
令和３年

　ＪＡは令和₃年₃月₂日から15日に、春季農協座談会を各地区で開きました。令和

₂年度の事業見通しや令和₃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。

春季農協座談会回答
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【営農販売部門】

【米　穀】�

問　ＪＡ庄内みどり産米の買取り販売の取り組みはいかに？

答　生産者からの買取販売につきましては、委託販売制度に変わる新たな取り組みとし
て検討してきましたが、生産者ごとの手取りに差異が生じることから実施までには至
っていない状況です。今後も他ＪＡの動向や販売環境を考慮し引き続き検討していき
ます。

問　フレコン出荷が年々増加傾向にあることから、三川町に建設された南部ライスステ
ーションのような施設を庄内みどり管内にも早期に建設できるよう、ＪＡ全農山形へ
働き掛けてもらいたい。

答　ＪＡ全農山形では連合農業倉庫集約再編計画において「庄内北部ライスステーショ
ン（仮称）」の建設を令和₄年度内稼働に向け計画をすすめています。現在、候補地
を選定している段階ですが早期建設に向け引き続き要請していきます。

問　ＪＡ管内の主力品種である「はえぬき」の昨年の相対価格が下がっているが、主力
品種は最低でも平均価格を維持していただきたい。それと、米の価格（概算金）につ
いては早めに決めて欲しい。

答　米の販売価格については、全国的な市況相場に大きく影響されますが、販売先との
継続した取組みによる有利販売に努めます。米の概算金の決定につきましては、他産
地、他品種の状況を考慮し決定さ
れるため、例年どおり₉月中旬頃
を予定しています。　　　　
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　【園　芸】�問　「事業検討委員会からの答申」（以下、事業検討委員会答申）に示された園芸事業
取扱高目標22億円について、今年度事業実績見通しが16.4億円にとどまっている現状
からすれば、達成可能な数値なのか？またその根拠は？

答　合併当初30億円程度あった園芸の取扱高は、後継者不足などによる栽培面積の減
少から年々減少してきましたが、近年取り組んでまいりました園芸生産拡大支援事
業の効果もあり、振興品目については栽培面積が拡大し集荷も増加しております。
また、管内数ヵ所で基盤整備事業の実施が予定されており、ネギ・エダマメなどの
高収益作物への取組みが大規模面積にて計画されています。さらに販売面では直接
販売を増やし販売価格および手取額の向上に努めることで、達成可能な当面の目標
として22億円の取扱高目標を設定いたしました。

問　全農の園芸手数料はいくらなのか？園芸の手数料を上げるようだが、その前に取り
組むことがあるではないのか？ 園芸品目の規格外品を集荷して、加工品に利用する
など今後₆次産業にも力を入れて欲しい。

答　規格外品につきましては、付加価値を高めるよう地元食品メーカーと提携しなが
ら加工食品原料としての販売を実施しています。全農手数料については販売金額の
果樹、果実で1.0％、それ以外では1.5％となっています。

問　露地野菜（転作）において、長ねぎ以外の複数品目に取り組み、リスク分散や高収
益作物の提案・支援を行ってほしい。

答　露地野菜（転作）においては長ねぎ以外で、エダマメ、ニンニクなどもお勧めし
ているところですが、平坦から山
間など地域にあった品目を提案さ
せていただきます。また支援につ
きましては行政と連携しながら進
めていきます。
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問　園芸生産部会事務局を複数受け持っている指導員が見受けられるが、指導業務に支
障をきたしているのではないか？指導業務に専念できる体制の構築を望む。

答　生産部会の業務につきましては、組織育成による生産振興を目的に、指導業務の一
環として位置付け支援しています。職員数は限られていますので、地域を超えた広域
的な指導体制を構築し対応していきます。

【営農企画】�

問　イナゴなど害虫被害防止のため、ＪＲ線路路肩の草刈りをＪＲに強く要望してほしい。

答　毎年₆月に庄内地域のＪＡグループをはじめとする農業関係機関において、ＪＲへ
訪問し線路周辺の草刈りや法面管理の徹底を要請していますが、引き続き、管理徹底
されるよう強く要請します。

問　品種特性の維持ということで、ふくひびきの原種はどこから取り寄せているのか? 
原種は上田種子生産組合でも栽培しているのか?

