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第32回通常総代会

組織再編をすすめ︑
さらなる自己改革を！

100,000,000円

⑶出資配当金

76,942,131円

⑷事業分量配当金

82,631,642円

１．出資配当は年2.0％の割合です。
２．事業分量配当基準
販売主要品目1㎏当たり1.0円他です。
３．次期繰越剰余金には、営農指導、生活・文化改善事業の費用に
充てるための繰越金10,000,000円が含まれています。

365,673,948円
3．次期繰越剰余金

払いさせていただきました︒
さて︑今年度の状況でございますが︑販
売事業では︑春先からたまねぎが過去に例
を見ない高値で推移しました︒加えて︑生
産者の皆様の努力のおかげもあり︑今年度
は府県産2位であった兵庫県が佐賀県を抜
き︑1位になりました︒価格については︑
今後の状況が大変気になるところですが︑
たまねぎは組合員農家の所得に直結する作
物でございますので︑有利販売に努めてま
いります︒
また購買事業では︑原油価格の高騰が
様々な産業に大きな影響を及ぼし︑今年6
月1日の新聞等では︑肥料価格の ％ 値上
げという報道がありました︒あわじ島農協
では早期発注早期引き取りにより︑令和4
年度の水稲肥料については予約供給の価格
を変更せず︑秋冬作肥料の主要5品目につ
いては6月6日現在の予約申込数を限度と
して︑値上げ前の価格で対応させていただ
いております︒
さて︑決算全体につきましては信用共済︑
畜産等の計画を上回る事業により事業総利
益の計画をカバーし︑費用面では事業管理
費の抑制に努めたことにより︑当期剰余金
,000万円を若
については当初計画1億7
,000万円となりました︒
干上回る1億9
剰余金処分については︑前期繰越剰余金
,
3億3
0
0
0
万
円
を
含
め
た
︑
未
処分剰余金
,500万円の内︑3億5
,900万円
7億2
を処分案とし︑出資配当・事業分量配当を
させていただくと共に利益準備金︑任意積
立金への積立てをさせていただきます︒

第５次
中期３カ年経営計画について

55

中期3カ年経営計画の取組を開始して
年が過ぎ︑今年度より第5期目がスタート
します︒これまで南あわじ市の農業や地域
のくらし︑農業に携わる組合員農家のこと
を考えた組織・経営計画を策定し︑取り組
んでまいりました︒
今回︑第5次の策定にあたり︑今までの
経営計画の検証を踏まえ︑前回の理念︑方

12

令和3年度決算について

⑵任意積立金

回通常総代会開催

100,000,000円

第

⑴利益準備金

令 和３ 年 度 は 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に よ る
影響︑ロシア・ウクライナ問題といった外
的な要因が国内経済はもとより︑組合経営
にどのような影響を与えるのかと心配し︑
社会情勢を注視しながらの一年でした︒
とくに販売事業では︑コロナによる飲食
業や観光業への影響が大きく︑食品の消費
需要が低迷しました︒生産物の販売価格も
不安定であり︑組合員の皆様の安定した農
業経営には非常に厳しい状況であったかと
思います︒
そこで令和2年度に引続き︑令和3年度
もコロナ対策として︑組合員の皆様の一助
になればと農協への出荷実績に基づき︑約
,300万円の支援金を今年の4月にお支
8

359,573,773円

︵組合長あいさつ抜粋︶

2．剰余金処分額

訳

725,247,721円

内

1．当期未処分剰余金

組合員・役職員が
一致団結してＪＡ運営を
32

第 回通常総代会の開催に際し︑
新型コロナウイルス感染防止をふま
え︑総代の皆様には書面議決行使の
ご協力をお願いし︑ご出席いただく
総代をできるだけ少なくして開催す
ることに︑ご理解ご協力を賜り厚く
お礼申し上げます︒

剰余金処分案
令和3年度

53

Feature
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6月 日︑南あわじ市文化体育館︵元気の森ホール︶で︑あわじ島農業協同組合
第 回通常総代会を開催しました︒新型コロナウイルス感染防止を踏まえ︑規模を
縮小して執り行われました︒総代定数５００名のうち︑４７８名︵本人出席 名︑
代理人出席0名︑書面議決出席４２５ 名︶が出席し︑令和３年度事業報告︑令和４
年度事業計画など全６議案を慎重に審議し︑原案どおり可決しました︒また︑総代
の皆様からは︑建設的なご意見・ご提案をいただき︑役職員一同︑組合員・ご利用
者の皆様から信頼される農協を目指すよう決意を新たにしました︒
32
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針を活かし今後︑さらに先を見据えた改革
の礎となるような3カ年計画として策定し
ました︒毎年進捗状況を振り返りながら役
職員一同取り組んでまいります︒

