実施項目

新たな担い手の育成や担い手のレベルアップ対策

※数値は平成２９年度実績。
（

3.7

3.4

平成２９年度 自己改革の取り組み成果と
組合員アンケート結果

）は平成２９年度計画。

取り組み成果

取り組み内容

●新規就農者・農業後継者に対する支援

支援人数 ５人（計画５人）

●集落営農の法人化・担い手経営体の再編

法人化

６集団（計画５集団）

この度、実施いたしました「組合員アンケート」にご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございました。アンケート結
果についてご報告させていただくとともに、今後の事業運営に反映し、自己改革の実践につなげてまいります。

平成28年度
平成29年度
５点満点評価（正組合員７３０名回答）

●調査対象

調査
概要

Ⅱ 総合性の発揮による地域の活性化
実施項目

※数値は平成２９年度実績。
（

3.4

3.5

平成28年度
正組合員

3.9

4.1

平成29年度
准組合員

５点満点評価（正組合員７３０名、准組合員２７０名回答）

実施項目
3.8

●支店協同活動の実践

９２回開催（計画

●JA食農教育活動の実践

参加延べ人数４，
７４７人（計画３，
１９７人）

●JA高齢者福祉活動の理解促進

学習会の開催 ９回（計画３回）

●「地産地消」女性部活動の展開

活動回数 ５３回（計画１５回）

●地域とのつながり強化と仲間づくり

活動回数 １５５回（計画１２３回）

●調査期間

合計1,000名

実施項目

マーケットインにもとづく生産・販売事業方式への転換
取り組み内容

3.4

3.8

５点満点評価（正組合員７３０名、准組合員２７０名回答）
※平成２９年度よりアンケート項目に追加しました。

実施項目
3.8

作付面積

１，
５５０㌶（計画１，
２２０㌶）

●青果物取扱高の拡大

販売高

３７．
４億円（計画４１．
０億円）

●加工・業務用野菜の生産拡大

作付面積

キャベツ３０㌶（計画３０㌶）、

●ファーマーズマーケットの販売力強化

直売販売高

５億円（計画６億円）

●主食用米の生産拡大

新品種の作付面積

１７㌶（計画１０㌶）

タマネギ６.７㌶（計画８.０㌶）
平成29年度
平成28年度
５点満点評価（正組合員７３０名回答）

「養老町徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク事業」へ養

実施項目

付加価値の増大と新たな需要開拓への挑戦

※数値は平成２９年度実績。
（

取り組み内容

している他の市町との協定内容等を整理しました。
鳥獣害防護対策や防護柵設置の計画に基づき営農

取り組み成果

取り組み内容

●組合員代表者会議の開催

総代、改良組合、作物部会の代表者の方など約1,400名
のご出席を賜り、様々なご意見をいただきました。

●集落座談会の開催

５点満点評価（正組合員７３０名、准組合員２７０名回答）
※平成２９年度よりアンケート項目に追加しました。

3.8

自治会等と連携し、防護柵の設置支援を行いました。

組合員の意思反映

平成29年度
准組合員
正組合員

3.4

（経済）センターを通じて関ケ原地区と上多度地区で

3.9

平成28年度
平成29年度
５点満点評価（正組合員７３０名回答）

実施項目

准組合員の住宅ローン契約者の方に西美濃産「特別栽培

3.3

3.7

う食農教育活動への参加を募りました。

実施項目
3.8

平成28年度
平成29年度
５点満点評価（正組合員７３０名回答）

食・農・協同組合にかかる広報展開
4.0

取り組み内容

●パブリシティの活用

取り組み成果

実施項目

行政や関係機関と連携し、プレスリリースを行った結果、２３
回（１９項目）の記事掲載に繋がりました。また、新聞以外にも
３項目についてテレビで取り上げられ地域に「食」や「農」に

