
改正農協法（平成２８年４月）の施行を受け、現在 ＪＡふかやでは、「農業者の所得増大」・

「農業生産の拡大」・「地域の活性化」を基本目標として中期３か年計画（平成２８～３０年度）

を策定し、“自己改革”に取り組んでいます。 ここまでの取り組み状況をお知らせします。



● ＪＡが農業者の所得向上に向け、「農産物の有利販売」と「生産資材の有利調達」に最重点を
置いて運営するよう、組織の見直しを含めた自己改革を促すものです。

● 「農協改革」が目指す農業・農村所得の増大に向けて、従来の「組合員及び会員のために最大
の奉仕をすることを目的にする」に加えて、「農業所得の増大に最大限の配慮をしなければな
らない」ことが明記されました。
併せて、ＪＡは的確な事業活動で高い収益性を実現し「組合員への還元（事業利用分量配当）」
と「将来への投資に充てる」ことが明記されました。
（これまで、ＪＡは「営利を目的としてその事業を行ってはならない・ＪＡは利益を上げては
ならない」とされていました。）

理事構成：過半が認定農業者等に
● ＪＡの理事構成については、原則として過半数が「認定農業者または農産物販売・法人の経営
などに関し実践的な能力を有する者」でなければならないとされました。

※ＪＡふかやでは、理事３４名中 27名（79％）が「認定農業者・実践的な能力を有する者」となって
おりますので、農協法による理事の構成要件を満たしております。 （平成２９年６月改選）

准組合員の利用規制
● 准組合員の利用規制の在り方については、法律施行日から５年間、正・准組合員の利用実態や
農協改革の実行状況の調査を行った上で検討し、規制を導入するかどうかも含めて結論を出す
ことになりました。

改正農協法（平成２８年４月１日施行）について



「農業者の所得の増大・農業生産の拡大」への挑戦「農業者の所得の増大・農業生産の拡大」への挑戦

「農業者の所得増大」の考え方 消費者・市場への販売拡大の取組 例

◎トップセールスへの参加
県知事・市長・ＪＡ組合長・連合会々長等々が 卸売り
市場にてＪＡふかや産・県内産農産物をＰＲするイベン
トに参加し販路並びに販売量の拡大に努めています。

◎ＪＡグループ埼玉・農畜産物商談会への参加
連合会主催の商談会に出店して、業者及び消費者に直接
説明する事で、販売拡大とＰＲに努めています。

◎ＪＡふかや販売促進キャンペーン隊の活動
ＪＡふかやの生産者・職員等で組織するキャンペーン隊
が、年間約５０回スーパーやイベント会場等で消費者に
地元農産物を説明・販売する事を通じて、地元農産物の
PR強化を図っています。
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ケールの契約栽培 キャベツの契約栽培

「農業者の所得増大・農業生産の拡大」の取り組み状況

6次産業化への取り組み
（地元農産物を使用した商品開発）

・夏ケール（初年度）
・秋冬ケール（3年）
18名 ・2ha
で栽培してます。

新たな作物の取組 例

・キャベツ 9名 5.23ha
・赤キャベツ 6名 1.17ha
で栽培してます。

・6.4haのうち、3haはH29年度
の新規取り組みです。

ＪＡふかやの農産物直売所・
営農経済センター等で販売中

●とん汁(ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲ)
深谷ねぎ・彩の国黒豚使用

●みそ汁(ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲ)
深谷ねぎ・ほうれん草使用

「とろとろ茄子」です。
寄居町の特産品を目指し
ています。

取り扱い時期は7月頃～９月末頃。
ＪＡふかやの寄居・用土・男衾の各農産物
直売所ほかで取扱予定です。



直売所生産部会対象
栽培講習会

専門家による各種
講習会を開き、生産
者のレベルアップを
図っています。

土壌診断の実施

土壌成分は圃場
によって大きく違
います。土壌診断
で農作物にあった
施肥対応等の指導
に役立てています。

「農業者の所得増大・農業生産の拡大」の取り組み状況「農業者の所得増大・農業生産の拡大」の取り組み状況

営農指導

インターネット販売

「産地直送便」の
取組みもしています。

写真はトウモロコシ

営農指導風景

ＪＡでは、生産者
のところに出向いて、
相談を受けたり、営
農指導を行っており
ます。



米の地域内流通取引の拡大
（平成29年度）

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

出荷された「特別栽培米」
は全量農産物直売所で販売を
しています。
（一部未取扱店舗有）

・販売量 約28㌧
・作付面積 約9ha
（農家自家消費分等も含む）

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

「 主食用米直接販売 」
管内販売量 約185㌧

「 飼料用米 」
管内販売量 約132㌧

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

このように「米の地域内流通
取引の拡大」に努めています。

水稲栽培講習会開催 農業経営支援の一環
青色申告会（会員数620名）

Ｅ－ｔａｘ申告

記帳指導会

「農業者の所得増大・農業生産の拡大」の取り組み状況「農業者の所得増大・農業生産の拡大」の取り組み状況

圃場での講習会

講 習 会 風 景



㈱ふかやアグリサービス
（ＪAふかや100%出資型農業法人）を設立しました。

平成29年
10月

この農業法人の設立は、農業の担い手が不足する地域において
①地域農業の生産維持・発展 ②地域農業の補完的役割 ③将来的に新規就農者等の受入・研修及び新たな
担い手の創造等の、取り組みを行うために設立しました。