について

第 3 号議案

令和４年度事業計画の設定について

購買品供給高・取扱高

4,761

4,690

特産品販売高・取扱高

第 4 号議案

9,101

9,671

定款の変更について

農産品販売高・取扱高

675

416

第 5 号議案

令和４年度理事及び監事の報酬について

1,189

1,306

第 6 号議案

附帯決議

㈱アグリアイランドについて

第５次中期３カ年経営計画の設定について

第 1 号議案

令和4年度事業計画について

答とあわせて冊子にして皆様にお届けさせ
ていただきました︒
その中では︑経済事業並びに地域の課題
に関するご意見が多く︑これまで皆様と共
にあわじ島農協を築き上げ経営してまいり
ましたが︑将来に向けて時機を逸すること
なく対処していかなければならないことも
ございます︒
これまで通りのやり方で将来が安泰であ
れば︑改革の必要はありませんが︑目の前
の事だけでなく︑次世代のためを思えばこ
そ進めて行かなければならないこともあり
ます︒
いただいたご意見はよく精査して理事会
でも協議を行い︑出来ることはすぐに取り
組みを進めてまいります︒また︑時間を要
するものについては︑調査研究を進めてま
いりますので︑どうかご理解をお願い申し
上げます︒

アグリアイランドの農作業支援事業は令
和3年度︑約195ヘクタールの請負面積
となりました︒また耕作放棄地対策事業と
して約8ヘクタールの農地を管理しており︑
担い手の育成を兼ねて︑たまねぎ︑レタス︑
はくさい等を約6ヘクタールの管理圃場で
栽培しました︒
当組合が直接事業として行う事ができな
いことから︑子会社を設立し産地維持︑振
興の観点から︑あわじ島農協より業務委託
費を支出し運営をしており設立当初には︑
県や市などからの補助金がありましたが︑
現在はなくなっています︒
令和4年度は︑労働者が宿泊︑研修でき
る宿舎を整備するなど︑雇用環境を整えて
いきたいと考えています︒いろいろ課題は
ありますが︑生産農家の労働力不足を補う
農作業支援は︑この地域にとって重要な事
でありますので︑これからも将来を見据え
考えていきます︒

第 2 号議案

570

畜産販売高・取扱高

組織再編について

5,500,000

575

畜産

美菜恋来屋について

5,296,162

自動車共済掛金

コロナ禍による来店者数減少のため︑昨
年度の売上は5億円を若干下回りましたが︑
決算については南あわじ市からの指定管理
料を含めてですが︑黒字となっています︒
集客を目的としたイベント等はなかなか
開催しにくい状況でありましたが︑今年の
2月から3月にかけては北海道物産展も試
みました︒これからも社員の創意工夫をも
って集客に努めるとともに︑出荷品の充実︑
直売所の定着を図ります︒
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長期共済新契約ポイント