答　東北農業研究センターより譲渡されたふくひびきの原々種を遊佐町（以下、蕨岡）
種子生産組合で栽培しています。そこから採種されたものが原種となり、その原種を
翌年、上田・蕨岡の各種子生産組合で増殖したものが農家向け正種子となっています。

問　種子の品質や安定供給に向け、種子センターの老朽化対策も含め具体的改善を願い
たい。

答　種子センターについては、施設整備の年次更新計画に基づき調製機械などの更新を
行っています。しかしながら、種子生産者も高齢化や少人数体制で種子生産を担って
いる状況にあることから、将来的な種子安定供給にかかわる体制維持が懸念されます。
このことは、庄内地域あるいは山形県内においても同様の傾向であり、今後は種子協
会を通じて県内の採種地と情報交換や連携を図り、将来に向けた種子の安定供給体制
の整備を進めていかなければならないと考えています。
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問　今後、つや姫の作付面積は拡大できるのか？

答　米消費量の減少や新型コロナウイルスの影響で米全般の需要が大幅に緩んでいる状
況のなかでも、「つや姫」の販売は好調に推移しブランド化が確立しています。山形
県は、生産現場からの意見も考慮し生産戦略を検討しているようですが、生産者から
はブランドを維持するうえでは「面積の拡大は慎重に行うべき」「拡大するのであれ
ば微増が良いのではないか」などの慎重な意見が多いようです。当面はこれらの意向
を反映した生産計画になると思われます。

問　スマート農業はどのようなことをしているのか？今後どのように指導していくの
か？組合員への情報提供などは分かりやすくしてほしい。

答　スマート農業関連については、①営農指導員による₃年計画（最終年次令和₃年）
での基礎研修、②無人航空機を活用した水稲の画像診断（リモートセンシング）、③
圃場に気象センサーや水位センサーを設置し気象経過や水の状態をスマートフォンで
確認できるシステム、④作業記録や栽培記録の管理システムなどの実用試験を実施し
ています。しかしながら、スマート農業を導入することで器機・機材の導入コストも
かなりの負担となることが懸念され、費用対効果や生産者メリットおよびニーズ（需
要）などで実用化が現実的かどうかについて、実用試験の検証を踏まえ情報提供いた
します。

問　ＪＡ全体で温湯消毒や催芽まで請負うことはできないのか？

答　温湯消毒については、主に特栽などで導入されている技術対応であることから、各
地域や取組組織において自主的に実施していただいています。また、催芽についても
個人で催芽器の導入や温湯、温泉催芽等で対応していただいているものと思われます。
 　なお、温湯消毒器については催芽と併用可能ですので、今後は法人や生産組織によ
る導入、あるいは個人間の共同利用をご検討いただきたいと考えています。
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問　年々、交付金申請に厳しさが増す（そば：取組要件が増え費用増、所得減）状況で
あることから、農政対を通し、小規模な農家でも所得が上がるような要請を強く望む。

答　産地交付金の交付要件については前年の取組みが約₈割をクリアしていると、新た
な技術要件を追加しないと認められない状況になってきています。年々取組要件の厳
しさが増すことから、行政やＪＡの担当者レベルにおいても、機会あるごとに農水省
や農政局へ生産現場におけるこうした窮状を訴えているところです。農政対活動におい
ても、例年、要請や請願を行っていますので、それらを通じて継続的に要請いたします。

問　現在は園芸を対象に支援を実施しているが、今後水稲（苗作り）において、離農に
よる規模拡大などの場合、一定の基準を定めるなどし、ハウス建設の場合に助成でき
る制度を創設願いたい。

答　以前より水稲育苗用ハウスへの支援要請はございましたが、当ＪＡでは省力・低コ
ストならびに生産性向上の観点から直播栽培の導入や土づくり対策を優先させていた
だいています。しかしながら、直播栽培での対応にも限界はありますので、今後の稲
作技術の進展や経営形態の動向などを踏まえ、水稲育苗関連への何らかの支援対策が
必要と判断される場合は検討を進めたいと考えています。

【担い手支援】�

問　ＪＡ取引内容を青申記帳する際、各消費税率（旧税率₈％、軽減税率₈％、10％）
を通帳に印字できないか？

答　通帳には取引金額（入金または引落し）のみ印字されますので、複数税率となった
消費税については、取引明細や精算書などをご確認いただき、記帳くださるようお願
いします。

