


第８次中期経営計画の策定にあたって

Ｉ。現状における課題認識

①

②

②

④

⑤

①

②

②

④

組織･
経営基盤

①

②

③

④

農業者の所得増大･農業生産の拡大への取り組み

超高齢社会における新規就農者への取り組み強化､担い手の育成･支援

直売所における販売品販売高の増加

営農渉外活動の高度化専門化､効率的推進活動

出向く営農指導による高度な農業経営サポート

組合員との対話によるアクティブメンバーシップ(注1)の確立

高齢者が生きがいをもって生活できる高齢者福祉事業の展開

多様な組織との連携による食の安心安全への取り組み

准組合員の位置づけの明確化と､農業振興への参画方法

部門間連携を伴う総合事業の展開によるJA の強み発揮

経済事業の収益力向上を含めた経営計画の策定と実践

信用事業でのコスト削減と自主運用力の強化による安定した収益の確保

機構改革を伴う支店事業所等の再構築､柔軟かつ大胆な事業棚卸の実施

(注Ｄ 組合員が地域農業や協同組合理念を理解し｢私たちのJA｣ 意識を持ち積極的な事業利用と協同組合活動に参加すること。

平成29 年度から令和元年度の３ヵ年で､日本農業とJA を取り巻く環境は大きく変化しました｡平成

30 年12 月にＴＰＰ１１、平成31 年２月に日欧ＥＰＡ（経済連携協定）､令和２年1 月に日米貿易協定など国

際協定が相次いで発効し､輸入農産物の関税引き下げの影響が懸念されています｡国内農業においては、

農業就業者の高齢化や担い手不足､耕作放棄地の増加､食料自給率の低下など構造的な問題が深刻さを

増していますOこのような中､規制改革推進会議主導による農協法改正が強行され､中央会の組織変更、

公認会計士監査による会計監査などの対応に追われました。

JA グループでは､自らの意思･行動として「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」を

基本目標とするJA 自己改革に取り組み､令和元年5 月までの農協改革集中推進期間においては一定の成

果が得られました｡しかし､准組合員の事業利用のありかたについては､令和３年３月を目途に再度検討

されることになっています｡JA グループでは､准組合員を「正組合員とともに地域農業を支える必要不

可欠なパートナー」と位置づけ､役職員が一丸となって引き続き地域農業の振興､地域社会の活性化に強

力かつ継続的に取り組んでいきます。

このたびJA 兵庫南は､農業者や地域住民と対話し､効束的な事業活動を実践し､農業者･地域住民の期

待･信頼に応えるために、｢JA 総力を挙げた持続可能な地域農業の発展｣｢ 地域の活性化に貢献できる総

合事業の展開｣｢ 環境の変化に対応できる経営改革の実践｣を基本方針とする第８次中期経営計画を策定

しました｡今回の中期経営計画策定にあたっては､環境の変化に対応すべくJA が｢地域の食と農を守り、

地域社会をより活性化させたい｣との想いを込め､それらを具体的な行動目標として設定しています｡ま

た､信用事業における利鞘縮小に対しては｢顔が見える地域金融機関｣としての役割を実践し､価値のあ

る信用事業を展開するための行動計画を盛り込んでいます｡営農経済事業においては｢JA 全体として収

支のバランスをとりながら､いかにして農業生産の拡大と農業者の所得向上を図るか｣という問題意識

で事業戦略を立て｡収支改善に向けての計画を策定しました。

第34 回兵庫県JA 大会で決議された｢次世代組合員の確保｣｢ 農業振興と販売事業の拡大｣そして｢部門

別損益の改善｣を実践し､組合員･地域住民のみなさまのお役に立てるよう､経営資源を活用し効率的か

つ効果的なJA 運営を行っていきます。

１

経営理念
『組合員と共に繁栄し､安心･安全･安定を共有するJA づくりと、

