
Ⅱ．事業の概要
令和２年度

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）

１．組合の事業活動の概況に関する事項

　(1)　事業の概況

    JA富士宮では、将来にわたる「農家組合員の所得向上」「地域社会への適切なサービス

  提供」といった自己改革の継続に取り組んでおります。「農家組合員の所得向上」につい

  ては、昨年度「JA富士宮スマート農業推進協議会」を設立し、加工キャベツの生産圃場を

  お借りし、AI機能を搭載した最先端の農業機械を使用して、畦立てから収穫まで、またド

  ローンを使用した農薬散布等の省力化に向けた技術を組合員の皆様と共有することが出来

  ました。また、富士宮市の特産品であります「落花生部会」を設立致しましたので、来年

  度に向け販売力の強化を図って参ります。生産資材のコスト削減に向け、肥料の車取り発

  注など仕入コストの削減に向けた取り組みを行ない価格の低減に努めました。経済渉外は

　鳥獣被害対策として様々な提案を行いながら、年間１００件を超える電気柵等の設置のお

　手伝いを行なってきました。生活部門は新型コロナウイルスの影響を受け実績が伸び悩み

  ました。ファーマーズマーケット「う宮～な」においては、コロナ禍による「巣ごもり」

　 効果により、売上げが１３億円(税込)を超えることが出来ました。これで５年連続売上１０億円(税込)

　を達成することが出来、これも出荷者、消費者の皆様のおかげと感謝しております。「地

  域社会への適切なサービス提供」をモットーに、おもいやり会館では、少人数での「家族

  葬」から「大規模葬」に対応できるホール整備など、ご遺族のご要望に積極的に応えるこ

  とができるよう取り組みました。更に、コロナ禍ではありましたが今年度についてもJAの

  使命である「次世代への食育活動」のライススクール、トウモロコシや落花生の栽培収穫

  体験を数日に分け少人数での開催を致しました。今後につきましても、魅力ある食育活動

  を継続していきます。

 　 信用部門では、組合員・利用者のライフプランやニーズに合った商品の提案を図り、ラ

  イフプランサポートの実践を意識した活動に努めました。貯金については、 年金振込など

  「集まる貯金」の獲得を中心とした活動に取り組み、 貸出金については、住宅ローンに重

  点を置いた活動に努め、また、教育・マイカーなど小口ローンのキャンペーンを行い、営

  業活動を展開しました。

  　共済部門では、新仕組みの「特定重度疾病共済」を提案の主軸に「生存系共済お見積り

  キャンペーン」を実施し、生命系共済の複数提案に取り組みました。また、年度の後半で

  は、「自動車共済お見積りキャンペーン」を実施し、１月末では契約獲得目標をクリアし、

  ２月末までには組合全体目標を達成しました。事務面におきましては、新事務手続きによ

  り契約者対応の効率化、契約引受の早期化、事務負荷軽減が図られました。
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（２）　主な事業の活動内容

