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●●ごあいさつ 

 

 平成 30 年度の国内経済は、上半期は相次いだ自然災害により個人消費などを中心に一時

的に押し下げられましたが、概ね緩やかな回復が続きました。しかし、下半期は世界経済の

減速などから国内でも輸出・生産の減少が鮮明となるなど減速傾向が顕著となりました。物

価動向では、年度前半の原油価格上昇の影響などから消費者物価「生鮮食品を除く総合（コ

ア）」は前年比上昇しましたが、後半はエネルギー価格の一服などを受け鈍化しました。こ

のようななか、日銀は内外景気の先行き不透明感が高まるなかにおいても引き続き「長短金

利操作付き量的・質的金融緩和」政策の継続を明確にしていますが、今後の金融政策対応が

関心事となっています。 

 一方、農業を取り巻く情勢は一段と厳しさを増しており、懸案であったＴＰＰ１１協定（環

太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定）、日欧ＥＰＡ（経済連携協定）

が共に発効し、また今後米国と実質的な自由貿易協定の交渉を控えているなど、農産物市場

解放の急進に対して強く危惧するところです。国民の生命や暮らしに関わる食料自給率や食

の安全・安心、また農業生産基盤への影響が一層懸念され、今後の動向についても継続的に

注視していく必要があります。 

 そのようななか昨年 11 月に開催された第 38 回ＪＡ徳島大会では、「新たな時代に向けた

ＪＡの挑戦〜自己改革のさらなる実践〜」をテーマに、農業・地域社会・ＪＡ経営をめぐる

環境を踏まえ、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」に一層挑戦し、

組合員とともに農業・地域の未来を拓く取り組みを着実に実践していくことが決議されまし

た。当ＪＡも４月 27 日にリニューアルオープンしたあいさい広場を中心に、厳しさを増す

農業・経営環境を打破すべく、経済事業（営農・販売・購買）が一体となり、これまで以上

に組合員と連帯感を持つなか自己改革の早期実践を最重要事項として掲げ、地域農業の維

持・発展に向けて邁進しております。 

 平成 30 年度事業につきましては、役職員が一丸となり、

各事業の目標完遂に向け取り組んだ結果、計画を達成する

ことができました。これもひとえに組合員の皆様や地域の

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上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 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Ｊ

Ａ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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●経営方針  

 

（１）経営の健全化および財務の健全化 

① コンプライアンス態勢・内部統制の確立により、透明性の高い経営基盤を確立する

とともに、リスク管理体制の構築に取り組みます。 

② 組合員をはじめとする利用者・地域住民に魅力あるサービスを提供するため、経済

事業改革をすすめ、業務を改善し経営の健全化に努めます。 

③ 部門別損益管理と目標管理の徹底により、適正利益の確保と自己資本の充実に努め

ます。 

④ ＪＡバンク基本方針を遵守し、内部監査体制・貸出審査体制・余裕金運用体制・リ

スク管理体制等の強化をはかります。 

⑤ 遊休施設・遊休地の有効活用、遊休不稼働資産の処分等に引き続き取り組み、財務

の健全化に努めます。 

（２）経営の合理化・効率化 

① 経営環境に応じた事業方針の確立等、競争力のある事業展開と事業間の連携を深

め、万全な経営の確立をはかります。 

② 信用事業・共済事業依存型の収支構造からの転換をはかり、より効率的な事業運営

に引き続き取り組みます。 

③ 的確な人事管理を行い、新規・再雇用等で適正な人事配置を行います。 
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●●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はかっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 6 月 22 日開催 