開設して３ヶ月半（30年1月中旬現在）ですが、下記のような取り組みを進めています。

受委託形態 件数 面積 単位：㎡ 圃場形態 面積 単位：㎡

耕転 4 4,792 田 20,501
保全草刈 5 10,890 畑 10,391
稲刈り 6 15,210
計 15 30,892 計 30,892

お問い合わせ先： 本店 営農経済部 ☎574－1159（営農企画課）
※受託するにあたり、諸条件等がありますので、先ずはお電話でご確認ください。

受託作業 農業経営へ参入

加工用玉葱生産開始
約１ｈａ作付



肥料の価格値下げにチャレンジ
化成肥料製造の課題

●代表的な化成肥料の製造量は２５年前の三分の一で、
銘柄は1.5倍に増えています。
このことが、コスト高の要因のひとつとなっています。

●銘柄と工場の絞り込み。
・全国約400銘柄から17銘柄に集約。1銘柄あたりの生産量が増加。
・製造工場を集約し、集中的大量生産の実現。
●事前予約数量を背景にした無駄のない製造と強力な交渉
・事前予約で積み上げた数量を背景に交渉力の強化。
・事前予約数量を基に無駄のない製造の実現。

対応策

対応の一例
１．高度化成ｱｸﾞﾘﾌﾗｯｼｭ444の当用価格の大口条件設定→「予約・100袋・自己取り」の場合
一袋1,238円（消費税別）とした。※この他の条件もあります。

２．除草剤の値下げ → ①ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ5.5L②ﾀｯﾁﾀﾞｳﾝ6Lを約7％値下げしました。
（上記、価格及び条件は平成29年12月現在のものです。）

※価格及び条件は期間限定です。詳細につきましては、北部営農経済ｾﾝﾀｰ（℡501-8388）・
南部営農経済ｾﾝﾀｰ（℡580-3211）へお問い合わせください。尚、価格及び条件は随時変更に
なりますので、予めご了承ください。

営 農 資 材



地域の活性化への貢献 ＪＡふかやでは、組合員と地域の皆様のくらしとニーズに対応し、
住みなれた地域での助け合いを軸に活動を展開しています。

食農教育を推進しています。
折原小学校：梅収穫

川本南小学校：田んぼアート

女性部活動を支援しています。
マイルド

バレーボール大会 文化発表会

収穫 選別

常盤小学校：田植えと稲刈り

女性大学 料理講習会



ＪＡ共済アンパンマン交通安全キャラバン

ＪＡでは、共済事業の一環としてお子様に分かりやすく
交通安全を学んでもらうイベントを実施しています。



（グリーフサポート）「追悼：花のｺﾝｻｰﾄ」は、ＪＡふかやの葬祭
事業をご利用（Ｈ２６・２７年度とＨ２８年度前半）のご家族を
対象に、Ｈ29年２月に開催いたしました。

事業関連イベントの実施例

ＪＡふかやでは、事業関連イベントを各種開催してます。下記の写真は、葬祭事業関連のイベント
「花のｺﾝｻｰﾄ・人形供養祭・終活セミナー」です。それぞれ、多くの方のご参加を頂いております。

終活セミナー

人形供養祭

写真は「アグリホールかごはら」



組合員の意識の調査について
ＪＡふかやでは、ＪＡ活動に組合員の皆様のご意見ご要望を反映させるため、
アンケートをさせていただきました。皆様のご協力に感謝申し上げます。
対象：正組合員

・実施時期：平成28年 2月
・配布数 6,994通
・回答数 4,382通（回答率 62.6％）

対象：准組合員
・実施時期：平成29年 7月
・配布数 2,100通【無作為抽出】
・回答数 743通（回答率35.4％）

ＪＡの相続事前サポート

（遺言書の作成など、事前対策のご相談）

ＪＡの相続発生後サポート

（遺産分割、相続税の申告等のご相談）

ＪＡの葬儀相談や各種セミナー開催

（葬儀相談～法事・仏壇・墓石/終活ｾﾐﾅｰ・相続ｾﾐﾅｰ等）

※事前相談や各種セミナーは開催日時・場所等を指定させて頂く場合がありますので、

予めご了承ください。

お問合わせ先：最寄りのＪＡふかやの支店窓口へ

（平日9：00～16：00）

組合員の「相続支援サービス」を始めました。

意識調査の実施


