
現在

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成28年 △ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 △ ◎

平成30年 ☆

平成28年 △ ◎ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 ☆

平成30年 ☆

平成28年 △ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 ◎

平成30年 ◎

平成28年 △ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 △ ◎

平成30年 ◎

平成28年 △ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 △ ◎

平成30年 ☆

平成28年 △ ◎ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 ◎

平成30年 ◎

平成28年 △ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 △ ◎

平成30年 ◎

平成28年 ◎ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 ◎

平成30年 ◎

平成28年 ◎ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 ◎

平成30年 ◎

平成28年 ◎ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 ◎

平成30年 ◎

平成28年 △ ◎ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 ◎

平成30年 ◎

平成28年 ◎ 完了 取組中 検討中 未着手

完了予定・完了日

完了予定
完　　了

・消費者ニーズに対応した商品
の開発・取扱い研究

・７～１０月期の販売額の減少対策、新規作物導入を検討しました。
・全農ちばと連携し、実需者提携米（業務用多収性品種）「五百川」
「萌えみのり」「とよめき」の栽培普及試験を4地区（15戸24ha）で実
施しました。
・ネギの結束、トマトのパック詰め，ニンジンの小袋詰めなど、消費者
ニーズに合わせた産地加工を行いました。

・作付前の土壌診断を奨励し、過剰施肥を回避することで生産コ
スト削減につなげる取組みを実施します。
・水稲の低コスト技術の試験、普及に取り組みます。
・人参統一肥料作成に向けて3ＪＡで検討します。

産
地
づ
く
り

〇生産コスト低減運
動

・生産コスト低減活動の展開

経済部

・土壌診断の活用による肥料の適正施用、コスト削減を進めまし
た。（12月末分析点数564点）
・水稲部会において密苗栽培の試験を実施し、労働時間・生産コ
ストの低減技術としての普及性を検証しました。
・3ＪＡ（山武、富里、千葉みらい）による人参統一肥料の検
討、肥料比較試験を実施しました。

産
地
づ
く
り

〇農家台帳整備と情
報の共有、台帳を活
用した営農指導の強
化

・農業事務所・全農・市場の産地開発室・種苗会社等を交えた新
商品開発検討会の開催し、試作を行います。
・台地地帯における新たな品目導入検討（泥ネギ栽培等）を行い
ます。
・30年産に向けて、実需者連携米(萌えみのり、とよめき）の普
及拡大に取り組みます。

完了予定
完　　了

〇生産、販売力の強
化と多様化への対応

・販売力の強化、販売チャネル
の多様化・強化

完了予定・完了日

完了予定
完　　了

・農産物直売店「山武緑の風」
の体制整備検討

・種苗会社より種を入手し、生産者へ試験的に栽培、販売を実施
しました。
・クレジットカード端末機を増設し、来店者への利便性向上を図
りました。

・安全・安心な商品を販売するために、部会と協議して商品管理
の強化を検討します。
・特徴ある商材（近隣の大型店にない商材）の生産・販売、消費
者の動向を把握し、ニーズに合った販売方法、栽培、生産の拡大
に努めます。

完了予定・完了日

完了予定
完　　了

・トマトの販売力強化（オール山武）への取組みとして、各地区の販売
担当者・全農ちば・農業事務所を集めて検討会議を行いました。また、
各地区担当者と農業事務所による、山武郡市全域を対象に現地巡回を２
回行いました。
・インショップ事業の拡大として、新たな販売先（オーケーストア）と
の取引きを開始しました。
・県下で７専門部会が組織され、県下ＪＡ間における情報の共有を行い
ました。
・取引先と数量、価格を決めた（シーズン、週間）契約販売を行いまし
た。

・主要品目（ネギ）の共販に向けた検討を行います。
・インショップは既存の取引先とのパイプを太くし取扱量の拡大
に努めます。
・県下ＪＡ間における情報共有検討会に参加致します。
・生産者手取りを考慮した契約販売に取組み、顧客確保を図りま
す。

〇担い手対策、女性
活躍の場の提供

・後継者や新規就農者の確保・
育成

・山武農業事務所・管内行政と連携し、新規就農者（就農後5年
以内、親元就農含む）42戸を把握、山武市については13戸に対し
訪問活動を実施しました。
・山武農業事務所と連携し、ネギスキルアップ研修会を開催し、
経験の浅いネギ生産者への栽培技術指導を行いました（４回開
催）

・就農後間もない方を中心に、JAとの繋がりを深めるための定期
訪問を実施します。
・ネギスキルアップ研修会を継続開催し、更なる栽培技術の向上
を図ります。
・ネギの新規作付希望者を対象とした農業塾を開催し、新たな担
い手の確保を図ります。