問　大型特殊免許の取得の際、費用に対する助成をＪＡでも検討願いたい。

答　生産者の各種資格の取得につきましては個人の無形財産となりますので、基本的に
自己負担と考えます。なお、令和₃年度より当ＪＡ独自の「新規就農等支援対策事
業」を実施し、その中の新規就農支援（年齢等要件有）のメニューとして、大型特殊
免許取得に対する助成を準備していますのでご活用くださるようお願いいたします。



─ 6 ─

令和３年    春季農協座談会回答

【総合対策室】
問　ＪＡ無料職業紹介事業の説明会を開催してほしい。

答　当事業を行う「無料職業紹介所」は、₅月下旬の開設を予定しています。事業開始
にあたり、説明会の開催を計画しています。開催日時は、決まり次第ご案内します。

問　ＪＡ無料職業紹介事業の実施にあたり、人手不足解消と個々を支援できる体制の構
築を期待する。

答　労働力確保対策の一環として、人手不足解消の一助となるよう努めていきます。

【経済部門】

【営農資材】�

問　農薬のように肥料も10a単位用など少量対応の軽量化肥料を開発してほしい。

答　肥料についても一部10ａ単位で使用できるものや成分量を増やし従来の20㎏/袋か
ら15㎏/袋に軽量化されたものを取り扱いしています。さらなる軽量化や規格などの
開発が可能かどうかについて、全農を通じて肥料メーカーと協議を進めます。

問　園芸向けの低コスト肥料の取扱いを要望する。

答　一般的な野菜専用肥料なのか、作物を限定した専用肥料なのか、園芸肥料に関して
は多種多様な品目がありますので資材店舗へご相談ください。

問　パイプハウスを施工する業者が₁社のみなので、ＪＡで支援し施行する組織を立ち
上げ園芸振興に役立てていただきたい。

答　現在、パイプハウス施工業者₄社と取引をしておりますので要望として承ります。
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問　資材店舗を充実した店舗にするために、新しいみどり農機センタ－に併設したり春
の繁忙期だけでも平日の夕方の営業時間延長（午後₆時）や店舗にある商品情報が少
ないのでチラシなど組合員目線の提供を願いたい。

答　現在施設整備計画などはありませんが、中央資材店舗では₄～₆月繁忙期営業とし
て平日、土曜、日曜、祝日午後₆時まで営業しておりますのでご利用ください。

　また、広報誌も活用し各課と連携した情報発信に努めていきます。

問　農薬について容量の小さいものも取扱ってほしい（100mlや200ml）。

答　農薬の種類により容量（規格）が異なりますので、取扱いに関しては最寄りの資材
店舗へお問合せください。

問　劇毒物の受領書への押印はなくならないのか？

答　受領書への押印は毒物および劇物取締法で定められているため、現時点では省略で
きません。

問　資材店舗体制の₃ブロック化による広域配送センタ－の集中管理がなされるよう
だが、現在の店舗での取り扱い内容はどうなるのか？急に必要な資材は店舗で取引
できるのか？今までと変わらない品揃えをするのか？農繁期の対応はどうなるのか？

答　配送に関してエリアを₃ブロック制とし配送体制の見直しを行っていきます。店舗
での取り扱いは品揃えを含め変更ありませんが、配送に限りご注文の時間で配達内容
が異なります。また、繁忙期については店舗業務の集約と休日体制を見直し対応して
いきます。

問　全量フレコン出荷しており、最終的に紙袋対応をせざるを得ない場合、紙袋の価格
については、当用でなく予約価格でお願いしたい。

答　今後、内部で協議していきます。
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【農業機械課】�

問　農機具のレンタルはあるのか？あるのであればもっと分りやすく宣伝して欲しい。

答　全農レンタル事業に協賛していますので、お申込み・お問合わせは最寄りの農機セ
ンターにお願いします。

問　 1．駐在体制の見直しを考えているようだが、今年₁年かけ十分検討していただき、
　　農家が困らない体制づくりを望む。また、₁人の担当者を配置する形のようだが、
　　是非とも、駐在の形での営業担当としてほしい。

2．小規模農家は中古農機の使用が多く修理は必要不可欠なので農機センターを近
くに残して欲しい。

3．自走で行ける距離ではなく修理時間や運搬に無駄な時間が掛かるのではないか？
4．故障時の対応はどのようになるのか？
5．修理の緊急を要する場合、迅速に対応できるのか？

答　事業検討委員会答申の駐在体制集約についての詳細については、今回の要望なども
踏まえ秋季座談会において説明させていただきます。
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【信用部門】
問　八幡支店ＡＴＭを利用するにあたり、現状では窓口利用者と共通の入り口であるた

