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はじめに
　日頃、皆さまには格別のご愛顧をいただき厚く御礼申し上げます。
　JA長生は、情報開示を通じて経営の透明性を高めるとともに、当JAに対するご理解を一層深めてい
ただくために、当ＪＡの主な事業の内容や組織概要、経営の内容などについて、利用者のためにわかり
やすくまとめたディスクロージャー誌「JA長生2017」を作成いたしました。
　皆さまが当ＪＡの事業をさらにご利用いただくための一助として、是非ご一読いただきますようお願
い申し上げます。
　今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成29年４月　長生農業協同組合

（注）本冊子は、農業協同組合法第54条の３に基づいて作成したディスクロージャー誌です。

JAのプロフィール� 平成28年12月31日現在

◇設 立� 昭和51年１月
◇本店所在地� 茂原市高師
◇出 資 金� 18億円
◇総 資 産� 1,352億円
◇単体自己資本比率� 11.55％
◇組 合 員 数� 15,487人
◇役 員 数� 35人
◇職 員 数� 321人
　うち正職員数� 241人
　うち臨時職員数� 77人
　うち嘱託職員数� 3人
◇支 所 数� 9
◇農機センター� 1
◇自動車センター� 1
◇給 油 所� 5
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JA長生

ごあいさつ
　日頃、皆さまには、JA長生をお引き立ていただきまして、
誠にありがとうございます。本年も皆さまに当JAの平成28
年度事業の取り組みや、経営内容をご理解いただき安心し
てご利用いただけるよう本誌を作成いたしましたので、ご
高覧いただければ幸いに存じます。
　さて、昨年を振り返りますと、国内経済は原油価格が下
落からほぼ横ばいで推移し、新興国経済の減速の影響など
から、一部に鈍さがみられるものの、基調としては穏やか
な回復を続けていますが、イギリスのＥＵ離脱等、国内経
済にどのような影響を及ぼすか、先行き不透明な状況もあ
ると思われます。
　このような中、農業・農協を取り巻く環境は、昨年12月にＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）
関連法案が可決されましたが、アメリカ新大統領が脱退表明し、２国間協定等による枠組
みが懸念され、動向には引き続き注視が必要な状況です。
　国内では、改正農協法が施行されJAにとって大きな改革を求められており、遅滞なく全
力で自己改革をすすめ、地域に根ざした責任ある経営体制の構築と農業所得の向上、地域
経済の発展に全力で取り組んでまいります。
　管内農業は、昨年８月の台風と９月以降の長雨・日照不足等異常気象に見舞われ、例年
以上に厳しい生産環境となりました。主要農産物の水稲においては、前年比92％の集荷実
績となり、青果物の取扱数量においても近年にない厳しい状況となりました。しかし、当
JA管内では着実に担い手の増加や定年帰農者・品目別の生産振興がすすんでおり、今後、
関係機関との連携をはかりながら足腰の強い地域農業の構築に更に力を入れ取り組んでま
いります。
　本年は、４月の茂原支所移転に伴うオープンキャンペーンをはじめとする各事業部の
キャンペーンやふれあい感謝祭のほか、職員による休日訪問活動の充実をはかり、今後も
地域の皆さまとの絆を大切にし、地域のJAとして皆さまに愛され、地域農業とともに発展
する協同組合をめざしてまいりますので、引き続きご理解、ご協力を賜りますようお願い
申し上げます。

平成29年４月
長生農業協同組合
代表理事組合長　河　野　　　豊
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１．経営理念
①農業
　JA長生は農業収入の増大を実現し、組合員にとって存在価値が高く、地域農業と共に発展する
農業協同組合を目指します。
②生活
　JA長生は地域住民に密着した利便性を提供し、地域と共に発展する協同組合を目指します。
③社会
　JA長生は常に新しい発想と人材の教育により地域社会に役立つJAを目指します。