人･農業･自然が共生できる地域社会づくりをめざします。』

２。メインテーマ
『農業を基軸とした地域協同組合の実現』

３

．

Ｉ

１１

ｍ

基本方針
『JA 総力を挙げた持続可能な地域農業の発展』

『地域の活性化に貢献できる総合事業の展開』

『環境の変化に対応できる経営改革の実践』

４。職員行動規範
『感謝･挑戦･自律』

常に感謝の念を持ち､何事にもチャレンジの姿勢を忘れず、

自ら考え責任ある行動をします。



JA 兵庫南では､平成29 年度から第フ次中期経営計画に取り組み､概ね目標を達成することができまし

た｡これまでの実践状況を精査の上､必要な課題については第８次中期経営計画に織り込んでいきます。

1｡営農経済事業

JA 自己改革の基本目標｢農業者の所得増大｣｢ 農業生産の拡大｣の達成に向け､第フ次中期経営計画お

よび第フ次地域営農振興計画に基づき活動を着実に展開してきました｡平成2 フ年に開設したら次産業

化施設｢にじいろふあ～みん｣を核とし､農業の活性化と地元産農産物の販売強化に努めました｡令和

元年度には営農経済部にアグリ支援課を新設､労働力不足への対応や農業労災加入などの体制を整備

しました｡様々な取り組みを行つてきましたが､野菜の市場価格の低迷等の影響が強く､販売品販売高

は平成28 年度３８億８千万円から令和元年度35 億1 千万円となりました。

2｡ 信用事業

貯金については各種キャンペーンや純新規顧客･メイン利用者の拡大に取り組んだ結果､平成２８年度

５,５０９億円から令和元年度６,４(⊃４億円( 増力[]率16. ２％)となりました｡一方､貸出金については､合

併20 周年事業として最長３年間無利息のアグリマイティー資金を準備し､また資金ニーズに対し積

極的に取り組んだ結果､住宅ローンを中心に平成28 年度1,１８９億円から令和元年度１,５９(⊃億円(増

加率３３.７％)となりました｡不良債権比率については延滞督促の早期化､債務者面談の充実等により、

０.６４％から０.３７％に低下しました。

3｡共済事業

組合員･地域住民の保障ニーズに応えるため｢3Q 訪問活動｣｢ はじまる活動｣を軸とした保障点検活

動に取り組みました｡生存系共済や仕組み改訂のあった建物更生共済などの普及拡大に取り組んだ

結果､長期共済新契約については連続して目標達成することができました｡令和元年度から長期共済

と自動車共済推進ポイントの一元化を実施､タブレット型携帯端末機の活用によるペーパーレス・

キャッシュレス手続きの導入など､組合員ｊ|｣用者の利便性向上に取り組みました｡長期共済保有高に

ついては､保障ニーズが死亡保障から生存系保障に移行していることから､平成２８年度1 兆２５７億円

から９６０ｲ意円減少となり､令和元年度９,２９６億円となりました。

4｡ 高齢者福祉事業

JA らしさを活かした福祉事業を展開するため職員の資質向上を図り､安心･安全なサービスの提供に

よる利用者の満足度向上に努めました｡平成27 年度にオープンしたふあ～みんの里明石も運営を軌

道に乗せるとともに､ふあ～みんの里高砂の事業内容の充実に組織一体となって取り組んだ結果､平

成28 年度にはいずれの施設も満床となり､入居率は高く維持できています｡福祉事業総利益は平成

２８年度４億5 千万円から令和元年度5 億9 百万円(増加率12.1 ％)となり､デイふあ～みん加古川も併

せ､地域における高齢者福祉に貢献することができました。

5｡ 経営管理

自己資本充実のために利益準備金および任意積立金を積み立て､自己資本の充実､経営の健全化に努

めましたOまた組合員組織基盤の充実のため､組合員加入促進に取り組んだ結束､組合員数は令和元年

度61,051 名となり､平成２８年度より３,９７２名の増加となりました｡組合員資本についても20 億２