平成29年度
准組合員
正組合員
５点満点評価（正組合員７３０名、准組合員２７０名回答）
※平成２９年度よりアンケート項目に追加しました。

関する情報をお伝えすることができました。
●広報活動を通じた食と農の理解促進

発信方法の一つとしてＴＶを活用し、ＪＡにしみのオリジナル

直販取扱高（消費者）

５.３億円（計画５.０億円）

直販取扱高（卸売業者） ５.７億円（計画５.０億円）
●米の品質向上

主食用米食味値

●６次産業化による付加価値増大

オリジナルバウムクーヘン、

８３
（計画８０）

柿寒天ゼリー、柿酢「ハリヨの柿酢」
ドレッシングなどをファーマーズマーケットで販売
●畜産の生産販売維持・拡大

畜産物取扱高 １７億円（計画１２億円）

3.3

取り組み内容

3.7

平成28年度
平成29年度
５点満点評価（正組合員７３０名回答）

）は平成２９年度計画。

取り組み成果

●肥料・農薬大口奨励金の支払によるコスト削減 還元額

４，
２００万円（計画４，
３００万円）

●担い手への農地集積・集約

農地集積率

５９.９％（計画５８.０％）

●低コスト生産技術の確立・普及

水稲直藩面積

２６８㌶（計画１５０㌶）

●農産物販売コストの低減

同一品目協議会設立による低減効果
３品目（計画３品目）

担い手経営体のニーズに応える個別対応

広報誌、ホームページのリニューアルをはじめ、新たな情報
ＣＭを作成するなど、食と農の情報を積極的に発信しました。

取り組み成果

※数値は平成２９年度実績。
（

米ハツシモれんげのかおり」を進呈しました。また、JAが行

取り組み

●多様なニーズに対応した販売拡大

）は平成２９年度計画。

生産資材価格の引き下げと低コスト生産技術の確立・普及

735集落で開催し、全集落の約83％の開催率となりまし
た。

●准組合員の「農業振興の応援団」の

）は平成２９年度計画。

取り組み成果

●飼料用米の生産拡大

９月２９日に登録完了しました。これに伴い、既に締結
●鳥獣害対策の強化

役職員などが組合員宅を訪問し、アンケート調査を実施。

※数値は平成２９年度実績。
（

全支店・全グループで開催）

老管内６支店の協力サポーター登録の申請を行い、

平成29年度
正組合員
准組合員

●調査方法

平成30年2月〜3月

取り組み成果

取り組み内容

●あんしん見守りネットワーク

組合員の満足度を把握し、自己改革の実践につなげるため。

准組合員270名

）は平成２９年度計画。

取り組み成果

積極的な参画による地域社会づくりへの貢献
3.9

第7次中期経営計画2年目（平成29年度）に対する

Ⅰ 農業者の所得増大の実現

JA活動を通じた地域コミュニティの活性化
取り組み内容

正組合員730名（認定農業者・農業法人、 ●調査目的
集落営農組織、部会の代表者・総代）
・

※数値は平成２９年度実績。
（

取り組み内容

）は平成２９年度計画。

取り組み成果

●出向く営農体制の整備・拡大

担い手への訪問 ２６５件（計画１担い手１提案以上）

●農業経営管理支援の強化

経営分析

３６経営体（計画３０経営体）

実施項目

新たな担い手の育成や担い手のレベルアップ対策

※数値は平成２９年度実績。
（

3.7

3.4

平成２９年度 自己改革の取り組み成果と
組合員アンケート結果

）は平成２９年度計画。

取り組み成果

取り組み内容

●新規就農者・農業後継者に対する支援

支援人数 ５人（計画５人）

●集落営農の法人化・担い手経営体の再編

法人化

６集団（計画５集団）

この度、実施いたしました「組合員アンケート」にご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございました。アンケート結
果についてご報告させていただくとともに、今後の事業運営に反映し、自己改革の実践につなげてまいります。