第 19 回 通常総代会 
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●●事業の概況  

◇事業の全般的概況  

 平成 30 年度の国内経済は、上半期は相次いだ自然災害により個人消費などを中心に一時

的に押し下げられましたが、概ね緩やかな回復が続きました。しかし、下半期は世界経済の

減速などから国内でも輸出・生産の減少が鮮明となるなど減速傾向が顕著となりました。物

価動向では、年度前半の原油価格上昇の影響などから消費者物価「生鮮食品を除く総合（コ

ア）」は前年比上昇しましたが、後半はエネルギー価格の一服などを受け鈍化しました。こ

のようななか、日銀は内外景気の先行き不透明感が高まるなかにおいても引き続き「長短金

利操作付き量的・質的金融緩和」政策の継続を明確にしていますが、今後の金融政策対応が

関心事となっています。 

 一方、農業を取り巻く情勢は一段と厳しさを増しており、懸案であったＴＰＰ１１協定（環

太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定）、日欧ＥＰＡ（経済連携協定）

が共に発効し、また今後米国と実質的な自由貿易協定の交渉を控えているなど、農産物市場

解放の急進に対して強く危惧するところです。国民の生命や暮らしに関わる食料自給率や食

の安全・安心、また農業生産基盤への影響が一層懸念され、今後の動向についても継続的に

注視していく必要があります。 

 そのようななか昨年 11 月に開催された第 38 回ＪＡ徳島大会では、「新たな時代に向けた

ＪＡの挑戦〜自己改革のさらなる実践〜」をテーマに、農業・地域社会・ＪＡ経営をめぐる

環境を踏まえ、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」に一層挑戦し、

組合員とともに農業・地域の未来を拓く取り組みを着実に実践していくことが決議されまし

た。当ＪＡも４月 27 日にリニューアルオープンしたあいさい広場を中心に、厳しさを増す

農業・経営環境を打破すべく、経済事業（営農・販売・購買）が一体となり、これまで以上

に組合員と連帯感を持つなか自己改革の早期実践を最重要事項として掲げ、地域農業の維

持・発展に向けて邁進しております。 

 平成 30 年度事業につきましては、役職員が一丸となり、各事業の目標完遂に向け取り組

んだ結果、計画を達成することができました。これもひとえに組合員の皆様や地域の方々の

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

申し上げます。 

 

◇営農指導事業 

 平成 30 年度については、極端な気象条件のなか、水稲の高温による１等比率の低下や、

少雨による大豆不作、日照不足・乾燥による野菜類の成長遅延や品質低下等、多くの品目に

とって気象変動により影響が出た年となりました。 

 このようななか、経済渉外員と営農指導員、販売担当の連携のもと関係機関と連携をとり

ながら、事業の展開をはかりました。 

 

【 担い手支援と地域農業の育成 】 

  地域農業の振興に繋げるため、青年部を中心に、研修会や交流会、あいさい広場・ よっ

てネ市での販促を実施しました。 
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  経営所得安定対策制度等への取り組みを支援・推奨し、水田経営の安定に取り組みまし

た。確定申告に対する支援の中で、青色申告農家への支援を実施しました。 

 

【 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・はだか麦・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、複合経営としての露地野菜を推進するとともに、雨よけハウ

ス（リースハウス）の増設に取り組みました。 

○ 産直市を中心とした、多品目栽培を推進する中で、雨よけリースハウスを 14 棟整備

し、３ヶ年で 52 棟を設置し、野菜栽培の増加につなげました。 

○ オクラ・菜の花・ブロッコリー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。 

○ 産直市では、毎週の営農相談受付から定期的な栽培講習会に変更し、参加者の増

加・供給品目の増大や高品質化をはかるとともに、安全・安心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。 

○ グリーン中央店と連携し、初心者向けに月１回の園芸教室をあいさい農園で開催

し、農作業の実践を通じて農業ファンづくりの増加に努めました。 

○ 産直市での定期的な栽培講習会を実施し、供給品目の増大や高品質化をはかるとと

もに、安全安心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。 

○ グリーン中央店と連携し、初心者向けに月１回の園芸教室を開催し、好評を博して

おり、利用者増加に貢献しました。 

 

３）果 実 部 門 

 温州みかん・すだち・ゆず等のカンキツ類については各種の優良系統へ、温州みかんでは、

高糖系へ改植を推進しました。 

  ※改植実績 186ａ（10 戸 13 園 温州みかん・ゆず・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り組みが増加して

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、関係機関と連携し品質向上・有利販売に努めました。 
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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、イベント等に