２．経営方針
◇営農・経済事業部門

　地域の環境と実態に即した農業振興に努め、多様な担い手づくりと多彩な産地づくり、消費者の視
点に立った安全・安心な農畜産物の生産と提供に取り組みます。当JAでは、市町村と連携し、認定
農業者の育成や集落営農の推進、農業生産法人や特定農業団体の設立の推進をはかります。さらに、
販売力の強化と経済担い手担当職員の活動の充実、流通コストの低減等に取り組み、農家所得の向上
をはかります。

◇信用事業部門
　組合員・利用者の満足度向上を目的とした事業展開をはかり、「農業と地域に貢献できる地域金融
機関」として、より「便利」でより「安心」なJAバンクをめざします。この目標の達成に向け、信
頼されるJAを徹底的に追求した活動を展開し、収益力の向上と顧客基盤の拡充をはかるとともに、
事業推進体制の強化に取り組みます。

◇共済事業部門
　JA共済は、地域に根ざした農業協同組合の共済事業として、組合員等利用者一人ひとりのライフ
サイクルやライフスタイルに応じた「ひと、いえ、くるま」の生活総合保障を提供し、地域における
満足度・利用度NO.1をめざします。

３．経営管理体制
◇経営執行体制

　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
定事項を踏まえ、総代会において選出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、組合員の各層の意思反映を行うため、青年部や女性部などから理
事の登用を行っています。また、信用事業については専任担当の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及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。
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４．事業の概況（平成28年度）
◇全体的な概況

　農業情勢は、組合員の多様化と高齢化による農業就業者数の減少に伴う担い手不足に加え、イノシ
シなどの鳥獣被害の深刻化や連続した台風の襲来、更には長期に亘る天候不順による農産物・農業施
設への影響など、生産者にとっては厳しい年となりました。
　当JAでは、地域農業の活性化に向け、「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合」を基本テー
マに各事業を展開してまいりました。
　経済事業は、農業生産振興についてトマト・長ネギに特化し、トマトでは「強い農業作り交付金事
業」の活用による生産規模拡大に取り組み、新規に誕生した「農事組合法人 長生フロンティアファー
ム（延べ面積 約16,500㎡の軒高ハウス）」では、６月より本格的な栽培開始となりました。長ネギで
は生産者の出荷労力軽減と規模拡大、新規就農者や若手生産者の育成等をめざした長ネギ出荷調製施
設も本格稼働となりました。
　また、各地区での生産組織活動の実態を調査し、営農指導の見直しを行いました。共同利用施設に
ついては合理化への見直しや整備、老朽化した機械設備更新の準備について取り組みました。
　信用事業は、年金獲得を含む様々なキャンペーンへの取り組みにより総貯金残高で1,260億円とな
りました。
　共済事業は、積極的な推進活動により前年を大きく上回る実績（前年対比121.4％）となりました。
８月の台風被害については、12月末現在600棟の被害報告を受付し、562件、22,400万円の共済金をお
支払いいたしました。被害に遭われた組合員・地域住民の皆さまにはお見舞いを申し上げます。
　各地区で実施している「ふれあい感謝祭」では、年々来場者も増加し、より多くの「絆」を深める
ことができました。
　事業実績では、経済状況の厳しいなか、未達成の事業もありましたが、収支実績では、事業利益で
2億3千7百万円、当期剰余金で3億4千7百万円の結果となり、自己資本比率は11.55％となりました。
　今後も農業・JAを取巻く環境は厳しい状況が続くと思われますが、組合員の生活を守る農業の発
展に取り組み、コンプライアンスを遵守した健全な経営をめざします。

◇信用事業
□貯金

　組合員・利用者の皆さまに必要とされる金融機関をめざして、各種サービスの提供を行いました。
　また、年３回の金利上乗せ定期貯金キャンペーンをおこない、個人貯金の伸長をはかり期末残高
は1,260億円でした。

