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●●ごあいさつ

令和３年度は、新型コロナウイルス(以下,「新型コロナ」という。)が引き続き世界的に感染

拡大するなか、国内でも第４波～第６波の流行拡大が見られ、２回の緊急事態宣言や２回のま

ん延防止措置が発令され、新型コロナに翻弄された年度となりました。特に第５波収束以降の

年末年始の景気回復基調に期待が持てましたが、オミクロン株による第６波の流行、特に県下

でも感染者の増大が顕著となり、先送りとなってしまいました。

このような厳しい状況の下、世界的にはコロナ危機による落ち込みからの回復により、輸出

の持ち直し傾向が続くなか、国内経済ではオリンピック需要も新型コロナ第５波の影響で縮小

し、さらにロシアのウクライナ侵攻による資源価格の上昇や物流コストの上昇で、個人消費は

厳しい状況下にあります。

一方、農業を取り巻く情勢は、資材価格の上昇懸念をかかえてはおりますが、コロナ禍にお

ける生活様式の変容がもたらした農産物需要の変化に対する対応、また、働き方の変容による

農業への見直し機運の上昇等により就農機会の増大などが期待されます。

このようななか、当ＪＡは、一昨年行った店舗の集約・移

転の効果を発揮する年度となり、コロナ禍の影響も加味した

事業改革を引き続き行ってまいりました。輸出の減少などで

厳しい状況が続く搾汁関係や米の単価安による販売高の減

少など懸念材料もありましたが、客単価の増加による産直市

の売上増加は大きな支えになりました。

令和３年度事業は、年度を通じ新型コロナの影響を大きく

受けましたが、役職員が一丸となり各事業の目標完遂に向け

精一杯取り組んだ結果、当初計画に沿った事業利益を確保す

ることができました。これもひとえに組合員の皆さまや地域

の方々の多大なるご理解とご協力の賜物であり衷心より感

謝申し上げます。

●●経営理念
ＪＡ東とくしまは、ＪＡ運営の基本にたち、組合員の皆様をはじめ

地域住民の皆様方とともに歩み、そして地域と共生するＪＡたるため、

農業振興の着実な実践を核とした事業展開を行います。

１．農業振興を基本とした事業展開

２．地域と共生し、地域と共に歩むＪＡ

３．現場力の強化

４．女性の感性を活かしたＪＡ運営

５．創造的自己改革の実践

令和４年７月

東とくしま農業協同組合

代表理事組合長 荒井 義之
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●●経営方針（リレバン）

ＪＡ東とくしまは、平成 27 年度より、組合員との徹底した対話に基づいて、「農業者の所得

増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」を基本目標とする創造的自己改革の実践に全力で取

り組んできました。

これまでに自己改革として、給油所の統廃合によるセルフ化及びガス事業と一体化した燃料

サービスを株式会社化、産直市の新設整備、大型精米プラント並びに米粉拠点施設及び胚芽米

施設設置、香酸柑橘の大型搾汁施設設置、購買部門の統合と物流の合理化・生産資材店舗の設

置・経済渉外員の配置による三位一体改革、米の全量買取販売の実施、無農薬米・特別栽培米・

ネオニコフリー米の生産拡大、ＪＡ主導によるオーガニックエコフェスタの継続的開催、リー

スハウスの設置拡大、金融共済店舗統廃合の実施、「みはらしの丘あいさい広場」での地域食農

交流の拠点化等に取り組んできました。

この結果、平成 30 年度に実施した「ＪＡの自己改革に関する組合員調査」等において、多く

の正組合員から、一定の評価と自己改革への一層の期待、多くの准組合員から、総合事業の必

要性や地域農業の応援したいとの声をいただくことができました。

今後とも、ＪＡ東とくしまは、地域になくてはならないＪＡであり続けるため、自己改革の

実践を支える持続可能な経営基盤の確立・強化とともに、組合員との対話を通じ、総合事業を

基本として「不断の自己改革」に取り組んでまいります。

●自己改革を実践するための具体的な方針

１ 訪問活動や座談会を通じた「担い手との対話」を原点としてニーズを的確に把握します。

２ 「農業者の売上増加・コスト低減」「みどりの食料システム戦略」につながる農作物栽培

の取り組みを強化・推進するとともに、スマート農業の研究・実践をはかり、省力・低コ

スト化による農業生産の維持拡大と農業者の所得増大の実現を目指すとともに、「地域の活

性化」にも取り組みます。

・担い手経営体や中核的担い手などを対象として、次のことに取り組みます。

ア．主力品目野菜の契約取引の拡大

イ．高付加価値の米栽培の拡大

・中核的担い手や多様な担い手などを対象として、次のことに取り組みます。

ア．産直市の会員拡大による売上げ増加

イ.多品目少量生産・周年出荷体制の確立

・必要とする全ての者を対象として、次のことに取り組みます。

ア．銘柄集約肥料の取扱拡大

イ．資材コストの低減

・「地域の活性化」に向けては、次のことに取り組みます。

ア．ＣＳＡ協議会の増強

イ．市民農園の利用者増大

３ 改革の取り組みと成果について対話等を通じて評価を把握し、次の改革につなげること

で、ＰＤＣＡサイクルを回し、不断の自己改革を着実に実践します。

●自己改革の実践に向けた組合員の意思反映

自己改革の実践にあたって、改革の評価の把握に向けた正組合員との対話や地区別座談会

の開催のみならず、地域に根ざしたＪＡを目指し生産者や消費者の垣根を超えた地域支援型

農業(ＣＳＡ)の開催や広報誌の作成・配布によるＪＡ運動の啓蒙活動に加えて、「農業や地域

経済を正組合員とともに支える組合員」「地域における農業振興や地域活性化の応援団」と位
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置づけて創設した准組合員モニター制度を通じ、ＪＡの開催するあらゆる行事への参加や事