完了予定・完了日

完了予定
完　　了

・青年、女性活躍の機会拡大 ・九十九里ネギ連絡協議会の各種研修会に、ネギの若手生産者が
参加し、栽培技術の向上を図るとともに、地域を超えた同世代の
生産者同志が交流・親睦を図りました。（4回開催）

・品目部会内におけ若手農業者の組織化を検討し、若手農業者を
中心とした勉強会・各種試験の取り組みを実施します。
・九十九里ネギ連絡協議会の活動を通じ、ネギの若手生産者の交
流会を開催します。

完了予定・完了日

完了予定・完了日

完了予定
完　　了

・他産地と連携した取り組みに
よる指導内容の充実

・農家台帳を活用し、生産規模拡大方針のある農家71戸に対し経
営実態ヒアリングを実施し、JAとして支援可能な農家（＝打ち手
対象農家）38戸に対し、経営シミュレーションを活用した打ち手
の提案訪問を行い、3戸の農家がJAの打ち手を採択、次期の作付
拡大に繋がりました。

・平成29年度作付調査をもとに、規模拡大方針のある農家を再抽
出し、打ち手の提案活動を継続実施します。また、農家台帳の経
営シミュレーションツールを活用し、規模拡大した場合の労働時
間や所得を体系化し提案します。

完了予定・完了日

完了予定
完　　了

・労働力確保や作業受委託の仕
組みづくり

・無料職業紹介所が認可（11/2）されました。（厚生労働大臣受
理番号12-特-000116）11月より事業を開始しました。
・ＪＡグループ労働力確保プロジェクトに参加し、外国人労働者
導入に向けた検討をしました。
・無料職業紹介所の業務規定、個人情報適正管理規定を整備しま
した。
・水稲育苗センター施設を活用し、夏ネギの苗供給システムを検
討しました。

・無料職業紹介所の求人者、求職者の募集を行い、マッチングを
図ります。
・外国人技能実習生の受入について希望農家対象に説明会を実施
します。
受入希望ＪＡによる「外国人技能実習生受入連絡会議」において
今後の取組みを検討します。
・水稲育苗センター施設を活用した夏ネギの苗供給システムで苗
を供給します。

・近隣ネギ産地（JAちばみどり・JA長生）と連携した「九十九里
ネギ連絡協議会」に参加し、夏ネギの生産拡大・病害対策・ネギ
レシピの制作を行いました。
・近隣人参産地（JA富里市・JAちばみらい）と連携し、専用肥料
の統一化に向けた栽培試験を実施しました。（3圃場）

・主要3品目（ネギ・人参・トマト）について、県・全農ちば・
近隣産地が連携したオール千葉体制のもと、生産基盤強化・販売
力強化の取り組みを継続します。完了予定・完了日

完了予定
完　　了

今後の取組みおよび計画
進捗状況

完了予定・完了日

完了予定
完　　了

・担い手農業経営者への生産規
模拡大提案

・9月に主要品目の作付調査を行い、農家台帳の作付情報及び経
営方針を更新しました。
・12月に農業振興方針会議を開催しました。
・29年産米の出荷申出書をもとに、水稲農家の作付情報を更新し
ました。

・年1回の主要品目作付調査は継続し、その他品目についても各
部署で取りまとめた作付情報を農家台帳へ反映することで、一元
管理を行います。完了予定・完了日

平成28年12月1日
完了予定
完　　了

・成功モデル農家の体系化と成
功モデルの地域農業者への展開

・主要3品目(ﾈｷﾞ､ﾆﾝｼﾞﾝ､ﾄﾏﾄ)において、他の参考となりえる農家
をモデル農家と位置づけ、計12戸選出しましました。

・モデル農家の作業・所得を体系化するとともに、12戸の農家に
ヒアリングを実施、「なぜその経営ができるのか」を把握し、そ
の結果を打ち手対象農家へ提案します。

・営農指導の強化 ・農家台帳の作付調査結果をもとに、71戸の農家に対し経営実態
ヒアリングを実施し、経営シミュレーションを活用した支援策を
提案しました。
・作柄調査報告・営農情報を毎月発行し、生育状況や・病害虫の
発生状況を組合員・関係機関へ提供しました。
・「営農なんでも相談室」の設置を検討しました。
・「営農情報メール配信サービ」スの導入を検討しました。

・経営シミュレーションを活用した農家訪問を継続実施し、打ち
手の実行による生産拡大を図ります。
・作柄調査報告、営農情報の毎月発行を継続します。
・経済センターと連携し、地域・品目別の課題解決に向けた試験
を実施し、結果を生産者へフィードバックします。
・ＯＢ活用を含めた営農指導体制の再構築を図ります。
・「営農なんでも相談室」の設置をします（2月）。
・「営農情報メール配信」のサービス提供を始めます（2月）