めプライバシーが確保されていない。今後、₁台削減となるとさらにその傾向が懸念
されることから、入口の変更や間仕切りなど対策を講じてほしい。

答　ＡＴＭをご利用いただくお客さまのプライバシー保護につきましては、重要なこと
と考えています。今後₁台で運行する際には、間仕切りなどを設置しご利用されるお
客さまのプライバシーが侵害されないようにいたします。

問　遊佐園芸センターのＡＴＭを廃止すると、遊佐支店のＡＴＭがさらに混雑するので
はないか。そのため他行のように通帳記帳のみの機器設置を検討してほしい。

答　ＡＴＭの運行につきましては、多くのお客さまからご利用いただくことで地域の皆
さまの利便性向上に資するものと思っています。今後、遊佐園芸センターのＡＴＭ廃
止による遊佐支店ＡＴＭの利用状況を見ながら検討していきます。

問　農機具購入の融資手続きが複雑で手間がかかるため簡素化できないか。

答　ＪＡバンクの融資につきましては、農林中金の指導のもと所定の融資手続きに基づ
いて行わせていただいています。融資の渉外体制を強化して、訪問営業や休日ローン
相談日の設置などお客様サービスに努めていますが、今後もお客さまのご意向を尊重
し、手続きの簡素化に努めていきますのでご理解のほどお願い申し上げます。

問　吹浦支店の今後については、農協だけの問題にとどまらず地域にかかる大きな問題
だ。高齢者の利用が主で、ＡＴＭ利用が難しい人もいるので考慮していただきたい。
できるなら今までの店舗形態を維持して
ほしい。

答　これまで長い間、吹浦支店の店舗運
営につきましては地元地域の皆さまか
らご利用いただいてまいりましたが、
マイナス金利による金融情勢の悪化と
来店者の減少により令和₃年度末を目
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途に窓口営業を終了することとなりました。翌年度からは引き続きＡＴＭのご利用と
渉外活動によるサービスをさせていただき、なるべくご不便のないように努めますの
で、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。なお、年金口座につきま
しても引き続き渉外担当を中心に会員拡大に努めていきますので、よろしくお願いし
ます。

問　各銀行などは投資信託などを積極的に行っているようだが、農協はどのように考え
ているのか？

答　低金利時代における資産運用につきましては、これまでの貯金重視型から長期的に
資産を形成する投資信託が見直されています。当ＪＡでも令和₃年度から管内₃店舗
を窓口とする投資信託の取扱いを始めます。皆さまから安心いただける商品をご紹介
させていただきますので、ご利用お願いいたします。

【共済部門】
問　新型コロナウイルスのワクチン接種後、副作用により入院した場合、共済対象にな

るのか？

答　新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ－19）の予防接種（ワクチン）による、アレルギ
ー反応などにより入院治療が必要となった場合、医療共済（疾病入院扱い）の支払い
対象となります。（原則的な取扱いであり、個別に取り扱いが異なる場合がありま
す）
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【管理部門】
問　ＪＡ庄内みどりは今後、准組合員に対してどのような対応で係わっていくのか？

答　昨年度の中央会県下ＪＡ課題検討会および県下ＪＡ代表者会議での協議を踏まえ、
₃月理事会において准組合員を「正組合員とともに、地域農業や地域経済の発展を
共に支える組合員」と位置付け、准組合員との一層の関係強化をはかる取組方針を
決定しています。

問　生産販売農家が減少していることから、現行総代定数は現状に即していないのでは
ないか。総代定数の削減を検討すべきではないか？離農者が増え、総代定数の削減
や定数枠について検討してほしい。

答　当ＪＡの正組合員数は令和₂年度末で10,0８5人となります。農協法では総代の定数
は、正組合員総数の₅分の₁（その総数が2,500人を超える組合にあっては、500人）
以上とされており、当ＪＡでは定款第₇章【総代会】第51条₄項に総代定数は、555
人と規定されています。

問　女性総代に期待しているので、話し合いの場では発言しやすい環境づくりや活躍し
やすい雰囲気づくりを行う必要があるのでは。例えば、「総代会」において、女性
総代席の設置などを考えてはどうか。

