用）10,000円（税込）
（2人用）15,120円（税込）

おて
がるコース

ご年
配の方

にオススメ

野菜
入り

農繁期等の短期間でも
お気軽にお申し付けください。
いつでもご相談に伺います。

お問い合わせは…JA庄内みどり生活特産課　フリーダイヤル0800-800-8725

※各コースの価格は月額となっております。