販売

10,600,000

購買

24,100

10,555,972

貸出金残高

215,143

全 議 案 承認可決

事業部門

令和3年度
事業実績

令和4年度
事業目標

提 出 議 案

（単位：百万円、ポイント）

主要目標・実績

16

10

令和３年度事業報告及び剰余金処分案の承認

24,119

長期共済保有高ポイント

共済

新型コロナウイルスの影響︑また外的な
要因が大きく変動するなか︑あわじ島農協
は持続可能な経営基盤の確立と農家所得の
向上のため︑﹁生産基盤の強化﹂を最優先に
取り組みます︒
営農︑販売事業では顧客目線で﹁何が売
れるのかを考え︑売れるモノを作る﹂とい
う考え方に基づき︑営農相談員の育成に加
え︑農家所得の向上に繋がる安定的な販売
流通を実現します︒
購買事業では生産コストの削減と品質の
よい商品の供給はもちろんのこと︑一人ひ
とりの職員が自信をもって︑相談され︑提
案できる﹁出向く体制﹂を強化します︒
信用事業では農業融資を軸に利用者目線
に立った渉外活動︑相談業務を行うための
専門的な知識を持った職員を育成し︑共済
事業では組合員・利用者のニーズに即した
安心して暮らせる保障の提供・拡充に努め
ます︒
3年度における生産者の皆様の農業収入
の減少に対してはあわじ島農協としても重
く受け止めており︑一助としてコロナ対策
支援金をお支払いさせていただきましたが︑
コロナの動向に加え︑外的要因は先行き不
透明でありますので︑今年度もできるだけ
農畜産物を有利に販売できるよう︑状況を
注視して行かなければならないと考えてい
ます︒
令和3年度は新しい本所会館が竣工し︑
5 月 に は ︑１ 階 に 近 隣 3 支 所 で あ る 八 木 ・
市・神代支所の信用共済業務を統合した中
央支所がオープンしました︒またその1年
後である今年の5月 日からは中央支所に
榎列支所の金融窓口を併設し︑県内JA初
となる店舗内店舗という形で業務を開始し
ています︒また︑ 月には今年度2例目と
なる賀集支所と北阿万支所の再編も計画し
ております︒いずれにしても︑利用者の利
便性を最優先に考えた上での再編であり︑
﹁事務所は遠くなったが︑農協は身近に感
じられるようになった﹂と言っていただけ
るよう︑出向く体制︑顔の見える関係を強
化してまいります︒
また︑今年度の機構改革として︑各支所
の経済部門は全て経済センターとして︑支
所で統括するという体制にしました︒支所
と経済センターがこれまで以上に連携をと
りながら︑現場に密着した対応をしていき
たいと考えておりますので︑よろしくお願
いいたします︒

議長を務めていただいた
賀集地区総代 藤本昇様

214,558

貯金残高

信用

総代からの
ご意見ご質問について
本年も例年5月に開催していました︑地
区別総代会を中止とさせていただきました
ので総代の皆様には︑ご意見等をお願いし︑
書面にてお受けいたしました︒
全部で 件いただき︑内容については回
25

第5次中期3カ年経営計画
基本方針と経営戦略

（令和4年度〜令和6年度）

農業

魅力ある農業を次世代へ
スマート農業

営農

●農家に一番近い「営農事業」を強化し、農業経営支援に取り組みます。
●農産物の再生産を保障する体系の確立を目指し、農業経営の安定を図ります。
●生産者グループの新たな組織化を行うことで、ＪＡとのつながりを一層強化します。
●スマート農業の研究を行い、担い手が取り組みやすく、就農しやすい環境を整備します。
●主要５品目の新たな栽培方法、新規作物の研究に取り組みます。

販売

●野菜指定産地として、共販率の向上を目指します。
●「マーケットイン（顧客視点）」の考え方により、「契約・加工」等様々な販売方法を実践します。
●安定した農作業支援の提供に向け、労働者の宿泊施設等の整備を図ります。
●野菜産地として、残渣処理問題に取り組みます。

購買

くらし
地域

●予約購買を軸とした、スケールメリットによる生産コストの低減と利用者ニーズにあった品質の高い
商品の提供を行います。

農業振興を軸とした地域社会への貢献と活性化

●「出向く体制」を強化し、利用者目線に立った顔の見える活動により、地域の
活性化を図ります。
●ＳＮＳ等の情報発信ツールを使用し、産地の情報を積極的にＰＲすることで、
ＪＡのファンづくりに取り組みます。
●地域の未来を担うこども達へ、農業の大切さを伝えるため、食育活動に取り組
みます。
●農業分野をはじめとする環境改善、拡大する鳥獣被害対策を行政と連携するこ
とで、持続可能な地域づくりに取り組みます。
●資産運用や暮らしの安全、安定を提供するため、相談・提案機能を強化します。

組織
経営

出向く体制

組織、事業の再編とプロ職員の育成

●業務の効率化、経費の削減により、経済部門の収益改善に取り組みます。
●適正な事業規模と人員配置を行い、経営基盤の強化を基に、生産基盤の強化に
取り組みます。
●職員の積極的な資格取得により個々のレベルアップを図り、組合員から求めら
れる「プロ職員」の育成を行います。
●組織再編後の遊休資産の有効活用、整備に取り組みます。
●Ｗｅｂ会議等による業務の効率化や、アフターコロナを見据えたオンライン相
談等、デジタル化に取り組みます。
●コンプライアンス意識を高め、リスク管理態勢の一層の強化に取り組みます。