　１．指導事業

　①部会組織強化と新技術の研究

　　　昨年度末に立ち上げました「JA富士宮スマート農業推進協議会」の事業のなかで、

　  多くの組合員の皆様に御参加をいただき、加工キャベツを中心とした、省力化農業機

　  械やドローンの試験飛行等の紹介を行うことが出来ました。

　②う宮米の維持向上と労力軽減

　　　コロナ禍のなか栽培講習会等の開催は思うように行う事ができませんでしたが、管

　  内のブランド米であります「う宮米」になり得るように、営農指導・巡回指導を行い、

　  良質米栽培に向けた指導を行いました。また、組合員の労力軽減の為に、育苗センタ

　  ー・ライスセンターの稼働により、多くの組合員の皆様にご利用をいただきました。

　③茶業の生産維持確保

　　　新型コロナウイルスの蔓延により、先行き不透明な状況下で荒茶販売が始まり、販

　  売価格は低迷し大変厳しい販売となりました。しかし、生葉での販売は拡大する事が

　　でき、ＪＧＡＰ認証も16名の方が継続し、安心安全な茶生産へ取り組む事ができまし

　　 た。

　④優良農地の有効活用と耕作放棄地対策

　　 今年度は50ｈaを目標に富士宮市行政との連携を図り、目標以上の約78ｈaの成果を

　  上げる事が出来ました。

　⑤農家支援制度の有効活用　

　　　今年度新たにＧＡＰ普及活動対策の有効活用や有害鳥獣被害対策・農業用ハウス資

　  材・茶業振興等の農家支援を行い、多くの組合員の皆様への支援を行いました。

　⑥准組合員参加型の食育交流活動　

　　　今年度はコロナ禍の中での開催となりましたが、「ライススクール」「とうもろこ

　  し」「落花生」の食育活動を通じて、参加者の方々に、作る喜びと食べる楽しみをお

　  手伝いする事で、食の大切さをお伝えする事ができました。

　⑦畜産事業の維持拡大　

　　　今年度も引き続き、畜産クラスターの事務局を行政機関と協力し、施設・機械リー

　   ス等の補助金申請を行うことで、畜産事業者の経営安定に寄与する事ができました。

　⑧青年部（担い手）の活動支援

　　　耕作放棄地対策として栽培をしている、加工キャベツ生産のサポートを行うと共に

　   青壮年部活動事業の事務局として活動サポートを行いました。

　⑨女性部活動の支援と世代をこえた仲間づくり

　　 今年度はコロナ禍の中、大きな事業は開催を見合わさざるを得ない状況下でありま

　　したが、各支部の支部長を中心に、仲間づくりや絆を深める為の支部活動を行ってい

    ただきました。
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　２．販売事業

　　①一般販売

　　　　 コロナ禍の中、緊急事態宣言の発令もあり、時短営業や営業自粛要請の影響によ

　     り年度当初から出荷市場価格の低迷や、嗜好品の低迷等により、一般販売は大変厳

       しい結果となりました。

                  　　計画対比 :   104.3％　       　前年対比 :   97.6％          

    ②畜産販売

　　　　 生乳の出荷につきましては、飼育頭数減により、目標には若干届きませんでした

       が、昨対96.3％となりました。スモール（子牛）については昨対91.6％となりまし

       た。牛枝肉につきましては、昨対104.7％と目標を大きく上回ることが出来ました。

                      計画対比 :   103.4％　       　前年対比 :   97.6％          

    ③ファーマーズマーケット販売

       　コロナ禍による食材需要増加の要素への追従と、新規のお客様増加に対しても、

       出荷者様のご尽力により対応できた結果、平日3,450千円、土・日・祝日5,920千円

       と、１日当たりの平均売上の底上げに繋がり、順調な売上推移となりました。

                 　　  計画対比 :   121.4％　        前年対比 :   111.5％          

  ３．購買事業

    ①生産部門

　　　　　大規模養鶏場との取引き増加により飼料・重油の供給が大幅に増加しました。

       肥料農薬は67品目を推奨品目の価格低減に努めました。農機具も好調であり大型

       農機を中心に供給が伸びました。

           飼料      　計画対比 :   157.3％　       前年対比 :  　487.5％          