業の利用を通じて、アンケート並びに全体会議を開催し、その状況を理事会へ報告すること

によりＪＡ運営の意思反映へ向け実践いたします。さらに、レジ袋の有料化、フードバンク

への提供や子供食堂による食品ロス削減、貸し農園の利用者拡大等によりＳＤＧｓへの取り

組みを促進いたします。

このことにより、ＪＡ事業の理解と利用拡大に努め、農業者の所得増大や地域の活性化に

繋げるよう取り組みます。

●自己改革を支える経営基盤の確立・強化の取組みについて

当ＪＡ管内では、農業従事者の減少・高齢化をはじめ、地域人口の減少が顕著化しており、

労働力不足が肌で感じられるようになってきました。また、信用事業でも長期にわたる超低

金利政策の影響等から収益減少が見込まれ、自己改革の実践にあたっては、経済事業との連

携をさらに強化することが課題であります。

こうした情勢のなか、ＪＡ東とくしまでは、収支シミュレーションにより抽出された課題

に対応して、経済事業を中心とした令和３年 12 月開催の『ＪＡ東とくしま農業振興大会』に

おける「地域農業３ヵ年計画」を着実に実践することとしています。この計画では、米の買

取販売を含めた販売事業において 37 億円を、産直事業においては 28 億円を、合計 65 億円

を、また、購買事業においては、13 億円を目指す計画をたてています。

とりわけ、上記計画の実践にあたって、農家視点で課題解決し、横串プロジェクトでイノ

ベーションを進める必要があるため、担い手農家・農政協議会・フレッシュミズ・土地改良

区・有機並びに特別栽培米生産農家・行政機関・ＪＡ役職員等の各代表約 30 名で構成する

「新世紀地域農業振興戦略会議」（令和３年９月設置）により進めていくこととしています。

こうした事業伸張や効率的な施設運営を通じた費用削減等により、健全で持続性のある経

営に取り組んでまいります。

●●経営管理体制

当ＪＡは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構成される「総代会」

の決定事項をふまえ、総代会において選任された理事により構成される「理事会」が業務執行

を行っています。また総代会で選任された監事が、理事会の決定や理事の業務執行全般の監査

を行っています。組合の業務執行を行う理事には、各地区から推薦された地域代表理事とあわ

せ、幅広い知識と経験を有した実務精通理事・女性枠理事制度を採用しています。また信用事

業については専任担当理事を置くとともに、農業協同組合法第 30 条に規定する常勤監事および

員外監事を設置し、ガバナンスの強化を図っています。
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●●事業の概況
◇事業の全般的概況