□貸出金
　貸出金は、次世代との関係強化に努め住宅ローンを中心に優遇金利を設定した取り組みをおこな
い、期末残高は、150億3千3百万円でした。

□為替
　為替取扱件数は仕向為替（当JAから他金融機関への振込等）109,046件で49,137百万円、被仕向
為替（他金融機関から当JAへの振込）130,971件で55,828百万円でした。

◇共済事業
　ひと・いえ・くるまの総合保障の確立、３Ｑ訪問活動等保障ニーズに即した普及活動の取り組み
と、次世代を担う子供たちへの貢献活動・組合員及び利用者との信頼を深める積極的な活動に努め
た結果、長期共済新契約高は227億7千万円で期末保有高は3,625億1千8百万円でした。
　また、台風被害時の罹災調査及び共済金の支払を迅速に行いました。
短期共済保有高は22,783件で掛金は377百万円でした。
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◇農業関連事業
□営農指導

　水稲の作柄は、８月のたび重なる台風、９月以降の記録的な長雨による日照不足等の異常気象で
例年以上に厳しい環境で、集荷実績は前年比92％（154,057.5俵）となりました。
　安全・安心な米生産に向けて生産履歴記録簿への記帳の徹底とＤＮＡ検査及び残留農薬検査を引
き続き実施しました。
　経営所得安定対策として需要に応じた生産が求められ、主食用米から飼料用米・備蓄米・米粉用
米に取り組みました。
　園芸品目においては、本県で特に目立った４月の日照不足や、夏以降の長引いた天候不順により、
総じて出荷量が減少しました。特に主力となるトマトは、５～６月の減少・10 ～ 12月の減少と、
大きく２度に亘る栽培環境の悪化で、近年に無い厳しい結果となりました。農業生産振興について
は、各生産組織の再整備・再編を目的に全生産組織の活動調査を実施し、営農指導の見直しをおこ
なう事で生産振興強化に繋げました。その結果、睦沢地区に蔬菜組合を設立、長ネギの出荷が少な
かった一宮・白子地区も生産者が増え、管内のほとんどの地区へ栽培が広がりました。

□販売事業
　28年産の米穀販売では、全国で飼料用米等の取り組み拡大により、主食用米の需給環境の改善が
見られ、価格も一定の回復となりました。
　園芸品目においては、主力となるトマトの販売で、夏以降の天候不良による、全国的な入荷減に
伴う価格の高騰もあり、年間を通じては平年並から、やや良好な販売単価で推移しました。
　また、農産物直売所においてお客様感謝フェア・多くの地域イベントに参加し、JA長生ながい
き農産物の販売促進ＰＲに努めました。

□生産資材事業
　営農指導・販売部門と連携し系統外業者の動向や価格帯の把握、新規取引業者の開拓をはかりな
がらコスト削減・生産性向上を踏まえ、総体的な生産コストの引き下げに努めるとともに、組合員・
利用者の要望に応えられる窓口体制の強化及び仕入機能の構築に努めた結果、生産資材（飼料・肥
料・農薬・生産資材）にかかる当期供給高は13億1千6百万円となりました。

□機械燃料事業
　農業機械部門では、営業担当者による積極的な訪問活動により、組合員・利用者へのサービスの
充実と迅速な対応に努めました。
　自動車部門では、お客様ニーズに応えられる「新車・中古車」の販売と車検整備・定期点検等の
充実をはかりました。
　燃料部門では、給油所でのサービス向上をはかり、油種別市況変動の対応を迅速に行いました。
以上の取り組みから、当期供給高は15億6千8百万円の実績でした。

◇生活関連事業
□生活資材事業

　食の安全・安心の取り組みに合わせた商品であるブランド米「ながいき美人」の新米フェアの開
催と新茶予約販売の実施により組合員・利用者との接点をはかり供給量増加に向けた取り組みに努
めました。
　生活資材（食品・生活）の当期供給高は2億6千4百万円でした。