よる消費宣伝活動を行いました。 

 

【 生活指導 】 

○ 地域を元気にする食と農を基軸とした活動を展開するとともに、食農教育活動、地

産地消運動、伝承料理、米菓子推進による米消費拡大の普及に取り組みました。 

○ 地域の人に「食の大切さ、農の役割、豊かなくらし方」を伝えられるよう「家の

光」三誌や「農業新聞」の加入促進に取り組みました。 

○ ＪＡが地域での絆づくりをめざして、福祉や健康コミュニティづくりを進めていく

きっかけづくりとして、ＪＡグループ徳島ウォーキングに参加し、仲間と一緒に歩く

ことによって絆づくり、生きがいづくりに努めました。また、年金友の会との連携を

して独居高齢者対象の配食サービスを年２回行いました。 

○ 健康診断で早期発見の大切さを認識してもらい、ＪＡよりの補填金も告知し、組合

員・地域の方が笑顔で暮らせるよう働きかけました。 

 

◇信用事業 

 平成 30 年度は、金融機関にとって超低金利政策の長期化による業務純益の落ち込みや将

来の人口減少（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生き残り策を模

索する年度となり、個人顧客獲得競争は一段と熾烈化しました。 

 当ＪＡでは一層他行競争が厳しさを増すなか、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〕世界経済は上期は成長速度は緩やかに低下するものの概ね拡大基調を維持しま

したが、年央以降全体として緩やかな景気減速が進み、その影響は日本を含めたアジア周辺

国等にも波及することとなりました。国内においては、相次ぐ自然災害の影響から一時的に

景気に陰りが見えたものの概ね堅調に推移しましたが、年度後半は世界経済の減速の影響か

ら輸出・生産の減少が鮮明となるなど、景気の陰りも見えはじめています。 

〔金融動向〕日銀の金利政策が市場の大きな関心事であるが、政策に大きな動きは見受けら

れない。しかし、世界経済とりわけ欧州と中国経済の減速を受けて、米国ではＦＯＭＣ（連

邦公開市場委員会）が利上げ打ち止め方針を打ち出すなど、各国・各地域 格差はあるもの

の難しい金融政策の舵取りが求められています。 

〔市場動向〕世界経済の減速懸念や米中貿易摩擦、米政局不安などを背景にリスクオフ一色

の地合いのなか、安全資産としての需要の高まりから国内長期金利（10 年国債利回り）は低

下し 0%を下回る水準まで低下し、年度末は△0.095%となりました。円相場は海外要因によ

る大きなうねりのなかで概ね 110 円台～113 円台の範囲で推移し、年度末は 110 円台後半と

なりました。株式市場は世界景気の減速懸念など様々な悪材料が複合的に絡み合い、日経平

均株価は一時 20,000 円を割り込む場面もありましたが、年度末に向けて持ち直し傾向とな

り、年度末は 21,205.81 円となりました。 
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【 貯金・為替 】 

 顧客基盤の拡充のため、組合員等利用者への信頼向上をめざした恒常的推進活動に加えて、

ＪＡバンク県下統一（夏期および年末）の特別推進運動や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）4,814 百万円、定期積金（給付契約額）587 百万円の獲得実績

により、個人貯金残高は 81,859 百万円（前年対比 102.6％）、年度末貯金残高は 98,106 百

万円（前年対比 104.4％）となりました。 

 また、個人貯金の増強の要となる年金指定口座の獲得により、年金友の会会員数は 5,344

名（前年対比 97.8％）となりました。 

 

【 貸出金 】 

 営農支援センターとの連携を強化し農業融資への市場ニーズの把握・対応を図るとともに、

金利競争下で競争激化ななか住宅ローンなど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 3,963 百万円（前年対比 97.2％）、貸出金残高では

6,032 百万円（前年対比 95.4％）となりました。 

 