令和３年度は、新型コロナウイルス(以下,「新型コロナ」という。)が引き続き世界的に感

染拡大するなか、国内でも第４波～第６波の流行拡大が見られ、２回の緊急事態宣言や２回

のまん延防止措置が発令され、新型コロナに翻弄された年度となりました。特に第５波収束

以降の年末年始の景気回復基調に期待が持てましたが、オミクロン株による第６波の流行、

特に県下でも感染者の増大が顕著となり、先送りとなってしまいました。

このような厳しい状況の下、世界的にはコロナ危機による落ち込みからの回復により、輸

出の持ち直し傾向が続くなか、国内経済ではオリンピック需要も新型コロナ第５波の影響で

縮小し、さらにロシアのウクライナ侵攻による資源価格の上昇や物流コストの上昇で、個人

消費は厳しい状況下にあります。

一方、農業を取り巻く情勢は、資材価格の上昇懸念をかかえてはおりますが、コロナ禍に

おける生活様式の変容がもたらした農産物需要の変化に対する対応、また、働き方の変容に

よる農業への見直し機運の上昇等により就農機会の増大などが期待されます。

このようななか、当ＪＡは、一昨年行った店舗の集約・移転の効果を発揮する年度となり、

コロナ禍の影響も加味した事業改革を引き続き行ってまいりました。輸出の減少などで厳し

い状況が続く搾汁関係や米の単価安による販売高の減少など懸念材料もありましたが、客単

価の増加による産直市の売上増加は大きな支えになりました。

令和３年度事業は、年度を通じ新型コロナの影響を大きく受けましたが、役職員が一丸と

なり各事業の目標完遂に向け精一杯取り組んだ結果、事業総利益が 1,248,942 千円、事業利

益が 48,953 千円、経常利益が 143,499 千円、当期剰余金が 95,326 千円と当初計画に沿った

事業利益を確保することができました。これもひとえに組合員の皆さまや地域の方々の多大

なるご理解とご協力の賜物であり衷心より感謝申し上げ、以下各事業についてご報告申しあ

げます。

◇営農指導事業

令和３年度についても、極端な気象条件のなか、早期水稲の収穫期に長雨等が影響し作業

が集中しましたが、気温低下によって刈り遅れの問題はあまりなく、平年に比べ収量は落ち

ますが高温障害の影響は少なくすみました。反面、大豆は播種後の乾燥、生育期の長雨の影

響を受け全国的に品質は良くない年でした。また温州みかん、早生・普通温州ともに収量の

少ない裏年でありましたが、９月以降の好天もあり品質は平年並みまで回復しました。この

ようななか、経済渉外員と営農指導員、販売担当の連携の元、関係機関との連携をとりなが

ら事業展開をはかりました。

【 担い手支援と地域農業の育成 】

コロナ禍のため、研修会・交流会の実施は見送り、コロナ関連の助成金・補助金・燃油価

格高騰対策事業が、国・県・市町等から実施されたので、その周知・情報提供を行いました。

ＪＡが事業主体や支援機関となり、各種助成金・補助金を利用した経営改善がはかられるよ

う事業申請等相談・受付等の事務をおこないました。

経営所得安定対策制度等への取組を支援・推奨し水田経営の安定に取組みました。

確定申告に対する支援のなかで、青色申告農家への支援を実施しました。
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【 技術指導 】

１）水稲部門

品質の高い米の生産のため、有機物資材の投入による低コスト・高品質・多収穫栽培技

術を取り入れた特別栽培米を推進しました。

また、飼料用米の推進や水稲・麦・大豆の複合経営を推進し、経営所得安定対策を活用

しました。

２）野菜部門

水田経営を活性化するため、複合経営として露地野菜の推進に取組みました。

○おくら・菜の花・ブロッコリー・カリフローレ・サトイモ等の露地野菜の栽培を推進し、

複合経営で農家経営の安定化をはかりました。

○施設野菜（きゅうり・いちご等）については、県農業支援センターや関係機関と連携し、

天敵昆虫の導入をはじめ、省力化・高品質のための技術指導を行いました。

○残留農薬問題では、農薬使用履歴の事前提出の徹底と確認を行うとともに農薬使用ポイ

ントについて資料提供を行い安心安全な農産物の提供という基本理念の意識付けを行

いました。

○初心者向けに月１回の園芸教室をあいさい農園で開催するとともに、貸し農園を開設し

農作業の実践を通じて農業のファンづくりの増加に努めました。

３）果実部門

温州みかん・すだち・ゆず等の柑橘類については、各種の優良系統へ改植を推進しまし

た。

※新植実績 85a 改植実績 222a（18 戸 34 園 温州みかん・すだち）

また、高品質果実生産を推進するため、隔年結果対策・浮皮軽減対策や施肥改善の指導

を行いました。

ハウスすだちでは、天敵昆虫導入による省力高品質栽培の取組が増加しています。

４）花卉・花木部門

花卉・花木・彩・四季の華等については、各関係機関と連携し品質向上・有利販売に努

めました。

５）畜産部門

阿波牛ブランド化をはかるため、品質の高い肉牛生産を推進するとともに、経営の適正

化を啓蒙しました。

【 生活指導 】

〇住みよい地域社会づくりをめざし女性部仲間づくりに取り組み、学習を通じたアクティブ

メンバーシップに取り組みました。

〇地域の人に食の大切さ、農の役割、豊かな暮らしを伝えられるよう「家の光」三誌や「農

業新聞」の加入促進と学習に取り組みました。

〇「ＪＡ健康寿命 100 歳プロジェクト」の運動分野として、「ＪＡ女性部ウォーキング大会」

を開催いたしました。新型コロナウイルスの影響が続く中でも、健康増進に役立てていた

だけました。また、助け合い組織による「地産地消弁当」をお配りし、健康づくり、絆づ

くりに取り組むとともに、ＪＡへの理解促進をはかりました。

〇持続可能な社会を築く目標である SDGｓを理解し、意識して「子供食堂」などの活動に取

り組みました。

〇アグリカルチャセンターでは、親子参加型料理講習会や食農教育講習講座など「食」と「農」

の地域のコミニュティの場として活動に取り組みました。
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◇信用事業

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が徐々に緩和され、経済社会

活動が正常化に向かうなかで、地域金融機関の多くが長引く低金利政策による収益の落ち込

みや人口減少等による市場縮小を見据えた対応などから、経費削減や経営統合等規模拡大を

模索し生き残りをかけた攻勢に出るなか、個人顧客獲得競争は一段と熾烈を極めてまいりま

した。当ＪＡでは持続可能な社会の実現・経済事業との連携強化により、個人貯金増強や農

業資金への的確な対応など顧客基盤の拡充に全力を傾注するとともに、収益確保にも努めま

した。

[景気動向]