千万円増加し２７５億５千万円(増加率４．３％)､自己資本比率は13.２０％となりJA バンク基準である

８.０％を大きく上回っています｡また令和元年12 月､新ビルヘの本店移転を完了しました｡平成２７年

度に開始した事業分量配当を引き続いて実施できるよう剰余金確保に努めました。

JA 兵庫南は、『農業を基軸とした地域協同組合の実現』をメインテーマに掲げ､職員行動規範｢感謝･挑

戦･自律｣に基づき､常に感謝の念を持ち､何事にもチャレンジの姿勢を忘れず､自ら考え責任ある行動を

することを基本に､農業･JA をめぐる情勢と課題を認識し､IC 〕年後を見据えた第８次中期経営計画の基

本方針として次の3 つを掲げて取り組みます。

『JA 総力を挙げた持続可能な地域農業の発展』
消費者の信頼にこたえ､安全で安心な農畜産物を持続的･安定的に供給できる地域農業を支

え､農業者の所得増大､農業生産の拡大をめざします。

重点目標

①

②

③

④

販売力の強化

生産力の拡大

組合員の高齢化､労働力不足に対する取り組み

営農指導体制の確立･強化

『地域の活性化に貢献できる総合事業の展開』

支店･事業所､農産物直売所､高齢者介護施設等を拠点として､総合事業を通じたサービス提

供により､地域における生活インフラ機能の充実をめざします。

重点目標

①　次世代･若年層の組合員確保と関係の強化

②　組合員組織活動の活性化と連携強化

③　安心･安全で暮らしやすい地域社会の実現

『環境の変化に対応できる経営改革の実践』

内部統制の整備と管理体制の強化､および部門別損益を基本とした財務基盤の構築をめどし

ます。

重点目標

①　収益構造の再構築による安定した経営基盤の確立

②　営農径済事業の収支改善

②　業務の効率アップ

①　経営改革を実践するための人財育成と要員配置

⑤　業務運営に有効な内部統制の整備とリスク管理態勢の強化



Ⅳ.第８次中期経営計画重点活動項目

団 『JA 総力を挙げた持続可能な地域農業の発展』

消費者の信頼こ たえ 安全で安心な農畜産物を持続的安定的司共給できる地域農業を支Ｉ　　　　　
え､農業者の所得増大､農業生産の拡大をめざします。

重点目標 重点活動項目 具体的活動内容 担当部署

｜.販売力の強化

①米の販売数量の増加
顧客ニーズに合った品種の取り扱いによる販売の
拡大

営農経済部②販売方法の検討
新規販売取引先の開拓を含めた市場･契約･インシ

ョツプ(皿)での販売高増加

③農家出品品目の販売
力の強化

品質向上､イベント実施等による販売高の増加

2. 生産力の拡大

①市場出荷野菜作付面

積拡大の促進

収支モデル展示圃の検証､栽培説明会開催による

野菜指定産地品目の作付面積拡大

営農経済部
②生産性向上と生産コ

ストの低減

肥料集約銘柄､国産化成肥料オール14 の供給拡大

大型規格農薬を使用した水稲箱処理剤散布済み苗
の普及

③鳥獣害対策 行政と連携して支援を実施
営農経済部

総務部

④農業関連融資の充実 営農経済部と金融部の連携による実行額の増力口
営農経済部

金融部

3. 組合 員の 高 齢
化､労働力不足
に対 する 取り

組み

①営農組合の設立･法

人化および広域化

経営計画策定､経営診断および指導による設立･広

域化支援

営農経済部

②援農ボランティアの

取り組み
登録ボランティアの拡大

③農福連携事業の拡大 福祉事業所と農家のマッチング

④スマート農業への取

り組み

ドローンによる農薬散布

Ｚ-ＧＩＳ(注3)の研究と 実施検証

⑤遊休農地対策
㈱ふあ－みんサポート東はりま､営農組合､再委託
者部会との連携による遊休農地の減少

4. 営農 指導 体 制

の確立･強化
①営農指導体制の構築

営農指導員育成強化プランの策定と営農インスト

ラクター設置､営農指導員の育成
営農経済部

( 注２)

( 注３)