           肥料　      計画対比 :   102.4％　       前年対比 :    101.7％       

           農薬　　    計画対比 :   108.2％　       前年対比 :    103.9％          

      その他生産資材   計画対比 :   130.7％　       前年対比 :    149.1％          

　  ②生活部門

　　　　　新型コロナウイルス感染拡大の影響により生活関連商品は大きく落ち込みまし

        た。特に業務用米や健康器具、シロアリ消毒などの代行推進で前年より15％から

        25％の落込みとなりました。LPガス事業は令和2年度より学校給食センターへ3年

        間の供給が始まりました。競合が多い中ではありますが、高い安全化システムを

        アピールして安心安全をモットーに事業を展開しております。

         生活関連資材   計画対比 :   94.3％　       前年対比 :  　96.1％          

    ③農作物保護や環境保全

　　　　　渉外活動では鳥獣害対策で約6,300千円の資材をご提案し取り付けました。ま

       た、組合員の生産コスト削減への取り組みとして、廃棄プラスチック回収事業も

       年間10ｔを超える扱いとなっております。令和元年度より始めましたＪＡ富士宮

- 17 -



     ＰＢ商品「う宮茶」販売実績に対して行なう富士山自然環境保全事業への寄付活動も

     引き続き行っていきます。

 ４．葬祭事業

   ①おもいやり会館

　　　 当会館では、生活改善事業である葬祭事業を通じて、地域の皆様への適切なサービ

     スの提供を目指しました。近年、社会情勢等の変化を背景に葬儀への要望が多様化し

     ておりますが、当会館では葬家に寄り添い様々な「葬送」の形に対応し、ご葬家や隣

     保班の負担軽減につながる各種サービスの提案を行いました。また、オリジナル生花

     祭壇をより充実させ、ご葬家のご要望に積極的に応える事に取り組むと共に家族葬か

     ら大規模葬まで様々な組合員の要望に応える事が出来ました。

    　 市街地店舗では、他社との差別化を図りＪＡと利用者との結びつきを深めるべく、

     出張事前相談会を開催しました。おもいやり会館では、ホール見学会と事前相談を

     行い、万が一への備えや組合員の不安解消に努めました。

     　一方、コロナ禍による会葬者の減少と会食機会の減少により、料理が前年金額対比

     約４５％、飲料が同７０％と大幅に減少しました。

   ②仏壇仏具センター

       当センターでは、組合員及び地域の皆様に対し、信頼と安心に基づく組合員特別価

     格による位牌・仏壇・仏具の供給を行いました。また、回忌法要のご案内により、法

     要と仏具等の潜在需要の掘り起こしを行いました。

     　また、例年イベントとして開催していたお盆フェアは、新型コロナウイルス蔓延に

     よりイベントを自粛し、６月初旬から７月末まで常設展示として事前予約制とした結

     果、多数のご来場とほぼ例年並みの新盆用品の供給につながりました。

     　令和３年度からは新たに「仏壇法事センター」と名称変更を行い、更に法要需要へ

     の取組強化と組合員に対する広報に努めてまいります。

                  　計画対比 :   85.3％　       　前年対比 :   86.9％          

 ５．資産相談事業

　　　　資産相談事業全般におきまして、本年度は新型コロナウイルスの感染拡大により、

     事業活動に大きな影響をうけましたが、組合員への適切な資産相談・税務支援のた

     め、できる限りの感染防止対策等を施した上でコロナ禍を柔軟に対応し、取り組んで

 　  まいりました。

　① 資産相談

    ・ 組合員からの相談は、相続に関する事前事後の相談が主で、財産診断から遺産分割、

       申告、相続登記まで組合員様の円満な相続サポートに努めてまいりました。また、

     本年度は土地の譲渡に関する案件も多く、相談から確定申告まで各専門家の協力の

　　 もと、税務・法律相談会を実施してまいりました。
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　② 税務指導