ロシアのウクライナ侵略を受けて、原油・穀物などの一時産品価格が急騰したほか、西

側諸国がロシアに厳しい経済制裁を課し、ロシアもその報復措置をとるなど、世界経済に

新たな障壁が立ちはだかりました。日本はロシアとの直接的な貿易取引は小さいものの、

欧州のエネルギー問題、資源・エネルギー高やインフレ加速、それらに対する主要国での

金融政策対応など、先行き不透明感が一段と高まりました。日本の経済は、オミクロン株

によるコロナ感染「第６波」によってサービス消費が再び落ち込むなど景気の足踏み感が

強まったが、３回目のワクチン接種も順調に進んでいることから、徐々に国内景気の改善

が強まりました。

[金融動向]

インフレが加速している欧米各国の中央銀行では金融政策の正常化を始める動きが散

見された。一方、１％弱の物価上昇にとどまっている日本銀行は大規模な金融緩和を継続

する方針を崩していない。３月に開催された日銀の金融政策決定会合では「長短金利操作

付き量的・質的金融緩和」の継続が決定されました。日銀総裁は、現状のようなコストプ

ッシュ型のインフレは持続性がなく、家計の実質所得の減少や企業収益の悪化を通じて、

日本経済に悪影響を与えるとし、持続的・安定的な物価上昇をめざして強力な金融緩和を

粘り強く続けていくことが適当との見解を示している。

[市場動向]

2022 年に入り後、米国の利上げ開始が現実味を帯びてきたほか、その後利上げも想定以

上に速いペースになることが意識され、米国長期金利につられる格好で国内長期金利は上

昇を強めました。日経平均株価は一時 29,388 円台まで上昇する場面もあったが、オミクロ

ン株による加速度的な感染拡大、さらにはインフレ加速に直面する米国の金融政策の正常

化が想定よりペースアップするとの警戒が広がったほか、２月以降はウクライナ情勢が緊

迫化、原油などが急騰したことから、３月上旬にかけて続落、一時 24,000 円台まで下落し

ました。その後、原油価格が一旦急落したほか、円安傾向が強まったこともあり、株価は

持ち直しに転じましたが、先行きの不透明感はより強まりました。

【 貯金・為替 】

個人貯金を中心とした組合員等利用者の利用拡大をはかるとともに、新規顧客や次世代・

次々世代との取引機会の拡大に取り組み、若年層口座増強や給振・年金口座の継続的獲得運

動を展開し、安定した資金の確保に務めました。また、恒常的推進活動に加え、特別推進運

動期間を設けＪＡ独自商品の定期貯金・定期積金の推進を行いました。その結果、定期貯金

（新規）5,138 百万円､定期積金（給付契約額）397 百万円の獲得実績により、個人貯金残高

は 85,783 百万円(前年対比 100.7％)、年度末貯金残高は 100,159 百万円（前年対比 102.0％）

となりました｡なお、個人貯金の増強の要となる年金指定口座の獲得推進をおこないました

が、年金友の会会員数は 5,161 名(前年対比 98.0％)となりました。
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【 貸出金 】