ショッピングセンターなどの売り場に比較的小規模の独立した売り場を設置すること。

圃場情報をインターネットの電子地図と関連ｲy↑けることで、効率的な農地管理を実現する全農の営農管理システム

犬 『地域の活性化に貢献できる総合事業の展開』

支店事業所農産物直売所高齢者介護施2等を拠点として総合事業を通じたサービ 提ｎ　　　　
供により､地域における生活インフラ機能の充実をめざします。

重点目標 重点活動項目 具体的活動内容 担当部署

1.次世代･若年層
の 組合 員確ｲ呆
と関係の強化

①食農教育活動の充実 ふあ～みん食農教育支援金活動への参加者増加

総務部

②次世代組合員確保の
ための取り組み

組合員メリットの発信による39 歳以下の組合員

獲得

ネットローン取り扱い拡大 金融部

利用者との接点増加に向けた休日訪問活動 共済部

③女性のJA 運営参 画
への取り組み

フレツシュミズ洽4)世代を対象とする講座の開設

および拡充
総務部

2. 組合員 組 織活
動の活 性化と
連携強化

①女性会活動の充実 目的別グループの増加

総務部②准 組合員の 意思反

映･運営参画の着実

な実践

利用者懇談会経験者を組織化し意見要望を運営に

反映

3. 安心･安全で暮
ら しや すい 地
墟社会の実現

①食の安心安全への取

り組み
自主的な残留農薬検査の実施 営農経済部

②資産形成及び資産運
用への取り組み

トータルアドバイザー(j15)の育成 金融部

③大規模自然災害への

備え

万全な損害調査･査定体制の構築に向けたJA 自然

災害損害調査員の育成
共済部

④福祉事業基本計画の

策定と実践
介護保険事業の方向性を踏まえての見直しを実施

福祉部

⑤機能訓練の充実
稲穂会と連携しての機能訓練の充実した通所介護

サービスの提供

(注４)

(注５)

おおむね５０歳くらいまで

組合員利用者の資産形成、管理 一運用、相続対策までサポートする総合アドバイザー



犬 『環 境 の変 化 に対 応 でき る 経 営改 革 の実 践 』

ｯ 響竹制の整備 管理体制の強化 お び部門別損益 基本 だ財務基盤の構築をめざ

重点目標 重点活動項目 具体的活動内容 担当部署

1.収益構 造の 再

構 築による 安
定し た 経営基

盤の確立

①市場環境を踏まえた
コスト管理による金

融共済事業の収益の
安定化

ライフサポートプランの実践､給与･年金振込口座

獲得等による個人貯金の増力[]

金融部農業地域への資金ニーズ対応と市場環境を踏まえ
た貸出金の増加

コスト管理の徹底による信用事業直接費の削減

契約構造の改善による付加収入の安定 共済部

②金融共済事業
渉外体制の見直し

総合的な提案型渉外活動の実施
金融部
共済部

人事部

③支店業務の効率化 営業店システム注6)導入に向けた支店･ATM の再編
金融部

総務部

2. 営農 経 済事業

の収支改善

①営農経済部門別損益
の改善

共通管理費配賦前の損益改善
営農経済部

ふあ～みんSHOP の運営形態の検討

②季節労働力の確保 繁忙期における応援体制の検討･実施
営農経済部
人事部

③営農関連施設の再編 米麦乾燥調製施設の整備 営農経済部

3. 業 務の 効率ア

ツプ

①本店事務処理の効率化 RPA(･7) システム導入による事務処理時間の短縮 総務部

②購買品受発注での省
力化

スマホ活用による｢ねつと購買システムﾄ8)｣の導入 営農経済部

③会議研修報告等での

ペーパーレス化

タブレット端末を使用しての理事会､常設委員会
の開催

総務部

4. 経 営改 革を 実
践 する た めの
人 財育成と 要

員配置

①支店機能強化や経営
管理の高度化を担う

コア人財の育成と適

正な要員配置

CDP(j19) の見 直 し

人事部本店､支店､事業所への適正要員数の算出および配

置

5. 業 務運 営に有
効な 内 部統制

の 整備と リ ス

ク管 理 態勢の
強化

①JA グループ内外か

ら信頼し得る有効な
内部統制の整備と運

用

環境変化に対応した内部統制の構築と運用 総合リスク

管理室子会社のリスク管理態勢の強化

規程､マニュアル等に準拠した監査の実施および

改善策の助言･提案 監査室

フォローアップ監査等で改善状況の検証

②JA 運営の弊害とな

る様々なリスクに対

応できる管理態勢の

強化

運用環境の変化に対応した信用リスク対策の強化

総合リスク

管理室マネーローンダリング､反社会的勢力排除等の管

理体制強化

(注６) 事務処理のデジタJﾚｲﾋによるお客様の記入負担の軽減、手作ご?t↑ 務減少による事務の堅確性向上を主な目的とする新たな支店運営の

形態

(注７) ロポアイック ープ[コセス ーオ　トメ ション:;j=叩 作業をパソコンで無人代行・自動化すること

(注８) 組合員がインターネットで購買品を発注できるシステム

(注９) キャリア・デベ[]ツプメント・プ[]グラム:JA 兵庫南中長期的人財育成プログラム

事業取扱高計画 (単位:百万円､ポイント､人)