完了予定・完了日

完了予定
完　　了

・組合員ニーズを把握する農家
台帳の整備 経済部

総務部
企画部

平成29年度中における取組みの経過・実績

「第7次中期経営計画」の進捗状況と今後の取組み

営農指導・販売事業

取組指針 実施時期 実施責任者

組合員農家の生産の実態・経
営方針を踏まえた営農指導
と、担い手確保・育成への取
組み

平成28年

販売開発部長～
部　門 販売開発部

平成30年

重点実施項目 具体的実践項目（実践工程） 連携部署
行動・実践計画（ 実践◎ ： 検討△ ： 次期継続☆ ） 平成29年12月31日



現在

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
今後の取組みおよび計画

進捗状況
平成29年度中における取組みの経過・実績

「第7次中期経営計画」の進捗状況と今後の取組み

営農指導・販売事業

取組指針 実施時期 実施責任者

組合員農家の生産の実態・経
営方針を踏まえた営農指導
と、担い手確保・育成への取
組み

平成28年

販売開発部長～
部　門 販売開発部

平成30年

重点実施項目 具体的実践項目（実践工程） 連携部署
行動・実践計画（ 実践◎ ： 検討△ ： 次期継続☆ ） 平成29年12月31日

平成29年 ◎

平成30年 ◎

平成28年 ◎ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 ◎

平成30年 ◎

平成28年 ◎ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 ◎

平成30年 ◎

平成28年 ◎ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 ◎

平成30年 ◎

平成28年 ◎ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 ◎

平成30年 ◎

平成28年 ◎ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 ◎

平成30年 ◎

平成28年 ☆ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 ☆

平成30年 ☆

平成28年 ☆ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 ☆

平成30年 ☆

平成28年 ☆ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 ☆

平成30年 ☆

平成28年 ☆ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 ☆

平成30年 ☆

平成28年 △ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 △ ◎

平成30年 ☆

平成28年 △ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 △

平成30年 △

平成28年 △ 完了 取組中 検討中 未着手

平成29年 △

平成30年 △

・経済部と連携し、経済職員のスキルアップや、農家所得向上に向けた
生産資材の選定を行いました。
・打ち手対象農家や新規農業法人への訪問時に、融資担当職員と連携
し、農業融資の相談・紹介を行いました。
・金融部と連携し、農業の法人化に向けた職員研修会を2回実施しまし
た。

・農家台帳システム稼働に伴う、個人情報漏えい防止対策に準じ
た取扱マニュアルの検討を行います。

・組合員の様々なニーズに応えるため、部門間が連携し、一元的
な相談窓口（農業なんでも相談室）を設置します（２月）。

完了予定・完了日

完了予定
完　　了

〇体制および施設整
備

・営農指導体制、農業振興計画
の実践に向けた体制の整備・強
化

・地区別、品目別の営農指導員を明確にし、施肥・防除基準や営
農情報の発信に取り組みました。
・農業振興計画実践会議を開催し、進捗管理を行いました。農業
新聞、広報誌かがやきで外部へ経過報告を発信したほか、役員報
告会を開催し、内部に対し報告を行いました。

・本支所間における営農指導体制を明確にし、情報共有を図りま
す。
・農業振興計画の実践にあたって内部・外部への進捗報告を行
い、関連部署と連携し打ち手の実行を進めていきます。
・農業振興計画の進捗状況、結果を適宜報告します。

・集出荷施設の充実、農業倉庫の有効活用を検討します。
・農業倉庫整備計画を策定します。

・職場体験の積極的な受入を行います。
・園児、児童等による体験農業支援を行います。
・食育ソムリエ協賛による食農教育活動を展開します。

組
織
づ
く
り

〇内部管理態勢の強
化

・コンプライアンス、内部管理
態勢の強化

経済部

・農家台帳の閲覧及び出力の権限・要領について整備しました。

完了予定・完了日

完了予定
完　　了

・施設整備計画および効率的な
投資計画策定

完了予定・完了日

完了予定
完　　了

完了予定・完了日

完了予定
完　　了

〇総合ＪＡとしての
総合事業性発揮

・部門間連携の強化促進

・指導員の資質を高めるため、外部研修会への職員派遣と併せ、
内部研修会を開催します。
・担い手とのより深い関係を構築するため、経営指導が可能な職
員の育成に努めます。

完了予定・完了日

完了予定
完　　了

・担当職員の技術、知識向上へ
の取組

経済部

・経済部と連携し、全経済担当職員を対象に、窓口商品研修会を
3回開催しました。
・農産物検査員の育成を図り、新たに4名が検査員資格を取得し
ました。

・全経済担当職員の技術・知識の底上げを図るため、営農経済事
業対応力向上研修会を毎月開催します。
・職員向け農業塾「田んぼの学校」を開校します。
・農産物検査員へ4人、ＲＣ共乾施設主任者講習に1人の職員を派
遣し、有資格者の増員を図ります。