融資専任担当者を核とした出向く体制を構築し、農業者への定期的な訪問活動によりニー

ズを掘り起こし、金融をはじめとした各種サービスの提供、助言サポート等の農業・地域の

成長支援の強化に努めました。また、住宅ローン・マイカーローンを中心とした生活資金ニ

ーズに的確に応えうる渉外活動なども行いましたが、ＪＡローン残高は 3,507 百万円（前年

対比 95.7％）、貸出金残高では 5,840 百万円(前年対比 95.3％)となりました。

◇共済事業

令和３年度は、ＪＡ共済３カ年計画の最終年度として、重点実施事項の総仕上げと次期３

カ年計画を見据えた新たな推進戦略を準備・試行し、ひと・いえ・くるまの総合保障の提供

活動を展開しました。

また、医療共済の仕組改訂のご案内を通じて「ひと保障」クロスセルの取組強化やコロナ

等をふまえた３Ｑ訪問活動による契約者フォロー活動を実践し、次世代・次々世代との接点

拡充とＪＡファンづくりに向けた活動に取り組みました。

結果、共済事業新契約実績は、自主目標である 2,801,000 ポイントに対し 2,384,462 ポイ

ント(達成率 85.1%)、県基準目標については、達成率 76.5%と残念ながら未達成に終わりまし

た。

短期共済については、スマイルサポーター(窓口担当者)による自動車共済グレードアップ

への取り組み、傷害共済一斉推進への取り組みなど、複合ＬＡ・窓口が一体となって事業展

開を行いましたが、コロナ禍による各種イベント等の中止等の影響により、短期共済全体で

の契約件数は計画対比 88.8%、共済掛金は計画対比 91.3%といずれも計画達成には至りません

でした。

＜令和３年度支払共済金の内訳＞

○満期等の共済金 ３３９,８３３万円

○死亡等の共済金 ４８,２６７万円

○建物等の共済金 ４,２５８万円

○交通事故等の共済金 １６,２３７万円

合 計 ４０８,５９５万円
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◇購買事業

令和３年度は前年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が制約

され、インバウンド需要の減少や、外出自粛に伴うサービス消費の落ち込みなど、大きな影

響を受けました。一方で、新しい生活様式への移行のなかで内食需要が伸びるなど、消費行

動は大きく変化いたしました。

農業現場では、高齢化や後継者不足などの要因により農家戸数の減少、耕作放棄地の拡大、

生産基盤の弱体化が加速するなど危機的な転換期を迎えています。

このような環境のなか、購買事業は経営３カ年計画の最終年度として、自己改革の実践を

通して、生産資材価格低減による農業所得向上・グリーン店舗の活性化・出向く体制の定着・

経営基盤の強化に組織を上げて取り組みました。

生産資材部門については、国際的な穀物需要の高まりから肥料原料価格の高騰・原油価格

の高止まりによる製造・物流コストの上昇など生産現場への影響は大きく、全農・各仕入先

と連携し安定供給を基本として価格抑制に物流センターを中心として取り組みました。

生活物資部門については、食の安全・安心や健康・エコに消費者の関心が高まるなかで、

組合員・利用者の皆様の目線に立った店舗作りに取り組みました。

令和３年度の購買供給実績につきましては、組合員の皆様のご理解・ご協力をいただき、

取扱高は 1,180 百万円、計画対比 88.4％（前年対比 94.9％）の実績となりました。

【 生産資材部門 】

肥料・農薬・生産資材は、資材原料価格が上昇するなか、水稲・柑橘の春肥は早期取引

を実施し価格抑制を行いました。また品目集約によるロット拡大をはかり、仕入先との徹

底した価格交渉と入札・見積制度を駆使した仕入コスト削減を行い、予約推進強化に取り

組みましたが計画を下回りました。

飼料は、肥育農家の高齢化が進むなか、世界的な穀物需要の高まりから輸入穀物・粗飼

料が高騰を続け経営環境は厳しさを増しました。

生産資材部門の取扱高は 937 百万円で計画対比 91.0％（前年対比 97.0％）の実績とな

りました。

【 生活物資部門 】

食品・生活は購買年間推進計画に基づき、当ＪＡオリジナル商品である｢ゆこうどりん

く｣｢いろどりぽん酢｣とＪＡこだわりセレクション｢旬鮮倶楽部｣は、重点推進品目と位置

づけ全職員による推進を行いました。またグリーン店舗ではエーコープ商品・日用雑貨な

ど、店舗販売強化に取り組みましたが実績は伸びなやみました。

住宅は全農及び指定業者と連携し新築やリフォーム物件の掘り起こしなど、継続的な推

進・提案活動によるシェア拡大をはかりました。

生活物資部門の取扱高は 107 百万円で計画対比 80.6％（前年対比 92.8％）の実績とな

りました。

【 農機共同事業体運営 】

農機協同事業体は、全農と連携した「紙上」展示会など積極的に事業展開いたしました

が、米価の低迷による農業機械への投資意欲の低下などが影響し計画を下回りました。

農機協同事業体の取扱高は 135 百万円で計画対比 78.8％（前年対比 83.6％）の実績と

なりました。
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◇販売事業

本年度の栽培環境は、夏場の長雨等の影響した極端な気象条件のなか、米の収穫量は例年

並みでありました、一等米比率は低い状況で推移しました。野菜類は、安定的な日照量に恵

まれ生産量は、ほぼ前年並みとなりました。

近年の異常気象や農業従事者の高齢化の進むなか、市場流通を主体に直接販売にも積極的

に取り組みましたが、秋冬野菜は、年明け以降全体的な農産物の増収とコロナ禍の影響から、

主に業務用に関わる品目の販売単価が伸び悩み本年度の販売高は、2,853 百万円となり計画

対比 81％と厳しい実績となりました。

また、労働力不足から生産量が減少傾向にあり、市場競争力やブランド力の低下が懸念さ

れるなかで、農産物の集約と効率化を推進し、周年を通じて占有率の向上と販売力強化に努

めました。

【 米 】

徳島県の３年産主食用作付面積は需給環境の改善等から 9,980ha、作況指数 98?で作柄