平成28年度
平成29年度
５点満点評価（正組合員７３０名回答）

●調査対象

調査
概要

Ⅱ 総合性の発揮による地域の活性化
実施項目

※数値は平成２９年度実績。
（

3.4

3.5

平成28年度
正組合員

3.9

4.1

平成29年度
准組合員

５点満点評価（正組合員７３０名、准組合員２７０名回答）

実施項目
3.8

●支店協同活動の実践

９２回開催（計画

●JA食農教育活動の実践

参加延べ人数４，
７４７人（計画３，
１９７人）

●JA高齢者福祉活動の理解促進

学習会の開催 ９回（計画３回）

●「地産地消」女性部活動の展開

活動回数 ５３回（計画１５回）

●地域とのつながり強化と仲間づくり

活動回数 １５５回（計画１２３回）

●調査期間

合計1,000名

実施項目

マーケットインにもとづく生産・販売事業方式への転換
取り組み内容

3.4

3.8

５点満点評価（正組合員７３０名、准組合員２７０名回答）
※平成２９年度よりアンケート項目に追加しました。

実施項目
3.8

作付面積

１，
５５０㌶（計画１，
２２０㌶）

●青果物取扱高の拡大

販売高

３７．
４億円（計画４１．
０億円）

●加工・業務用野菜の生産拡大

作付面積

キャベツ３０㌶（計画３０㌶）、

●ファーマーズマーケットの販売力強化

直売販売高

５億円（計画６億円）

●主食用米の生産拡大

新品種の作付面積

１７㌶（計画１０㌶）

タマネギ６.７㌶（計画８.０㌶）
平成29年度
平成28年度
５点満点評価（正組合員７３０名回答）

「養老町徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク事業」へ養

実施項目

付加価値の増大と新たな需要開拓への挑戦

※数値は平成２９年度実績。
（

取り組み内容

している他の市町との協定内容等を整理しました。
鳥獣害防護対策や防護柵設置の計画に基づき営農

取り組み成果

取り組み内容

●組合員代表者会議の開催

総代、改良組合、作物部会の代表者の方など約1,400名
のご出席を賜り、様々なご意見をいただきました。

●集落座談会の開催

５点満点評価（正組合員７３０名、准組合員２７０名回答）
※平成２９年度よりアンケート項目に追加しました。

3.8

自治会等と連携し、防護柵の設置支援を行いました。

組合員の意思反映

平成29年度
准組合員
正組合員

3.4

（経済）センターを通じて関ケ原地区と上多度地区で

3.9

平成28年度
平成29年度
５点満点評価（正組合員７３０名回答）

実施項目

准組合員の住宅ローン契約者の方に西美濃産「特別栽培

3.3

3.7

う食農教育活動への参加を募りました。

実施項目
3.8

平成28年度
平成29年度
５点満点評価（正組合員７３０名回答）

食・農・協同組合にかかる広報展開
4.0

取り組み内容

●パブリシティの活用

取り組み成果

実施項目

行政や関係機関と連携し、プレスリリースを行った結果、２３
回（１９項目）の記事掲載に繋がりました。また、新聞以外にも
３項目についてテレビで取り上げられ地域に「食」や「農」に

平成29年度
准組合員
正組合員
５点満点評価（正組合員７３０名、准組合員２７０名回答）
※平成２９年度よりアンケート項目に追加しました。

関する情報をお伝えすることができました。
●広報活動を通じた食と農の理解促進

発信方法の一つとしてＴＶを活用し、ＪＡにしみのオリジナル

直販取扱高（消費者）

５.３億円（計画５.０億円）

直販取扱高（卸売業者） ５.７億円（計画５.０億円）
●米の品質向上

主食用米食味値

●６次産業化による付加価値増大

オリジナルバウムクーヘン、

８３
（計画８０）

柿寒天ゼリー、柿酢「ハリヨの柿酢」
ドレッシングなどをファーマーズマーケットで販売
●畜産の生産販売維持・拡大

畜産物取扱高 １７億円（計画１２億円）

3.3

取り組み内容

3.7

平成28年度
平成29年度
５点満点評価（正組合員７３０名回答）

）は平成２９年度計画。

取り組み成果

●肥料・農薬大口奨励金の支払によるコスト削減 還元額

４，
２００万円（計画４，
３００万円）

●担い手への農地集積・集約

農地集積率

５９.９％（計画５８.０％）

●低コスト生産技術の確立・普及

水稲直藩面積

２６８㌶（計画１５０㌶）

●農産物販売コストの低減

同一品目協議会設立による低減効果
３品目（計画３品目）

担い手経営体のニーズに応える個別対応

広報誌、ホームページのリニューアルをはじめ、新たな情報
ＣＭを作成するなど、食と農の情報を積極的に発信しました。

取り組み成果

※数値は平成２９年度実績。
（

米ハツシモれんげのかおり」を進呈しました。また、JAが行

取り組み

●多様なニーズに対応した販売拡大

）は平成２９年度計画。

生産資材価格の引き下げと低コスト生産技術の確立・普及

735集落で開催し、全集落の約83％の開催率となりまし
た。

●准組合員の「農業振興の応援団」の

）は平成２９年度計画。

取り組み成果

●飼料用米の生産拡大

９月２９日に登録完了しました。これに伴い、既に締結
●鳥獣害対策の強化

役職員などが組合員宅を訪問し、アンケート調査を実施。

※数値は平成２９年度実績。
（

全支店・全グループで開催）

老管内６支店の協力サポーター登録の申請を行い、

平成29年度
正組合員
准組合員

●調査方法

平成30年2月〜3月

取り組み成果

取り組み内容

●あんしん見守りネットワーク

組合員の満足度を把握し、自己改革の実践につなげるため。

准組合員270名

）は平成２９年度計画。

取り組み成果

積極的な参画による地域社会づくりへの貢献
3.9

第7次中期経営計画2年目（平成29年度）に対する

Ⅰ 農業者の所得増大の実現

JA活動を通じた地域コミュニティの活性化
取り組み内容

正組合員730名（認定農業者・農業法人、 ●調査目的
集落営農組織、部会の代表者・総代）
・

※数値は平成２９年度実績。
（

取り組み内容

）は平成２９年度計画。

取り組み成果

●出向く営農体制の整備・拡大

担い手への訪問 ２６５件（計画１担い手１提案以上）

●農業経営管理支援の強化

経営分析

３６経営体（計画３０経営体）