答　今回の総代選挙では各地区総
代の協力をいただき、目標とし
ていた10％以上、5８人の女性総
代が選出されました。これによ
り、女性ならではの視点や意見
を積極的に取り入れることでＪ
Ａ事業の活性化や新たな事業展
開に活かしていきます。また、
総代会での座席配置についても
考慮します。
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令和３年    春季農協座談会回答

問　ネット事業（活用）についてなかなか進んでいないようだが、ホームページなども
っと日々更新するなどして欲しい。

答　ネット事業では外部サイトを利用しながら進めています。またホームページには広
報に先立ち最新の記事を随時掲載しています。今後ホームページにて情報提供しても
らいたいなどのご要望がございましたらホームページのお問合わせフォームよりお寄
せください。

問　営農指導員、営農課職員など専門職職員の異動が頻繁なので、人事異動には十分配
慮していただきたい。

答　営農指導員などの人事異動に際しては地域性や指導のあり方に特色や独自性がある
ことは十分認識していますが、指導員の年齢構成や技術力の向上に配慮し人事異動を
行っております。

【事業検討委員会答申について】

問　事業検討委員会答申について、施設の集約など偏った内容であり、組合員の利便性
が損なわれることが懸念される。農協内組織改革や事業の見直し、さらには人員削減
など（理事・職員数）も取り組むべきではないか。

答　この度の答申については、信用・共済事業の大幅な収益の落込みに対し事業全体で
の改善策を具体的に示したのが₇つの答申内容です。具体的には事業の見直しによる
事業の伸張やコスト削減、施設集約による人件費削減を行うもので、組合員の皆さま
にはご不便をお掛けすることもありますが、ご理解とご協力をお願いします。

問　答申には経費削減のことが中心で、利益を上げることも検討すべきではないか。

答　答申の内容は喫緊の課題に対し、改善による収益確保と費用削減について実施期限
を決めて取り組んでいく内容です。販売事業についてはこれまで以上に努めていく考
えです。
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問　現状では令和₅年度に赤字になる見込みだが、今後は賦課金などの値上げなどの考
えはあるのか。

答　この答申の試算には賦課金の値上げは含まれていません。但し、答申では園芸販売
手数料の改定（現行2.3％を４.0％に引き上げ）をお願いしています。ご負担をお掛け
しますが、ご理解をお願いします。

問　今後はかなり厳しい状況は分かるが、組合員目線では組合員サービスの低下が心配
される。一方的な答申で組合員に何をしてくれるのか見えないのでしっかりと説明、
話をして欲しい。

答　この答申では、改善方策と目標額、実施期限を掲げています。組合員の皆さまへは
座談会や会合などで具体的に説明していきます。また、引き続き、組合員目線に立っ
たサービス向上に努めます。

問　園芸の手数料が上がれば組合員の手取りが減るため、出荷を控え他業者への出荷
につながるのではないか？手数料アップや施設の集約などが多いがＪＡ自体の体質
改善もお願いしつつ、ＪＡ独自で事業を行い、稼げるＪＡを目指してほしい。

答　園芸の販売事業は生産農家の減少や高齢化による作付面積の減少などにより、販売
金額が減少する一方人件費がかさんでいるため、年間約5,000万円の赤字体質が続い
ています。現在、県内ＪＡのほとんどが手数料率を４.0％以上に改定している状況を
踏まえ今回の答申となりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ＪＡは今後も費用対効果を最大限に発揮できるよう効率的な事業運営を実施し、組
合員が利用しやすい指導体制と施設運営に努めます。

問　もっと組合員もＪＡも元気の出る打開策はないのか？

答　農業所得の増大と経営の安定化に向け、ＪＡでは土づくり支援や新規就農者支援な
ど農家組合員が意欲的に生産活動できるよう取り組みを行います。また、昨年コロナ
禍の影響で中止となったＪＡまつりなどのイベントについても、地域活性化のためコ
ロナ禍の状況を踏まえ感染拡大防止を図りながら前向きに取り組みます。
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令和３年    春季農協座談会回答

【㈱みどりサービス】

【燃　料】�

問　田植え時期に「携行缶」でのガソリン販売の際、割引期間を実施し大変ありがたい
が、期間を₅月末まで延長していただきたい。

答　毎年₅月初旬～₅月20日頃までの期間、春の繁忙期に合わせて「春作業応援キャン
ペーン」を開催しています。今後は、ＪＡ管内の田植作業の進捗状況を鑑み、期間延
長を検討しています。内容については、決まり次第お知らせします。
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