Web会議
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安定と挑戦への道のり vol.3
代表理事組合長

原口 和幸

〜人と人とのつながり〜
組合長に就任して１年が経った。この間、コロナウイルスの影響により、人と会う
ことが本当に難しくなった。何もかもが自粛ムードとなり、会議や研修もパソコン上
で行うことが増えた。以前は顔を合わせるのが当たり前だった。日程さえ合えば、普
通に会えた関係者とは、パソコンの画面を隔ててコミュニケーションを取るのが普通
になりつつある。『人』と会うことが、大きく変わってしまった。
今、テレビやインターネットを見ると、『値上がり』が中心になっている。マスコ
ミは野菜価格が安い時のニュースはほとんどしない。農家や生産者の気持ちや苦労を
全く考えていない。視聴者の気を引くものだけ取り上げ過ぎである。寂しい限りであ
る。このことと『野菜の消費拡大』は事あるごとに各方面に訴えていきたい。
私も情報を手早く知るのに携帯電話等を使い、検索することがある。例えば、『肥
料価格高騰』と検索すると情報量が多すぎて、そのキーワードばかりを追い求めて、
考え方に偏りが出てしまい、物事の本質を見失ってしまうことがある。
それとは逆に『口コミ』は飲食店やモノ、強いては農協の評価もしてくれる。口コ
ミは正当な評価だと思うし、『人』から『人』へ率直な感想を伝えることで信用しや
すい情報源となっている。地域に根付いた組合として初心に戻り、役職員が組合員、
利用者の立場になり、情報をしっかり伝え、伝わることで着実に口コミは広がってい
くはずである。
環境がめまぐるしく変わりつつある一方で、変わらないことがあるのに改めて気付
かされた。それは『人と人とのつながり』だ。人とのつながりで勇気をもらい、次に
踏み出す活力となり、挑戦する気持ちにさせてくれる。
組合長として生産者の皆様が一生懸命作った野菜を年間通じて納得した価格で販売
出来るように、『産地と消費地』、『生産者と消費者』のつながりを大切にして挑戦し
て参ります。
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情報BOX
お知らせ＆おすすめ

JAあわじ島

新 規 定 期 貯 金 募 集

期間中、新規定期貯金50万円以上（期間1年）
お預け入れの方に、うれしい特別金利を適用いたします。

期間

令和4年7月19日（火）〜 8月31日（水）

期間1年

さらに
抽選で

年

0.10 %
（税引後

※お預け入れは個人の方に限ります。
※当組合にお預けいただいている定期
貯金からのお預け替えは対象外になります。
※詳しくは各支所金融窓口、または渉外担当者までお問い合わ
年0.079％） せください。

兵庫県産特産品が当たります！
抽選日

令和4年9月中旬

新規預け入れ10万円ごとに１口抽選権をお付けします。

※抽選券の発行はいたしません。コンピューターによる自動抽選を
行います。※当選された方には宅配便にてお届けします。（10月中旬
発送予定）お届けをもって当選の発表に替えさせていただきます。

B賞 丹波篠山
黒枝豆
「幻の黒」

A賞 神戸
ビーフ

赤身すき焼き用

（600g）

若さや（200g×3袋）

農業近代化資金（制度資金）
年0.50%
年0.16%
一

般

認定農業者

ＪＡバンク利子補給とＪＡあわじ島独自利子補給により
最長5年間実質利子負担が
期間

（5年以下）

年0.00% となる見込みです。

令和4年4月11日
（月）〜令和5年3月27日（月）
実行分

※利子補給前の金利は借入期間５年以内・固定金利
※表示金利は令和４年７月１日現在

※別途保証料が必要（助成あり）

おつかいみち ●農機具購入
（トラクター・コンバイン・レタス包装機など）
●軽四貨物購入 ●農業用倉庫・ハウス・畜舎等の新築・修繕など
●小土地改良
※申込から貸出実行まで約3か月の期間が必要となります。
※詳しくは最寄りの支所融資担当までお問い合わせください。

美 菜 恋 来 屋

いい肉の日・・・・・ 7月29日（金）
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農機自動車センター

キャンペーン期間

夏の特価
セール

令和4年7月15日
（金）〜 9月30日（金）

期間中、商品購入の金額に応じて
給油プリペイドカードを進呈します
農機自動車センターより重要なお知らせ

農機具・自動車・電化製品の納品に遅れが発生しています。
お早めにご相談ください！
農機具や軽トラックの購入は、ＪＡや県の利子補給を受けられる

近代化資金 をご利用いただけます。

※借入には一定の条件・審査があります。

最長5年間は実質金利負担なし!!