は 10a 当たり収量 462kg、収穫量 46,400 トンと公表されました。

当ＪＡの令和３年度集荷数量は、139,465 袋（前年比 101.6％）となりました。５月下旬

から６月の低温、また、８月の収穫期前からの台風に続く長雨による収穫の遅れ、９月中

旬の台風により倒伏等、収穫量の減少に加え、１等比率は長雨等の影響による品質低下は

ありましたが 55.3％（前年同期比 46.9％）となりました。

販売環境は、主食用米の生産過剰、コロナ禍等消費量の大幅減少による過剰在庫未解消

など厳しい状況が依然続いております。買取販売７年目として、生産者メリット還元をは

かるべく集荷・販売事業に取り組みました。また、過剰在庫抑制のため全国的に強化され

た飼料用米作付転換など推進し需給改善への取組も行いました。

【 野 菜 】

施設野菜の胡瓜は、新規就農者の獲得と家庭消費増大により、数量、単価ともに昨年並

みに推移しました。

露地野菜は、オクラの販売は、８月の長雨の影響により数量減、単価安となり計画を下

回る結果となりました。秋冬野菜のブロッコリー、カリフローレ、菜の花は、消費者に人

気の作物であり若干単価は低かったが、有利販売することができました。筍は、集荷体制

の統一をはかり、生産者の所得向上に努めました。

【 果 実 】

促成いちごは、年明け以降の生産量が伸び悩むなか３支所の集荷の統一をした結果、単

価は前年並みに販売することができました。貯蔵みかんは、統一化に向け販売、集荷体制

の強化を行いました。本年は裏年でありましたが、出始めから高値で販売することができ

ました。

【 花卉・花木 】

シンビジュームは、コロナ禍の影響で出荷が安定せず、前年同様厳しい販売となり、枝

物の黄金ヒバについても、注文数量が少なく厳しい状況となりました。

【 畜 産 】

地域の特性を活かした飼養管理と安定した優良系統素牛の導入による、安全・安心な高

級和牛「阿波牛」は、輸出関連食肉卸売り業者との連携を取ることにより、年明け以降も

有利販売することができました。
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◇産直事業

直売所については、３産直の連携をはかり、運営力の強化に努めて参りました。特にみ

はらしの丘あいさい広場においては、リニューアルオープンして４年目となり、管内外か

らの品揃えや県内外のＪＡ間の連携による品揃えなどに力点を注いで参りました。

また、コロナ禍でほとんどのイベントや会議が中止、延期となるなか、オンラインに切

り替えての開催や情報発信を模索し、ウィズコロナ、アフターコロナ時代を見据えた新し

い産直運営を推進し、それぞれの形にあった直売所のアップグレードをはかって参りまし

た。

【 産直施設 】

産直施設では新型コロナウィルス感染症対策を実施し、お客様が安心してご来店いただ

けるよう努めて参りました。コロナ禍で来客数は微増となりましたが、巣ごもり消費の拡

大により客単価は増加しました。

みはらしの丘あいさい広場では管内の農産物や加工品・ギフト商品・肉や魚の対面販売

等、確かな国産を求める県内外の幅広い世代のお客様にご来店頂けるよう努めて参りまし

た。よってネ市・とれとれ市公方についても、それぞれの特徴を活かし、品揃え対策と集

客力の強化に努め、産直部門の販売高は 2,426 百万円、計画対比 98.2％（前年対比 102％）

となりました。

【 飲食施設 】

新型コロナウィルスの影響により直営飲食施設は大きな打撃を受けました。

レストラン事業では、規模を縮小しての定食方式に切り替えるとともにカット野菜等の

インストア製造による惣菜工房の強化に取り組み、販売実績は 60 百万円で計画対比 91％

（前年対比 131％）となりました。

ベーカリー事業については、人員、製造体制を見直し、経営の効率化をはかりましたが

販売実績は 13 百万円で計画対比 36％（前年対比 64％）となりました。

【 体験施設 】

新型コロナウィルス感染拡大防止の観点からアグリカルチャーセンターでの各種料理

教室や食農体験イベントは縮小、中止となるなか、産直併設型コワーキングスペース「オ

フィスあいさい」がオープンし、テレワークの推進やオンラインとオフラインをミックス

させ、時間と場所を分散しての新しい形のセミナーやイベントを開催しました。昨年８月

には生産者と消費者が垣根を越えて交流するＣＳＡ協議会が設立され、産直を核とした食

と農の交流拠点化に向けた新たな展開に移りました。

あいさい農園では、市民農園を整備し、31 戸 48 区画の利用がありました。一部は、土

づくりとして、緑化作物の栽培や有機物の投入を行いました。月１回の園芸教室等で、農

業に対する関心・理解を深め、土とふれあう環境づくりを行いました。

また、コロナ禍で継続的な活動は休止しておりますが、食育活動を目的とした農業体験

の一環として農園を利用し、野菜の収穫体験を通じ、地域農業のファンづくりをすすめま

した。
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◇その他事業

【 保管事業 】

施設の維持・保全管理を行い、安定的な有効利用と保管事業としての活用を行いました。

【 加工事業 】

香酸柑橘の加工は、販売高 155 百万円（前年比 136％）の実績となりました。業務用需

要が安定するなかで、販売は、好調に推移しておりましが、第４四半期では、コロナウイ

ルス（オミクロン株）の影響を受けて減速しました。生産面では、裏作でありましたが計

画以上の集荷実績となりました。

また、食品の安全・安心を維持するため、各工程の施設チェックと衛生管理を計画的に

実施し、信頼される高品質な商品造りに努めました。

【 利用事業 】

ＪＡ直営育苗センターと受託組織と連携し、良質苗の安定供給に努め生産農家の労力軽

減に寄与しました。

農機委託では、ブロードキャスター等農業機械の有効利用を行い生産拡大に寄与しまし

た。また、精米等、地域に密着した生活支援に努め、ご利用いただきました。
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●●事業活動のトピックス
あいさいカレッジ