項　目
令和元年度

実績

３ヵ年計画

令和２年度 令和3年度 令和４年度

信
用

事
業

Ｏ) 貯金 期末残高 ６４０,４０８ ６６４,４０８ ６８４,４０８ フ０４,４０８

(2) 預金 期末残高 ４フ１,６２４ ４９２,０００ ５０８,０００ ５２５,０００

(3) 貸出金 期末残高 １５９,０１７ １６２,２１７ １６２,フ1フ １６３,２１フ

(4) 有価証券 期末残高 ９,５８７ ８,０００ １０,０００ １３,０００

(5) 貯貸率 期　　末 ２４．８３％ ２４．４１％ ２３．フフ％ ２３．１フ％

共
済

事
業

(1) 長期共済新契約高(ポイント) １,フ１フ万PT １,４５０万PT １,４５０万PT １,４５０万PT

(2) 長期共済期末保有(ポイント) ２,６６６万PT ２,６３０万PT ２,６３０万PT ２,６３０万PT

(３)自動車共済掛金 ９１３ 8∠LO ８４０ ８４０

(４)長期共済期末保有高 ９２９,６５６ ８９５,０００ ８フ０,０００ ８５フ,０００

購
買

事
業

Ｏ) 生産資材供給高 ７９５ ８６０ ８６Ｂ ８８２

(2) 生活物資供給高 ３２０ ３８１ ３８３ ３６５

(３)農業機械供給高 ３４１ ３２０ ３２０ ３２０

合　計 １,４５８ １,５４２ １,５５２ １,５Ｇフ

璽
蛋

業

(1) 米麦販売品販売高 ９２フ ｜,０３０ １,０４０ １,０６０

(２)嗇果販売品販売高 ３６フ ３９０ ４００ ４２０

(３)畜産販売品販売高 ４３５ ２６９ ２８１ ２６４

(4) ふあ～みんＳＨＯＰ受託販売高 １,６０９ １,フ４２ １,８５０ １,９６０

(5) ふあ～みんＳＨＯＰ買取販売高 １７１ ２００ ２００ ２００

合　計 ３,５１１ ３,６３２ ３,７７１ ３,９０４

京
棄

Ｏ) 居宅介護支援計画

(加古川十高砂)月平均利用者
219.ﾌ 人 240 人 250 人 260 人

(2) 高齢者住宅入居(明石十高砂)
月平均利用者

１０６．４人 106.5 人 106.5 人 10 フ.5人

財務計画 (単位:百万円)

資産科目
３ヵ年計画

負債･純資産科目
３ヵ年計画

令和2年度 令和３年度 令和４年度 令和２年度 令和3年度 令和４年度

信用事業資産 ６６５,８１１ ６８５,２９フ フ０５,フ９６ 信用事業負債 ６フ０,２７８ ６９０,０５４ フ１０,３２８

現金 １フ30 １,９７６ １,９６２ 貯金 ６６４,４０８ ６８４,４０８ フ０４,４０８

預金 ４９２,０００ ５０８,０００ ５２５,０００ 借入金 １９ １３ ８

有価証券 ８,０００ １０,０００ １３,０００ その他 ５,８５１ ５,６３１ ５,９１１

貸出金 １６２,２１フ １６２フ1 フ １６３,２１７ 共済事業負債 １,９９５ １,９５２ １,９∠ｔｏ

その他 １,８６３ ２,６０３ ２,８１６ 経済事業負債 １,４フ９ １,４１９ １,４０９

共済事業資産 ２２ ２２ ２２ 雑負債 フ５９ フ１０ フ１２

経済事業資産 ｜,５５０ ｜,６９５ ｜,６４０ 諸引当金 ８２１ ８００ フ６３

雑資産 Ｂ０５ Ｂ０３ ５７８ 負債計 ６フ５,３３３ ６９４,９３５ ７１５,１５４

固定資産 ６,５４２ ６,５５８ ６,３４１ 出資金 ３,フ４０ ３,フ３０ ３,フ２０

外部出資 ２８,Ｇ６３ ２９,２４０ ２９,６９７ その他資本 ２４,２６１ ２４,８３２ ２５,２８フ

その他資産 １３９ ８０ ８５ 純資産計 ２８,００１ ２８,５６２ ２９,００７

資産計 ７０３,３３４ フ２３,４９７ フ４４,１６１ 負債･純資産計 ７０３,３３４ ７２３,４９フ ７４４,１６１



損益計画 (単位:百万円)