□高齢者福祉事業
　長年住み慣れた環境下での自立した生活に向け、訪問介護・居宅介護支援・福祉用具レンタルサー
ビス提供をおこない、組合員・利用者並びに家族の期待にこたえました。
　また、介護福祉職員の資質向上をはかるため各種研修会等へ積極的に参加し、訪問介護事業利用
者延べ人数は798名、居宅介護支援297名、福祉用具貸与165名でした。

□セレモニー事業
　組合員・利用者のニーズに対応した総合的なJA葬祭事業の提供をはかるとともに、民間業者と
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の提携体制と法事等のご案内を周知し、葬祭事業普及拡大に努めました。
　葬儀施行件数合計は346件（前年350件）であり、その内訳は「やすらぎ葬」75件、「公営式場葬」
201件、「民間斎場委託」42件「自宅・寺院葬」28件でした。また、ご遺体搬送業務は112件、供給
高は3億8千7百万円となりました。

５．事業活動のトピックス（平成28年度）
スプリングキャンペーン 年金定期貯金「結の恵み」

内 容 期間１年　店頭金利６倍
期間３年　店頭金利10倍 内 容 店頭金利　７倍

国産農産物ギフトカタログ抽選付
発売期間 平成28年２月１日から３月31日まで 発売期間 平成28年４月１日から平成29年３月31日
ご 契 約 963件　1,749百万円 ご 契 約 173件　209百万円

サマーキャンペーン ウインターキャンペーン

内 容 期間１年　0.10%
期間３年　0.20% 内 容 期間１年　店頭金利10倍

期間３年　店頭金利20倍
発売期間 平成28年６月１日から７月29日 発売期間 平成28年12月１日から12月29日
ご 契 約 866件　1,446百万円 ご 契 約 1,380件　2,181百万円

◇地元農産物ＰＲ
　新米フェアや農産物直売所お客様感謝フェア等を開催するととも
に、茂原「七夕まつり」、長生「Ｃ1グランプリ」、一宮「はまぐり祭り」、
各地区での「ふれあい感謝祭」など、多くの地域イベントに参加し、
JA長生『ながいき農産物』の販売促進・ＰＲに務めました。

◇教育文化セミナーの開催
　活力あるJA運動の実践と協同組合の理念を再確認する機会とし
て、JA役職員が一堂に会して研修することで、役職員の一体感を
構成することを目的に、11月23日（水・祝）白子町青少年センター
で「第７回JA長生教育文化セミナー」を開催いたしました。JA役職
員をはじめ地区総代協議会正副会長、地区運営委員会委員、組合員・
地域住民の方たちにも参加を呼掛け400名以上の方が参加しました。
　内容は「死ぬまで好きなことに挑戦したい。そのためには『食』
だから『食』」と題し、女優・フラワーアーティストとして活躍されている志穂美悦子氏に、食の安全・
安心などについて講演いただきました。

◇ふれあい感謝祭の開催
　利用者への感謝と組合員や地域住民とのふれあいを深めることを
目的として、地区運営委員を母体とした「ふれあい感謝祭」を全地
区で開催いたしました。６月から11月にかけて８支所で開催し、約
3,500人にご来場いただきました。

◇団体表彰
　平成28年度JAグループ千葉営農事業実績発表会で最優秀賞を受
賞した農産園芸部担い手支援課が表彰されました。

◇職員表彰
　職員表彰では、平成27年度JA共済優績ライフアドバイザー全国表彰を受賞した秋塲貴文職員が表
彰されました。

七夕まつり

教育文化セミナー

ふれあい感謝祭
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６．農業振興活動
◇安全・安心な農産物づくりへの取り組み

　栽培講習会の開催、巡回指導の強化を行い、情報の共有化や生産技術と経営の向上に取り組みました。
　また「安全・安心」な青果物、「長生（ながいき）ブランド」の確保に向け、ＧＡＰ（農業生産工程管理）
への取り組み、さらにはトレーサビリティ・システムの活用、生産履歴の記帳による食の安全への徹
底に取り組みました。