◇共済事業 

 平成 30 年度は、ＪＡ共済の理念である「相互扶助」を事業活動の原点とし、常に組合員・

利用者の信頼と期待に応え、「安心」と「満足」を提供するとともに、最良の保障・価格・

サービスによる「ひと・いえ・くるまの総合保障」の提供を通じて、組合員・利用者の豊か

な生活づくりに努めました。 

 また、事業基盤の維持拡大に向け既契約者宅への訪問・ご案内による保障拡充とあわせ、

ニューパートナー層への接点強化に取り組むとともに、度重なり襲来した自然災害等への対

応強化により、生活を取り巻くさまざまなリスクに対応いたしました。 

 結果、共済事業新契約実績は、自主目標である 2,772,000 ポイントの目標に対し 3,700,524

ポイント（達成率 136.9％)と大きく目標を上回り、県基準目標についても、5,630,000 ポイ

ントの目標に対し 5,688,326 ポイント（達成率 101.0％）と、２年連続で両目標を達成する

ことができました。 

 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、短期共済全体での契約件数は計画対比 118.7％と大きく計画を上回っ

たものの、共済掛金は計画対比 87.2％と、目標達成には至りませんでした。 

 

 ＜平成３０年度支払共済金の内訳＞ 

   ○満期等の共済金      ２４８，３５４万円 

   ○死亡等の共済金       ６７，８１４万円 

   ○建物等の共済金       ３０，７８２万円 

   ○交通事故等の共済金     ２７，４３０万円 

     合  計        ３７４，３８２万円 
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◇購買事業 

 購買事業は、農家戸数・農業就業人口の減少・担い手不足による農業生産基盤の弱体化に

加えて、他業態の販売攻勢を背景に事業環境は厳しさを増しています。また、農業所得向上

に向けた生産資材の総合的なコスト削減が求められています。 

 このような事業環境のなか、平成 30 年度の購買事業は「農家に愛され、地域に貢献する

経済事業」を事業理念として、自己改革の着実な実践により事業の効率化を進め経営基盤強

化と組合員・利用者の方々の目線に立った事業展開をいたしました。 

 生産資材部門では、シェア拡大に向けた予約購買方式を強化し、特に肥料・農薬では適正

在庫管理と銘柄集約によるロット拡大を進め、交渉力を強化し柔軟な価格対応に取り組みま

した。物流業務では、予約申込書の改善による生産者へのメリット還元を図り、物流の平準

化と独自車両の導入によるコスト削減を進めました。 

 生活物資部門では、組合員・地域住民の豊かな暮らしと健康を守ることを基本として、グ

リーン店舗での売り出し（セール）と展示会を通して、喜ばれる確かな商品の提供に取り組

みました。 

 平成 30 年度の購買事業は、組合員の皆様のご理解・ご協力をいただき、購買供給実績は

13 億６千７百万円、計画対比 95.3％（前年対比 101.5％）の実績となりました。 

 

【生産資材部門】 

 肥料・農薬・生産資材部門は、主要作物への予約購買制度を基本とした、経済渉外（ＴＡ

Ｃ）による個別推進と各拠点による窓口推進を計画的に実践いたしました。また、生産者の

生産コスト削減を目的に銘柄集約によるロット拡大を図り、コスト削減に年間通して取り組

みました。 

 飼料は、系統メーカー・指定業者との連携による販売強化に取り組みましたが、昨年同様

に養鰻は稚魚の不漁に伴う価格の高騰など厳しい環境となりました。 

 農業機械においては高齢化と農産物価格の低迷により厳しい市場環境のなか、アフターサ

ービス機能の強化をすすめるとともに系統農機事業のシェア拡大に取り組みました。 

 生産資材部門の供給実績は 11 億８千５百万円で計画対比 96.3％（前年対比 102.6％）の

実績となりました。 

 

【生活物資部門】 

 食品は、年間推進計画に基づき夏季は系統取り扱いの県産飲料水を中心とした推進、また

冬季はりんご・鮭・お歳暮商品の推進などを実施、特に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｣は重点推進品目と定め、

全職員で積極的に推進活動を行いましたが供給実績は伸び悩みました。 

 