令和３年６月 10 日、第 10 期の女性大学「あ

いさいカレッジ」を開校しました。新型コロ

ナウィルスの影響で２年ぶりの開校となり

ました。このカレッジは、ＪＡ女性部を中心

に地域の方々が集まり様々な活動を通じて

親睦を深め、地域のリーダーを育成すること

を目的としています。

なっ！とくしまスクール

令和３年６月 12 日、子供たちを対象にし

た第 13 期目のアグリキッズスクール「なっ！

とくしまスクール」を開校しました。同校は

野菜の定植や収穫、調理実習などを通し、食

料・農業・環境を学ぶ体験型スクールとして

人気を集めております。

水稲栽培講習会

那賀川・勝浦川の清流に囲まれた豊かな環

境にある当ＪＡは米の栽培に適しています。

今年もより品質の良い米の栽培を目指し、管

内 10 ヵ所で水稲栽培講習会が行われました。

担当者より水管理、追肥、雑草・病害虫防除

について説明があり、参加者は熱心に耳を傾

けていました。

第 22 回通常総代会

令和３年６月 28日、アグリカルチャーセンター農

業研修室において第 22 回通常総代会を開催しまし

た。昨年に続き、新型コロナウィルスの影響により、

書面議決を中心とした開催となりました。議長に選

任された井村保裕氏による進行のもと、令和２年度

事業報告および令和３年度事業計画など第１号議案

から第９号議案まで全議案原案どおり承認可決され

ました。



- 14 -

ウオーキング大会

女性部は令和３年 11 月４日、上勝町にて、

ウォーキング大会を開催しました。女性部や

職員など約 76 人が参加し、上勝町の月ヶ谷

温泉村キャンプ場の周辺約３km のコースを

そろって歩きました。

ＪＡまつり（産直市）

令和３年 11 月 20 日～23 日の３日間、あい

さい広場で県内のＪＡと連携し、各地の特産

品を集めたコーナーや地域間連携として北

海道本別町の豆などを集めたコーナーが設

けられました。

サステナアワード２０２１で

みどりの食料システム推進賞受賞

令和４年２月 14 日にオーガニック・エコ

フェスタ実行委員会のこれまでの取り組み

を紹介した動画が「サステナアワード 2021

伝えたい日本の”サステナブル”」で「みどり

の食料システム推進賞」を受賞しました。

オーガニック・エコフェスタ 2022

令和４年２月 19 日、20 日、オーガニック・

エコフェスタ 2022 が開催されました。昨年

に続き新型コロナウィルスの影響により、オ

ンラインによる開催となりましたが、「みど

りの食料システム戦略」をテーマにし、トー

クセッションなど様々なコンテンツを配信

しました。
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●●農業振興活動
１ 安全・安心な農産物づくりへの取り組み

当ＪＡでは、食の安全・安心をモットーに、

生産者への生産履歴記帳(農薬散布等の日記)