◇共同施設利用の運営
　専業農家の大型化と兼業農家が増えるなか、組合員の営農支援のため各種共同利用施設を設置して
います。
　水稲関係では、兼業農家組合員の稲作経営安定と継続のため、水稲育苗センターを4 ヶ所、ライス
センター 5 ヶ所を設置しています。
　園芸関係では、主力品目であるトマト・きゅうり・メロン・梨の大型集選果場、玉葱機械選果機、
長ネギ出荷調製施設、野菜育苗センターを設置しています。

◇農産物直売所及びインショップの開設
　地元野菜の地場消費拡大、地産地消の拡大をはかるため、農産物直売所と地元スーパー 3 ヶ所にイ
ンショップを開設し、組合員が持ち寄った新鮮な地元農産物の直接販売を行っています。

◇食育活動への取り組み
　食育教育の一環として、学校給食への地元産米やパン用米粉の供
給を継続して取り組んでいます。
　また、稲刈り体験ツアーの継続実施、保育園児、小学生を対象に
芋ほり体験などの活動を行っています。

◇農家の高齢者対策・規模拡大支援の取り組み
　「JA長生あぐり・アシスト農業無料職業紹介所」により農家の労
働者確保パート紹介を行っております。
　また補助事業活用によるトマト新規大型軒高ハウス竣工、長ネギ
出荷調製施設による新規就農者の労力軽減、新技術栽培の取り組み
を行っています。

７．地域貢献情報
◇社会貢献活動（社会的責任）
□地域に愛されるJAをめざす

　当JAでは、多数の職員が消防団に加入しており、勤務中の消防活動など、職員が消防団活動を
しやすい環境を整備し地域防災体制の一層の充実強化をはかることに積極的に協力しています。
　消防団活動以外にも、青少年相談員等の地域活動に多数参加しています。

□壮大！ひまわり10,000本プロジェクト！
　地域に根ざした協同組合をめざすJA長生の地域貢献活動の一
環として、女優・フラワーアーティストとして活躍する志穂美悦
子氏と、一般参加者の方々とともに5万本を超えるひまわりを咲
かせました。7月に収穫し、浪江町役場や熊本市役所などの被災
地に届けられました。

親子で田植体験

ひまわりプロジェクト

新規大型軒高ハウス竣工
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□認知症サポーター養成
　みんなで認知症の人とその家族を支え、誰もが暮らしやすい地域を作ろうと、「認知症サポーター
養成研修」を開催し、新採用職員を含め全職員が受講しました。高齢者にやさしい職場作りに努め
ています。

□募金活動
　毎年福祉活動の一環として、茂原駅前で「交通遺児のための育
英資金募金」を行っています。
　寄せられた募金は、千葉県交通安全対策推進委員会を通じて、
県内の交通遺児の育英資金に役立てられています。

□ボランティア活動
　毎週月曜日にボランティア活動として事務所周辺の道路等の清
掃活動を実施しています。

□各種相談会の開催
○年金相談会

　年金制度から手続き等について、社会保険労務士がお客様か
らのご相談をお受けする「年金相談会」を地区ごと（各地区２
回、計16回）に開催しています。

○法律相談会
　顧問弁護士による、無料の法律相談を年５回本所で開催しています。

○ローン相談会
　住宅、教育、マイカー等各種ローンの相談を、年６回本所で休日に開催しています。

８．リスク管理の状況
◇リスク管理体制
〔リスク管理基本方針〕
　組合員・利用者の皆さまに安心してJAをご利用いただくためには、より健全性の高い経営を確保し、
信頼性を高めていくことが重要です。
　このため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応すべく「リスク管理
基本方針」を策定し、認識すべきリスクの種類や管理体制と仕組みなど、リスク管理の基本的な体系
を整備しています。
　また、この基本方針に基づき、収益とリスクの適切な管理、適切な資産自己査定の実施などを通じ
てリスク管理体制の充実・強化に努めています。