項　目 令和元年度実績
３ヵ年計画

令和２年度 令和３年度 令和４年度

事業総利益 ６,１３２ ５,９４８ ５,８フ1 ５,８８６

信用事業総利益 ３,３９５ ３,３４３ ３,２４８ ３,２４４
共済事業総利益 １,５２５ １,４１５ １,３９２ １,３８４

購買事業総利益 １８４ １９１ １９２ １９４

販売事業総利益 ３１１ ３２６ ３５０ ３６６

保管事業総利益 １１ ９ ９ ９

加工事業総利益 ４８ ５７ ５９ 引
利用事業総利益 １８０ １５４ １５５ １５８

農業経営事業総利益 ０ △１ △１ △１

有線放送事業総利益 ２５ ２３ ２３ ２３

福祉･介護事業総利益 ５０９ ５０５ ５１７ ５２１

指導事業収支差額 △６０ △７５ △フ６ △フフ

事業管理費 ５,５２８ ５,６３７ ５,４５５ ５,３９５

人件費 ４,０３９ ３,９９７ ３,８３６ ３,７７６
物件費 １,４８９ １,６３９ １,６１９ １,６１９

事業利益 ６０３ ３１１ ４１６ ４９０

事業外損益 ４３５ ３５７ ３４３ ３３５

事業外収益 ４フフ ４０３ ３９０ ３８２

事業外費用 ４２ ４６ ４７ ４フ

経常利益 １,０３９ ６６８ ７５９ ８２５

特別損益 △１５３ △フフ - -

特別利益 １６ - - -

特別損失 １６９ フフ - -

税引前当期利益 ８８５ ５９１ ７５９ ８２５

法人税住民税等 １２３ １６４ ２１１ ２３０

当期剰余金 ７６１ ４２６ ５４７ ５９５

その他計画 (単位:百万円、％､人)

自
己

資
本
造

成
計
画

項　目 令和元年度実績
３ヵ年計画

令和２年度 令和３年度 令和４年度

出資金 ３,ﾌ４９ ３,フ４０ ３,フ３０ ３,７２０

利益剰余金 ２３,８２５ ２４,０６０ ２４,４５７ ２４,９０３

利益準備金 ６,５２４ ６,７２４ ６,９２４ ７,１２４

任意積立金 １フ,３００ １フ,３３５ １フ,５３３ １７,７フ８

当期末処分剰余金 １,２２６ ８０フ フ９５ ８２１

(うち当期剰余金) （ﾌ引 ） (426) (547) (595)

処分未済持分 △１４ △１５ △１５ △１５

自己資本計 ２フ,５５９ ２フ,フ８４ ２８,１フ２ ２８,６０フ

経
営
指
標

自己資本比率 １３．２０％ １２．２７％ １２．００％ １１．７７％

固定比率 ３３６．９４％ ３６５．７６％ ３フ０．０９％ ３８６．９１％

貯貸率 ２４．８３％ ２４．４１％ ２３．７７％ ２３．１フ％

貯証率 １．４９％ １．２０％ １．４６％ 1.84 ％
不良債権比率 ０．３フ％ ０．３２％ ０．３１％ ０．３０％

錯節

正組合員 １４,１２４人 １４,０３０人 １３,９５５人 １３,８８０人

准組合員 ４６,９２ﾌ人 ４８,２２５人 ４９,５２５人 ５０,８２５人

合　　計 61,051 人 ６２,２５５人 ６３,４８０人 ６４,７０５人

要
員

計
画

正職員 ３９４人 394 人 390 人 ３フO人

福祉正職員 ４ﾌ人 52 人 56 人 60 人

契約職員 ３４５人 ３５４人 350 人 360 人

ｎ　　 計 ﾌ8G 人 ８００人 ﾌ9G 人 790 人
備考:期末退職者は含みません。
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