    ・新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けた事業者への持続化給付金・事業継続

    応援給付金等の申請に伴い、当課で行う申告記帳代行業務全対象者の情報をもとに支

    給対象の判断を行い、該当者へ給付金等の申請補助を行いました。

    ・組合員の農業経営に関するリスク管理や節税対策のため、農業者年金・収入保険・小

    規模企業共済等の加入推進を行いました。収入保険につきましては病虫害による収穫

    量の低下、価格低下による収入減により、本年度に保険金の支払対象となった方がお

    り、「とても助かった」との声から今後も組合員へ制度内容について周知していくよ

    う努めてまいります。

  ・確定申告支援につきまして本年度の受付総件数は３２９件(所得税：２８６件 消費税

    ：４３件）となりました。また、申告書提出をe－Tax（確定申告電子送信）による申

    告に転換していくことで、税制改正に対応し、青色申告特別控除を最大限に活用した

    申告に繋げられるよう取り組みました。

６．金融事業

　　　　従来のキャンペーン等による貯金獲得を目的とした「集める貯金」から、年金・給

     振等による「集まる貯金」への転換をすすめ、組合員・利用者のライフプランやニー

     ズに合った商品の提案を図りました。特に、ＭＡ活動ではライフプランサポートの実

     践を意識した活動の見直しを行っており、令和３年度に向けて相談・提案機能を中心

     としたＭＡ態勢の構築に努めました。

     　また、年金獲得においては研修や同行指導によるスキル向上と年金無料相談会や

     年金感謝デイズといった継続した施策の取組みを行いました。

     　貸出金につきましては、「ローン応援キャンペーン」を展開し、住宅ローン等の借

     換と小口ローンの獲得強化に努め、小口ローンについては一定の成果がみられました

     が、他金融機関との競合等厳しい環境にあり、約定償還を補えず目標には達する事が

     出来ませんでした。

       資金運用につきましては、経済・金融情勢を注意深く分析しリスク管理の徹底を図

     る事により安定した収益の確保に努めました。

　　　　今後も適切な店内検査・内部統制の構築を図り、健全性確保に向けたガバナンス、

     営業基盤の強化に努め、地域の皆様に安心してご利用いただけるよう努めて参ります。

           貯金実績     　 計画対比 :   100.7％　       　前年対比 :  　101.0％          

           貸付金実績      計画対比 :    98.2%            前年対比 :     95.8%

７．共済事業

　　共済普及業務におきましては、ＬＡトレーナーを２名に増員し、旧山宮支店にＬＡ

  センターを開設しました。基幹支店に配属されたＬＡエリア長との毎週のミーティング

    により、ＬＡ全体の意思統一が図られ２月末には組合目標を達成することができました。  

  　共済保全業務におきましては、新契約引受処理がスムーズに行われ、処理率は県下で
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  も上位に位置しております。また、新事務手続きのペーパーレス、キャッシュレスに

  おきましても県下目標をクリアし、事務負荷軽減と推進活動の効率化が図られました。

   　事故査定業務では、自動車共済安心サポーターの配置により事故対応総合満足度で

　　９７．５％の評価を受けています。今後も、地域密着の事業運営と連合会との緊密な

    連携により組合員・利用者に一層の安心と信頼の保障提供に取組みます。

推進総合ポイント

   目標（万ＰＴ）　　　実績（万ＰＴ）　　　　　達成率　（％）　　　前年対比　（％）

    ７４５．０　　　　　８１５．３　　　　　　　１０９．４　　　　　　１０２．５

８．宅建事業

　　　賃貸借契約において、賃借人が連帯保証人だけではなく、保証会社（日本賃貸借

    保証株式会社）を導入することで今まで「連帯保証人を取ることができない賃借人」

    を契約に結び付けることができました。

　    また、富士宮市の人口減少及び賃貸住宅の供給過多、それに伴う同業者との競合に

      起因した家賃相場の下落を鑑みて、管理物件の家賃相場を下げることにより、契約件

      数・収益を維持することが出来ました。

　　　　インターネットを利用した宣伝広告の拡充と記載内容の充実を図りＪＡ営業店舗で

      のＰＲ活動や取引先企業への営業活動など積極的に行うとともに、入居希望者に魅力

      ある物件・条件となるような提言を家主に行い入居率の向上に努めます。また、土地

      売買、資産活用についても、協力業者や系統団体及び資産相談課と連携し、活用情報

      の提供など適切な対応に努めます。

  ９．監査部門

　　　　無通告監査を主体として実施し、日常的な事務管理のチェックと、内部管理態勢の

      運用チェックに重点をおき、各部署の内部統制が強化され、有効かつ効率的なものと

      して体制整備がされているかを、リスクの度合いに応じて評価・検証し、その改善方

      法について本店指導部署と連携を図りながら内部管理態勢の整備向上に取り組む監査

      を実施いたしました。また、支店につきましては、県下で取り組んでいる不祥事未然

　    防止のための重点監査手続の実施をあわせて行いました。

       ＜内部統制整備状況に係る監査要点＞

        ①  コンプライアンスに関する検証

      ②  個人情報管理に関する検証

      ③ リスク管理に関する検証

　    ④  業務の効率性に関する検証

     ＜不祥事未然防止のための重点監査手続＞

    　①  現金集金と支払い手続の検証

　　　② 出納現金、ＡＴⅯ現金の取扱い手続の検証
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      ③ 共済掛金の受領、共済金の支払い手続の検証