①　信用リスク管理
　信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少ないし消失し、金融
機関が損失を被るリスクのことです。当JAは、個別の重要案件又は大口案件については理事会に
おいて対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引については、本店に融資審査部署を設置
し各支店と連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・
フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設けて、与
信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定
を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り
組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「債権の償却・引当基準」に基
づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

②　市場リスク管理
　市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・
負債（オフ･バランスを含む）の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・負債から生み出される

ボランティア活動

募金活動
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収益が変動し損失を被るリスクのことです。主に金利リスク、価格変動リスクなどをいいます。金
利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存
在している中で金利が変動することにより、利益が低下ないし損失を被るリスクをいいます。また、
価格変動リスクとは、有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減少するリスクのことです。
　当JAでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることに
より、収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバ
ランスを重視したＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に
機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。
　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当JAの保
有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるととも
に、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行って
います。運用部門は、理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、
有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門
が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告してい
ます。

③　流動性リスク管理
　流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困
難になる、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリ
スク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場において取引ができないため、通常よりも著
しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）のこ
とです。
　当JAでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的
な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要
な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の
際に検討を行っています。

　
④　オペレーショナル・リスク管理

　オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システムが不適切である
こと又は外生的な事象による損失を被るリスクのことです。　当JAでは、収益発生を意図し能動
的な要因により発生する信用リスクや市場リスク及び流動性リスク以外のリスクで、受動的に発生
する事務、システム、法務などについて事務処理や業務運営の過程において、損失を被るリスクと
定義しています。事務リスク、システムリスクなどについて、事務手続にかかる各種規程を理事会
で定め、その有効性について内部監査や監事監査の対象とするとともに、事故・事務ミスが発生し
た場合は速やかに状況を把握して理事会に報告する体制を整備して、リスク発生後の対応及び改善
が迅速・正確に反映ができるよう努めています。

⑤　事務リスク管理
　事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより金融機
関が損失を被るリスクのことです。当JAでは、業務の多様化や事務量の増加に対応して、正確な
事務処理を行うため事務マニュアルを整備するとともに、自主検査・自店検査を実施し事務リスク
の削減に努めています。また、事故・事務ミスが発生した場合には、発生状況を把握し改善を図る
とともに、内部監査により重点的なチェックを行い、再発防止策を実施しています。

⑥　システムリスク管理
　システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備に伴い金融
機関が損失を被るリスク、さらにコンピュータが不正に使用されることにより金融機関が損失を被
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るリスクのことです。当JAでは、コンピュータシステムの安定稼働のため、安全かつ円滑な運用
に努めるとともに、システムの万一の災害・障害等に備え、「システムリスク管理マニュアル」を
策定しています。

〔リスク管理体制図〕

◇法令遵守体制
〔コンプライアンス基本方針〕
　利用者保護への社会的要請が高まっており、また最近の企業不祥事に対する社会の厳しい批判に鑑
みれば、組合員・利用者からの信頼を得るためには、法令等を遵守し、透明性の高い経営を行うこと
がますます重要になっています。
　このため、コンプライアンス（法令等遵守）を経営の重要課題のひとつとして位置づけ、この徹底
こそが不祥事を未然に防止し、ひいては組織の信頼性向上に繋がるとの観点にたち、コンプライアン
スを重視した経営に取り組みます。
〔コンプライアンス運営態勢〕
　コンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行うため、代表理事組合長を委員長とするコンプ
ライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンスの推進を行うため、本店各部門・各支店に
コンプライアンス推進担当者を設置しています。
　基本姿勢及び遵守すべき事項を記載した手引書「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、研修
会を行い全役職員に徹底しています。
　毎年度、コンプライアンス・プログラムを策定し、実効ある推進に努めるとともに、統括部署を設
置し、その進捗管理を行っています。
　また、組合員・利用者の皆さまの声を真摯に捉え、前向きに事業に反映するため、苦情・相談等の
専門窓口の「お客様相談室」を設置しています。