 生活部門は、経済渉外（ＴＡＣ）と指定各業者による個別推進活動、またグリーン店舗で

は新商品・季節を先取りした商品の提案を積極的に行いました。 

 住宅部門は、全農・指定業者と連携し展示会と戸別推進に取り組みシェア拡大を図りまし

たが、計画を下回りました。 
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 生活物資部門の供給実績は１億８千１百万円で計画対比 89.0％（前年対比 95.3％）の実績

となりました。 

 

【農機・自動車部門】 

 農業機械・自動車部門は業界において一段と厳しい市場競争が展開されている状況のなか、

展示会・戸別訪問を通して計画的かつ効率的な導入を推進し、生産者ニーズに即した販売強

化と敏速な修理対応に取り組みました。 

 

◇販売事業 

 平成 30 年度は、春先の低温、夏の異常高温、また３回にわたる台風の襲来等の影響を受

け、米の収穫量は減少を余儀なくされました。また、野菜類は蒔き直しや定植が遅れるなど

厳しい状況でしたが、暖冬傾向で生育が進んだことから総体的に前倒し傾向での出荷となりまし

た。 

 このような厳しい環境のなか、農業所得の安定に向け、市場流通販売を主に米・青果物の

直接販売強化に積極的に取り組んだ結果、本年度の販売高は 34 億９千３百万円と計画を若

干下回る実績となりました。 

 

【 米 】 

 徳島県の作付面積は１万 1,400 ㏊、作況指数 99 ㌽で作柄は 10ａ当たり収量 470 ㎏、収穫

量 53,600ｔと公表されました。 

 管内の 30 年度集荷数量は、148,483 袋（前年比 87.1%)となりました。５月下旬から６月

の低温、また７月からの異常高温により収穫量の減少に加え、１等比率は高温障害による白

未熟粒の発生や長雨による刈り遅れなどの影響による品質低下により 23.1%（前年同期比

24.6%)と前年産に引き続き減少いたしました。 

 販売環境は、主食用米の過剰在庫未解消、消費量の大幅減少など厳しい状況が依然続いて

おりますが、買取販売４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を作付け推進し需給

改善への取り組みも行いました。 

 

【 野菜 】 

 年内から前進出荷と野菜の動きが鈍いなか、施設野菜の胡瓜は、定植後の曇雨天等の影響

を受け栽培に苦労した年となりました。前半は出荷量減となりましたが、後半は出荷増とな

ったことから前年並みとなり、単価高もあり堅調な販売となりました。 

 露地野菜は、オクラが栄養価の高い野菜評価を受け、引き合いが強く高単価で推移したこ

とから好調な販売となりました。また、加工品販売（オクラパウダー）も好評で次年度の栽

培面積増につながりました。 

 ブロッコリー、カリフローレは、定植後の台風被害から販売数量減となり、菜の花は、年

明け出荷から順調に出荷量を伸ばしたものの、ともに単価安で厳しい販売となりました。筍

は、毎年増加傾向の猪被害に加え裏年で、青果・原料集荷量ともに激減した年となりました。
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彩類は、出荷量減のなか年末需要が高まり、前年を上回る単価高で好調な販売となりました。 

 露地スダチは、ハウススダチとの切り替わりはスムーズに行われ高単価で推移し、柚子は

冬至柚子を中心に前年を上回る出荷量となりましたが、鍋需要も弱く厳しい状況が続きまし

た。 

 

【 果実 】 

 促成苺は、シーズンを通し単価高となりましたが、出荷量が伸びず前年並みの販売となりました。 

 貯蔵みかんは、勝浦町統一デザインＤＢが完成し、様々な販売体制で高評価を得ました。

本年は表年で前年の４割増の出荷となり、浮皮果が多いなか年内から計画出荷ができ好調な

販売結果となりました。 

 

【 花卉・花木 】 

 シンビジウムは、全体的に花芽が少なく需要期にも出荷が安定しなかったことから、前年

度に比べて厳しい販売となりました。 

 枝物は、黄金ヒバを中心に注文を主として計画的出荷を行い、堅調な販売となりました。 

 