お問い合わせは、農機自動車センター
（☎0799-42-0513）または各支所・経済センター購買窓口まで
日 程
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◆法律相談／8月3日（水）10：00〜（本所）※予約制

◆休日ローン相談／毎週日曜日10：00〜16：00（本所）

◆セカンドライフ相談／7月24日（日）9：00〜12：00（本所）

◆生花教室／7月28日（木）
・8月10日（水）19：00〜

情報BOX
お知らせ＆おすすめ

広田セルフSS

7月の特価デー!

お支払いはＱＲ決済も
ご利用いただけます。

3円引き
円引き/ℓ
期間

7月15日㊎〜7月17日㊐

農業用廃棄プラスチック類の回収

廃棄（未使用、期限切れ）
農薬・
農薬空容器の回収

廃棄処理をご希望の方は委任状の申込欄に必要事項を
記入・押印の上、期日までにお申し込みください。

廃棄処理をご希望の方は、委任状に必要事項を記入・
押印の上、期日までにお申し込みください。

申込期日

令和4年7月22日（金）

申込期日

回収品目 （JAで購入された次の品目）

令和4年7月22日（金）

回収品目

◎畦波
◎畦シート
◎育苗用セルトレイ
◎水稲育苗箱
◎みのる玉葱育苗箱
◎パスライト
◎バロン愛菜
◎トンネル支柱ダンポール

◎一般農薬（粉剤、粒剤、乳剤、液剤、水和剤、顆粒剤）
◎農薬空容器（ポリ・ガラス瓶・金属容器・農薬袋）

回収金額
◎一般農薬（水銀等は除く） 400円/㎏（税込）
◎空容器
800円/㎏（税込）
※ラベル無し・農薬名が確認できない農薬は回収でき
ませんのでご了承ください。
※農薬が残っている場合は、廃棄農薬として回収させ
ていただきます。

※回収方法、回収費用負担金等詳しくは、各支所・
経済センター購買係までお問い合わせください。

各支所・経済センター回収日…廃棄プラスチック類・廃棄農薬（未使用、期限切れ）・農薬空容器
回収日

8月

場

所

3日（水）

広田支所・倭文経済センター・八木経済センター・
市経済センター・神代経済センター

4日（木）

松帆支所・湊経済センター・津井経済センター・
伊加利阿那賀経済センター・志知支所・榎列経済センター

5日（金）

賀集支所（福良支所）・阿万支所・灘経済センター・北阿万支所

回収時間

9:00〜12:00
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ＪＡあわじ島の
ポリコンテナ・パレットの
取り扱いについて
ＪＡマークが入ったポリコンテナおよびパレットの使用について、下記の内容についてご理解ご協力をお願いします。
●コンテナ・パレットは、組合員の共有財産としてＪＡが保管・管理をしており、個人的な占有は認めていません。
●たまねぎ収穫後の乾燥保管へのコンテナ使用は、各自より届出と費用負担を伴っています。
●出荷野菜の収穫時にコンテナを使用する際は、事前に使用の届出をお願いします。
●コンテナ使用については生産物のJAあわじ島への出荷用及び収穫用であり、空缶・ゴミ入れ等、出荷収穫以外の
使用は絶対にしないでください。

余剰のポリコンテナ・パレットは各支所・経済センター保管場所へ返却をお願いします。

令和5年度

新入職員 募 集
対象者

大好きな
地元・淡路島で
働きたい!