人
づ
く
り

〇職員教育と人材育
成

・営農指導員の育成と資質向上
への取組

・営農指導員資格取得への取組みを実施した結果、４人が営農指
導員資格を取得しました。
・関係機関で開催された各種講習会・品目別栽培講習会等へ職員
を派遣しました。
・経営相談可能な職員育成のため、農業トップランナー経営塾と
青色申告指導員育成研修へ指導員を派遣しました。

完了予定・完了日

完了予定
完　　了

地
域
づ
く
り

○訪問活動の強化 ・農業担い手への訪問活動の実
施

経済部

・農家台帳を活用し、生産規模拡大方針のある農家71戸を訪問し
ました。その後、JAとして支援可能な農家（＝打ち手対象農家）
38戸を選定し、打ち手の提案訪問として34戸（計43回）を訪問し
ました。

完了予定・完了日

完了予定
完　　了

〇食育活動 ・食農教育活動の展開

企画部
経済部

・青年部活動の一環として、保育園・小学校における農業体験
（サツマイモ作り、コメ作り）を支援しました。（4地区）
・緑の風部会・食育ソムリエの協賛により、地元農産物を使った
親子スーツ教室やブルーベリー収穫体験等のイベントを3回開催
しました。

完了予定・完了日

完了予定
完　　了

・ＪＡファンづくりの取組

経済部

・青年部・若手生産者からの要望を聞くＪＡ役職員との懇話会
を、10/30に実施しました。
・協同組合フェスティバル（11/12）に参加し、生産者と消費者
の交流を図りました。

・作付調査結果・更新した組合員データによる組合員台帳をもと
にした経営実態ヒアリング及び、打ち手のアプローチ訪問を実施
します。完了予定・完了日

完了予定
完　　了

〇担い手・次世代対
策

完了予定・完了日

完了予定
完　　了

・多様な担い手の集まりである青年部員の声を、JAへ届けるため
青年部活動の充実を図ります。

・人参生産者を中心に、将来の人参生産について長期的な収支を
見据え慎重に検討します。
・第一集出荷Ｃのナス・キュウリ選果施設について将来的な施設
維持と生産基盤確保を視野に入れて検討します。
・トマト、キュウリ、ナスの今後の生産・販売方法の協議検討を
行います。
・トマト選果機未利用地区(日向・睦岡）における利用希望者の
誘導を行います。

・ライスセンタ、育苗セン
ター、農業倉庫の有効活用と効
率的な投資検討

総務部
企画部

・新たな米の集約倉庫として、横芝倉庫を建設。8月より各地区
で集荷・検査した米を集約保管しました。
・蓮沼・横芝育苗センターの老朽化にともなう新施設取得につい
て、検討しました。

・老朽化する倉庫や、既存倉庫の有効活用について検討します。
・蓮沼・横芝育苗センターの老朽化にともなう新施設取得につい
ての検討します。完了予定・完了日

完了予定
完　　了

・作付前の土壌診断を奨励し、過剰施肥を回避することで生産コ
スト削減につなげる取組みを実施します。
・水稲の低コスト技術の試験、普及に取り組みます。
・人参統一肥料作成に向けて3ＪＡで検討します。

完了予定・完了日

完了予定
完　　了

産
地
づ
く
り

〇生産コスト低減運
動

・生産コスト低減活動の展開

経済部

・土壌診断の活用による肥料の適正施用、コスト削減を進めまし
た。（12月末分析点数564点）
・水稲部会において密苗栽培の試験を実施し、労働時間・生産コ
ストの低減技術としての普及性を検証しました。
・3ＪＡ（山武、富里、千葉みらい）による人参統一肥料の検
討、肥料比較試験を実施しました。

完了予定・完了日

完了予定
完　　了

〇集出荷・選果施
設・農業施設の整備
検討

・農業倉庫の有効活用と効率的
な投資検討

総務部
企画部

〇集出荷・選果施
設・農業施設の整備
検討

・集出荷施設の充実検討

総務部
企画部

・関係機関（農業事務所、全農ちば）と地区別生産振興会議を開催しま
した。
・第１回目の人参生産に関するアンケートにより、人参選果施設検討会
を開催しました。
・近隣ＪＡと県外産地の人参選果施設の視察を行いました。
・キュウリ・ナスの最新式選果施設の視察を行い、今後の第一集出荷セ
ンターの選果機更新に向けた販売方法及び規格の簡素化等について検討
しました。
・キュウリ・ナス選果機更新に向けた第１回目のアンケートを行いまし
た。