    ④  仮勘定の検証

    ⑤  共済重点項目の検証

    ⑥  購買品在庫の検証

    ⑦  供給代金の受領と収納手続の検証

    ⑧  購買代金の集金手続の検証

    ⑨  内部牽制の機能状況の検証

    ⑩  定期貯金、共済証書担保貸付等の手続検証

 １０．当該事業年度に生じた重要な事項

　　①「合併による組織再編」

　　 〇令和３年３月１０日に当ＪＡを含む東部地区８ＪＡと令和４年４月１日を合併日

    とする合併契約を締結しました。

    ②当期中に完成した主要施設等

     ○なし

　　③当期継続中の主要施設等

     ○資材センター（仮称）

　　④重要な固定資産の売却等

     ○旧杉田支店土地・建物

 １１．組合が対処すべき重要な課題

　  ①東部８ＪＡの合併に向けた対応

　　　　合併日までに、組織・事業・経営の統合に向けた８ＪＡ間の協議を進めてまいり

　　　　ます。

　　②「新時代への挑戦、農業の飛躍、経営の革新」を目指し、地域農業に更なる潤い

      を与えることに努めます。

 １２．その他組合の事業活動の状況に関する重要な事項

     （業務の適正を確保するための体制）

    当ＪＡでは、法令遵守の徹底や、より健全性の高い経営を確保し、組合員・利用者
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    の皆様に安心してＪＡを利用いただくために、「内部統制に関する基本方針」を策

    定し、ＪＡの適切な内部統制の構築・運用に努めています。

内部統制に関する基本方針

　   法令を遵守し、健全なＪＡ経営により組合員や利用者の皆さまが安心してＪＡをご利用

   いただくために、以下のとおり『内部統制に関する基本方針』を策定し、適切な内部統制

   の構築及びその運用に努めます。

   １．理事や職員の職務の執行が法令や定款を遵守するための体制

   (1)ＪＡの経営理念を共有し、コンプライアンスの重要性を徹底することで、役職員は常

      に法令・規則や定款等を遵守して行動します。

   (2)法令や定款・諸規程等に違反する重要な事実を発見した場合には、監事に報告すると

    ともに、対応策を協議・検討し速やかに是正します。

 (3)内部監査部署は、内部統制の検証・評価を行います。また、内部監査で指摘を受けた

    部署は、速やかに必要な対策を講じます。

　 (4)業務に関して倫理や法令に抵触する可能性のある事項について、役職員等が相談や通

      報ができるヘルプライン制度を適切に運用し、法令違反等の未然防止に努めます。

 (5)監事監査、内部監査、監査人は密接に連絡し、適正な監査を行います。

 (6)反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持ちません。

２．理事の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制

 (1)文書や情報の取扱いに関する方針や規程にしたがい、理事会や委員会の議事録等の職

   務執行にかかる情報を適切に保存・管理します。

 (2)個人情報保護に関する規程を整備し、個人情報を適切に保存・管理します。

３．損失の危険の管理に関する規程等やその他の体制

 (1)様々なリスクに対応するため、リスク管理の基本的な態勢を整備します。

 (2)ＪＡの事業活動で発生しうるリスクを把握・評価し、損失のリスクを適切に管理しま

   す。

  ４．理事や職員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 (1)役職員が効率的に職務を遂行することができるよう、職制、機構や業務分掌を明文化

   し、指揮命令系統を明確にします。

 (2)中長期の視点を踏まえて、事業計画や部門別事業計画を策定します。また、目標の管

   理を適切に行い、事業計画の達成に向けた効率的な管理を行います。

 (3)各業務における規程やマニュアル、業務手続書等を整備し、効率的に業務を執行しま

   す。

５．監事監査の実効性を確保するための体制

 (1)監事が円滑に職務を執行し、監事監査の実効性が確保できる体制を整備します。
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 (2)監事と定期的に協議を行い、十分な意思疎通をはかり、監事の効率的かつ効果的監査

   の実施を支援します。

６．子会社における業務の適正を確保するための体制

 (1)「子会社管理規程」にもとづき、事業に関する重要な方針、事項を監督し、適切な指

    導を行います。

 (2)「子会社管理規程」にもとづき、子会社等の事業計画の達成、法令等の遵守状況等を

    適切に監督します。

７．財務情報等その他組合情報を適切かつ適時に開示するための体制

  (1)会計基準や法令等を遵守した各種規程を整備し、適切な会計処理を行います。

  (2)適正な財務報告の作成のため、決算担当部署に必要な人員を配置します。また、会計・

     財務等に関する専門性を向上させるための人材育成に努めます。

  (3)法令の定めに基づき、ディスクロージャー等を通じて、財務情報の適切な開示に努め

     ます。

  (4)財務諸表の適正性、財務諸表作成にかかる内部監査の有効性を確認し、その旨をディ

     スクロージャーに記載します。
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