運動とその提出、ポジティブリスト制度(残留

農薬等の基準)について、各生産部会、現地講

習会等を通じ周知徹底を行い、消費者に自信

を持って提供できる農産物づくりに取り組ん

でいます。

（オクラ現地講習会）

当ＪＡでは、認定農業者の育成、ファームサービス事業体の育成、集落営農などの支援、農

業後継者の育成を支援するなど、担い手の育成・支援に取り組むとともに、アグリサポート事

業の取り組み、生産者部会組織の育成支援にも取り組んでいます。また定年退職者や女性就農

者を中心に、営農支援講座等を関係諸機関と連携のもと開催し、新規就農者の相談のもと就農

プランの提案を行い、行政手続や各種支援施策を行っています。

管内３カ所の農産物直売所「みはらしの丘あいさい広場」「よってネ市」「とれとれ市公方」では、「地

産地消」をモットーに、地元で採れた新鮮野菜等を地域の皆さまに安価で提供し、生産者の顔が見える販

売を心がけることにより安全安心をアピールしています。「みはらしの丘あいさい広場」につきましては、

平成 30 年 4月 27 日にリニューアルオープンし、直売所の規模拡大、レストランやフードコート、パン工

房、農業体験を備えた産直総合施設として生まれ変わりました。

農業体験施設として、アグリカルチャーセンターにおいて、各種料理教室や食農体験イベン

トの開催、あいさい農園においては、市民農園を整備し、農業に対する関心・理解を深め、土

とふれあう環境づくりを行っております。

また、食・農・環境をテーマにアグリキッズスクール「なっとくしまスクール」を開校して

います。イモの苗植えや収穫、米粉パン作り体験などを通して、未来に大きく羽ばたく子供た

ちに、食と農業の大切さを伝えます。

（みはらしの丘あいさい広場） （あいさい農園）

２ 担い手・新規就農者支援への取り組み

３ 地産地消・食育への取り組み
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●●地域貢献情報

当ＪＡは、小松島市、阿南市那賀川町、阿南市羽ノ浦町、勝浦郡勝浦町、勝浦郡上勝町およ

び徳島市飯谷町を事業区域として、農業者を中心とした地域住民の皆さまが組合員となって、

相互扶助（お互いに助け合い、お互いに発展していくこと）を共通の理念として運営される協

同組織であり、地域の活性化に資する地域金融機関です。

当ＪＡの資金は、皆さまからお預かりした、大切な財産である「貯金」を源泉としており、

資金を必要とする組合員や地域の皆さまにご融資し、暮らしや事業のお手伝いをさせていただ

いており、また地方公共団体にもご利用いただいております。

当ＪＡは、地域の一員として、地域農業の発展、組合員の社会的・経済的地位の向上と地域

社会への貢献というＪＡの目的を遂げるため、活力ある地域農業の創造と実践をめざして事業

活動を展開しています。

また、ＪＡの総合事業を通じて各種金融機能、サービス等を提供するだけでなく、地域の協

同組合として、環境・文化・福祉への貢献、地域農業の発展、助け合いなどの貢献活動を通じ

て、安心して暮らせる豊かな地域社会を築くことに努めています。

（１）貯金残高

組合員をはじま地域の皆さまからお預かりした貯金残高は、1,001 億円（うち定期積金の

残高は８億円）となっております。

なお、貯金者別残高は次のとおりです。

（単位：千円）

（２）貯金商品

貯金商品は、当座性貯金（総合・普通・当座当）から定期性貯金（定期貯金・定期積金等）

など、目的・金額・期間にあわせてご利用いただける各種貯金商品を取り扱っております。

詳しい貯金商品については、本紙の 31 頁をご覧ください。

（３）出資金

組合員の皆様に払い込んでいただいている出資金の残高は次のとおりです。

（単位：千円）

１ 全般に関する事項

２ 地域からの資金調達の状況

資 格 貯金等残高

組 合 員 等 80,024,495

そ の 他 20,135,448

合 計 100,159,944

資 格 本 年 度 前 年 度

正 組 合 員 1,383,101 1,400,021

准 組 合 員 311,767 316,617

処 分 未 済 持 分 15,810 8,670

合 計 1,710,678 1,725,388
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（１）貸出金残高

組合員をはじめ地域の皆さま、地方公共団体等への貸出金の残高は、58 億 40 百万円とな

っております。当ＪＡでは、皆さまの豊かな暮らしを実現することを目的とし、住宅ローン

相談会等を実施し、積極的に事業資金や個人向けのご融資に対応してまいりました。

なお、当ＪＡにおける資格別の貸出金残高は次のとおりです。

（単位：千円）

（２）制度融資取扱状況

（単位：千円）

（３）融資商品

事業資金・住宅ローン・マイカーローン・教育ローンなど、組合員へのご融資をはじめ、

地域の皆さまの暮らしや、農業者、事業者の皆さまの事業に必要な資金をご融資しておりま

す。

詳しい融資商品については、本紙 32 頁から 36 頁をご覧ください。

（１）文化的・社会的貢献に関する事項

１）農業に関する活動への取り組み～人と生き物にやさしい農業～

自治体や関係団体などと連携し、インストラクターの養成も含め生物多様性農業に取り組

んでいます。実際に土に触れ、田んぼの楽しさや豊かさを知りながら「田んぼの生き物調査」

をするなど、人と生き物にやさしい農業をめざし、地域農業の環境を守る活動を推進してい

ます。

資 格 貸出金残高

組 合 員 等 4,322,086

地 方 公 共 団 体 1,464,656

そ の 他 53,997

合 計 5,840,739

資 類 貸出金残高

農 業 近 代 化 資 金 55,552

日 本 政 策金 融公 庫資 金 -

合 計 55,552

４ 文化的・社会的貢献に関する事項

３ 地域への資金供給の状況
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２）環境問題への取り組み

農家より排出される農業用廃プラスチック類

を定期的に回収し、廃ビニール、ポリエチレン、

塩ビ類等に分別し、それぞれリサイクルを行って

います。また農薬空き容器についても定期的に回

収を行っています。

また、CSR（企業の社会的責任）の一環として、

徳島県・とくしま森林づくり推進機構・ＪＡ東と

くしまの 3 者で「とくしま協働の森づくり事業」

パートナーシップ協定を締結し、上勝町の山林に

広葉樹の植栽を行うなど、環境保全に努めていま

す。

３）その他の活動への取り組み

ＪＡふれあいフェスティバル（農協祭）、サマー

フェスタ等のイベントを開催し、地域の皆さま、

消費者との交流に努めています。また、「こども

110 番」の窓口を各店舗に設置するとともに、地

域ぐるみで子供たちの安全を守る活動を行って

います。
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（２）利用者ネットワーク化への取り組み

１）組合長杯グラウンドゴルフ大会の開催

各支所年金友の会会員を中心に組合長杯グラ

ウンドゴルフ大会を開催し、健康の増進と会員相

互の親睦を深めています。

また当ＪＡ管内のチームは、県大会でも毎年優

秀な成績を納めています。

２）助け合い組織「ほほえみ会」の活動

組合員とその家族や地域住民がお互いに力を

合わせ、助け合い活動を通じて安心して暮らせる

心豊かな地域作りをめざして、配食サービスや生

活支援など様々な活動を行っています。

３）男性の助け合い組織「男のまかない塾」

地域の役に立ちたいと、定期的に行っていた

「男の料理教室」メンバーから発足。

災害時の炊き出しの練習や地域貢献の為の活

動を行っています。

（３）情報提供活動

１）広報誌の発行

広報誌「ＪＡ東とくしまだより」を隔月発行し、

ＪＡからのお知らせや、組合員・地域等に関する

話題等を掲載しています。

２）ディスクロージャー誌の発行

主な事業の内容や組合の組織概要、経営などに

ついて、より多くの方にご理解いただけるよう、

わかりやすく編集したディスクロージャー誌を

発行しています。

３）公式ホームページ

当ＪＡの情報を公式ホームページで発信して

います。

URL https://ja-higashitks.jp