【 畜産 】 

 和食が世界遺産に登録されて以降、海外の富裕層に焼肉文化が定着しつつあり、国内産の

高級和牛肉の引き合いが強く、輸出関連食肉卸売り業者との連携を取ることにより、徹底し

た飼養管理をした安全・安心な高級和牛肉「阿波牛」を年明以降も有利に販売することがで

きました。 

 

◇産直事業 

 みはらしの丘あいさい広場は、平成 30 年４月 27 日にリニューアルオープンし、直売所の

規模拡大に加え、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。それまで課題となっていた直売所売場面積は 980 ㎡で 1.5 倍に、

駐車場も 330 台で２倍強になるとともに、旧施設の駐車場を第２駐車場として活用していま

す。さらに、平成 31 年２月 24 日には料理教室等を通じた食育活動の体制整備のため、旧あ

いさい広場にキッチンスタジオをオープンしました。 

 リニューアルしたあいさい広場では、「地域を愛し、農業を愛し、人を愛する」を基本に、

たくさんの作る人（生産者）と食べる人（生活者）が出会い、一人ひとりが「おいしい」と

いう幸せな気持ちになれるように、幅広い世代の人々に愛されるモノとココロの食・農交流

拠点をめざしています。 

 

【 産直施設 】 

 広くなった店内では、管内の農産物や加工品のほか肉や魚の対面販売、惣菜等による販売

商品の充実で活気と賑わいが出てきましたが、夏場の集中豪雨や度重なる台風の襲来による

出荷物不足などから、販売高が低迷した時期もありました。下期には、品揃えの充実やイベ

ントの開催などで集客力の向上に努めました。よってネ市・とれとれ市公方についてもそれ
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ぞれの特徴を生かし、安定した品揃えの強化と集客力の向上に努めました。産直部門の販売

高は 21 億３千５百万円で計画対比 86.6%（前年対比 114.8％）となりました。 

 

【 飲食施設 】 

 産直市に併設したレストランと惣菜工房では、産直市の野菜や地域で生産された野菜をふ

んだんに用いた地産地消料理や米粉と柑橘を使用した料理を約 70 種類提供し、他店との差

別化を図ることで顧客満足度の向上に努めました。しかし、新規事業の初期投資に加えＦＬ

コスト（食材費＋人件費）・人材育成などに係る費用負担が大きく、販売実績は７千６百万

円で計画対比 54.3%となりました。 

 一方、ベーカリーについては米の新たな活用方法として、また全国的にも先進事例のグル

テンフリーの米粉 100%のパンに取り組みました。管内で生産された米を使用し、旬の野菜

や季節の果実を取り入れたパンを提供してきましたが、グルテンフリーのパンだけでは品揃

えとボリューム感や価格面でも充分な顧客満足を提供することができませんでした。そこで、

平成 31 年３月より新たに小麦を使用したパンを加え、これまでになかった食パンや焼きた

てパンの販売を開始し、100 種類のラインナップと農産物の素材を生かしたパンの提供等に

より、顧客満足度の向上に努めました。新たなパンの製造・販売への取り組みが遅れたこと

から、販売実績は１千９百 80 万円で計画対比 32.8%となりました。 

 

◇その他事業 

【 保管事業 】 

 物流の適正な保管管理を徹底するとともに、施設の保全管理と有効活用に努めました。 

 

【 加工事業 】 

 本年度の加工事業は、原料全体でみると 670ｔと前年の 140%を確保することができまし

たが、販売面では昨年の凶作の影響もあり前年対比 108.5％の１億６千９百万円となり計画

対比 91.1%にとどまりました。しかし、５月の ISO22000（食品安全）認証取得により海外

向けは 106%に伸び、今後も期待がもてるものとなりました。 

 

【 利用事業 】 

 ＪＡ直営育苗センター（那賀川支所・羽ノ浦支所）と稲苗受託組織との効率的な連携を行

い、利用者の注文に合わせた様々な良質苗生産の安定供給に努め、計画出荷ができました。 

 農機預託では、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 

 

アグリキッズスクール 

「なっ！とくしまスクール」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年5月26日、子ども達を対象とした