大学・短期大学・専門学校を令和５年３月までに卒業見込みの方。
もしくは、すでに大学・短期大学・専門学校を卒業の方。

募集職種

総合職（正職員）【営農相談員、自動車・農業機械整備等含む】

募集方法

当組合ホームページ「採用情報」からマイナビ2023（就職サイト）よりエントリーしてください。
ホームページ https://www.ja-awajishima.or.jp/

一次試験実施日
場

所

令和4年8月9日（火）13:30〜16:30
あわじ島農協本所会館３階にて受付

募集締切

令和4年8月8日（月）

農業に携わる
仕事がしたい!

※申込方法や処遇など詳しい内容はマイナビ2023内採用情報をご覧ください。
職員採用に関するお問い合わせ先：総務部人事課（直通：0799-42-5222）

金

24,170

長期共済保有高

364,458

購買品供給・取扱高

1,218

特産品販売・取扱高

4,366

農産品販売・取扱高

73

畜 産 販 売・取 扱 高

312

貸

11

出

6

27

日開催︶

216,714

月

金

理事会だより ︵

（単位：百万円）

貯

題

3,741人

議

員

〇役員報酬について

合

〇行政庁に提出する業務報告書及び連結業

組

務報告書について

准

〇みのり監査法人との令和４年度監査契約

5,551人

の締結及び電子契約締結に係る承認権限

員

者の選定について

合

〇本所給油所セルフ化及び洗車場について

組

〇LED照明取替工事指名競争入札結果に

正

ついて

JA活動の成果（6月末）

管内小学校では様々な食農教育が行われ、児童は南あわじ市農業について学びました。

田植え体験
6月9日

市小学校３年生（喜田直樹さん圃場）

一列に並んで
苗を植えるよ♪
6月16日

たまねぎ収穫体験

広田小学校４年生（清川光博さん圃場）

6月9日
倭文小学校
２年生・６年生
（庄田農会営農事業部）

いっぱい
収穫するぞ！

施設センター見学
6月17日

志知小学校５年生

メモを取りながら
真剣に話を聞く

田植え
楽しい！

みかん出前授業
6月17日

倭文小学校３年生（長田環境保全組合）

みかんクイズで
知識を深める

6月21日 倭文小学校３年生
（指導 山本誠二さん）

植え残しが無いように
印に苗を植えるよ☆
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1

管内の農作業風景をパシャリ

!!

たまねぎ収穫から田植えへとガラリと変化のあるぶら
り旅でした︒管内では地域によって田植えの時期は異な
りますが︑たまねぎがあった圃場は︑田植え仕様に水が
張られていました︒

13

たまねぎ乗用収穫機実演会

スマホで動画に
簡単アクセス

実演会の動画

６月９日︑管内圃場でたまねぎ乗用収穫機実演会を開催しました︒
実演会には︑生産者をはじめ普及センター︑メーカー関係者︑JA営
農相談員ら約 名が参加しました︒
たまねぎでは︑これまで移植機や歩行型収穫機︑歩行型ピッカーな
どを導入していますが︑大規模経営を見据えた乗用の収穫体系の実証
と精度・能力の調査を行いました︒
機械は︑①茎葉処理機で葉を切った後︑②掘り起こし機︵デガー︶
により掘り起こししました︒これまでは︑ハイクリトラクターに接続
することが一般的でありましたが︑今回の実演では淡路島型トラクタ
ーを一部改造したことで利用が可能になりました︒
▼調査結果
①茎葉処理機は︑谷の茎葉を掻き上げるブラシの改良により精度が
向上しました︒②掘り起こし機は︑機械による損傷球の発生は見ら
れませんでした︒①と②を合計した作業速度は︑歩行型収穫機とほ
ぼ同時間でありますが︑乗用であるため体の負担が軽減でき︑また
①と②と２台同時に稼働させると作業時間の短縮になります︒
乗用機械の旋回では︑枕地︵２枕︶と畝の端から１ｍ 程度あける必
要があるので︑圃場当たりの栽培面積が減少します︒栽培面積の拡
大や機械作業がしやすい圃場での導入が必要です︒
機械の詳細につきましては︑農機センター︵42︱0513︶まで
お問い合わせください︒
▼実演機
①茎葉処理機 メーカー
クボタ 型式 ＯＣＫ︱１
②掘り起こし機 メーカー
キュウホー
型式 Ｐ０４０︱１ＦＨＡ
︵デガー角棒タイプ︶
トラクター
①メーカー クボタ
型式KL︱34R
②メーカー クボタ
型式GL︱260
40