アグリキッズスクール「なっ！とくしまスク

ール」を開校し、47名が入校しました。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、今年で11年目の開校と

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
女性大学「あいさいカレッジ」 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年6月27日、第8期の女性大学「あいさい

カレッジ」を開校しました。このカレッジは、Ｊ

Ａ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

ことを目的に開校。今期50名が入校しました。 

   

水稲講習会 
  

 

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

年もより品質のよい米の栽培を目指し、管内

10カ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かた

むけていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
第19回通常総代会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年6月22日、小松島市総合福祉センター

において第19回通常総代会が総代349名の出席に

より開催いたしました。議長に選任された田上

明信氏による進行のもと、平成29年度事業報告

および平成30年度事業計画など第１号議案から

第12号議案まで全議案原案どおり承認可決され

ました。 
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JAグループ徳島ウォーキングin東とくしま 
  

 

 

平成30年10月20日、勝浦町星谷運動公園

にて、JAグループ徳島が展開している「JA

健康寿命100歳プロジェクト」の一環として

開催されました。県内各地より多くの女性

部の方々らが参加しました。星田に運動公

園からJA勝浦支所をまわって帰ってくる約5

.7kmのコースを歩きました。お接待では、

男のまかない塾の「ちりめんすまし汁」が

大人気でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
第20回 JA東とくしまふれあいフェスティバル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年11月17日、18日の2日間、あいさい広

場において、第20回ＪＡ東とくしまふれあいフェ

スティバルを開催いたしました。JAグリーン中

央店でも同時にイベントを開催し、農機・自動車

の展示即売や産地直送の農産物販売などを行い、

2日間で2,000人を超える来場者で賑わいました。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡ東とくしま家の光大会   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年1月27日、平島支所で家の光大会

を211名の出席のもと開催いたしました。普

及優良支所・団体の表彰式が行われました。

また「男のまかない塾」の活動体験の発表、

「なっ！とくしまスクール」の生徒達による

体験発表がありました。 

午後からは、四国大学短期大学部ビジネス

・コミュニケーション科の加渡いづみ先生に

よる｢作り手と消費者で考える持続可能なエ

シカル消費の輪｣と題しての記念講演があり

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。 

 

                        （青年部販売会）  （オーガニックフェスタ） 

 

２ 担い手・新規就農者支援への取り組み 

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。 

 

３ 地産地消・食育への取り組み 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。 
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●●地域貢献情報 

 

１ 全般に関する事項 

 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。 

 

２ 地域からの資金調達の状況 

（１）貯金残高 

組合員をはじめ地域の皆さまからお預かりした貯金残高は、981 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） 

資  格 貯金等残高 

組 合 員 等 79,004,093 

そ  の  他 19,102,596 

合     計 98,106,688 

 

（２）貯金商品 

貯金商品は、当座性貯金（総合・普通・当座等）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、本誌の 31 頁をご覧ください。 

 

（３）出 資 金 

組合員の皆さま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） 

資  格 前 年 度 本 年 度 

正 組 合 員 1,319,452 1,413,602 

准 組 合 員 214,564 294,764 

処 分 未 済 持 分 14,001 12.132 

合     計 1,534,016 1,708,531 
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３ 地域への資金供給の状況 

（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、60 億 32 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） 

資  格 貸出金残高 

組 合 員 等 5,018,310 

地方公共団体 358,474 

そ  の  他 655,277 

合     計 6,032,061 

 

（２）制度融資取扱状況 

（単位：千円） 

種  類 貸出金残高 

農 業 近 代 化 資 金 65,879 

日本政策金融公庫資金 － 

合        計 65,879 

 

（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、本誌の 32 頁から 35 頁をご覧ください。 

 

４ 文化的・社会的貢献に関する事項 

（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～人と生き物に優しい農業～ 

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

と生き物に優しい農業をめざし、地域農業の環境を守る活動を推進しています。 
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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。 

 今年度は、小松島防災訓練にも参加し大 

地震による防災意識の向上と避難者への炊 

き出し炊飯体験を行いました。 
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（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   http://www.ja-higashitks.or.jp 

 