理事会
（コンプライアンス態勢の確立・維持）

内部監査
担当部署
（監査室）

コンプライアンス委員会
（コンプライアンス態勢全般の検討・審議）

委員長：組合長

統括責任者：参事
（コンプライアンス関連課題の一元的管理・統括）
コンプライアンス統括部署：企画部

JAグループ千葉
ヘルプライン窓口
TEL：043-246-1880

連絡
・通報

コンプライアンス主管部署
（コンプライアンス責任者：部長・室長・支所長）

コンプライアンス担当者：課長職・係長職

職　　　員

課・支所・センター・工場・給油所等

監事

監査

監査

携
連

附議・報告

報告

指示

指示

指示

報告・連絡・相談

指示

報告・連絡・相談

指示
報告・連絡・相談

示
指
・
談
相
・
絡
連

連絡・報告
相談



JA長生

DISCLOSURE REPORT 201710

◇金融ＡＤＲ制度への対応
①　苦情処理措置の内容

　当JAでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その内容をホームペー
ジ・チラシ等で公表するとともに、JAバンク相談所（電話：043-243-0011）やJA共済相談受付センター

（電話：0120-536-093）とも連携し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決をはかります。
当JAの苦情等受付窓口

金融部（電話：0475-24-5112（月～金　９時～ 17時））
共済部（電話：0475-24-5113（月～金　９時～ 17時））

②　紛争解決措置の内容
　当JAでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。
●信用事業 ●共済事業
千葉県JAバンク相談所（電話：043-243-0011） ㈳日本共済協会　共済相談所（電話：03-5368-5757）
東京弁護士会紛争解決センター（電話：03-3581-0031） ㈶自賠責保険･共済紛争処理機構（電話：本部03-5296-5031）
第一東京弁護士会仲裁センター（電話：03-3595-8588） ㈶日弁連交通事故相談センター（電話：本部03-3581-4724）
第二東京弁護士会仲裁センター（電話：03-3581-2249） ㈶交通事故紛争処理センター（電話：東京本部03-3346-1756）

最寄りの連絡先については、上記または①の窓口にお問い合わせ下さい。

◇内部監査体制
　当JAでは、内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び各部門の
業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事項の勧告などを
通じて業務運営の適切性の維持・改善に努めています。
　また、内部監査は、JAの本店・支店のすべてを対象とし、中期及び年度の内部監査計画に基づき
実施しています。監査結果は代表理事組合長及び監事に報告したのち被監査部門に通知され、定期的
に被監査部門の改善取り組み状況をフォローアップしています。また、監査結果の概要を定期的に理
事会に報告することとしていますが、特に重要な事項については、直ちに理事会、代表理事組合長、
監事に報告し、速やかに適切な措置を講じています。

９．自己資本の状況
◇自己資本比率の状況

　当JAでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応えるため、財務
基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。内部留保に努めるとともに、不良債権処理及
び業務の効率化等に取り組んだ結果、平成28年12月末における自己資本比率は、11.55％となりました。

◇経営の健全性の確保と自己資本の充実
　当JAの自己資本は、組合員の普通出資のほか、回転出資によっています。
○　普通出資による資本調達額

項　目 内　容
発行主体 長生農業協同組合
資本調達手段の種類 普通出資
コア資本に係る基礎項目に算入した額 4,639百万円（前年度4,341百万円）

　当JAは、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本比率を算出して、
当JAが抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリスクに対応した十分な
自己資本の維持を図るとともに、内部留保の積み増しにより自己資本の充実に努めています。
　また、19年度から、信用リスク、オペレーショナル・リスク、金利リスクなどの各種リスクを個別
の方法で質的または量的に評価し、リスクを総体的に捉え、自己資本と比較・対照し、自己資本充実
度を評価することにより、経営の健全性維持・強化を図っております。
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　とりわけ、財務基盤強化のため、平成26年度より増資運動に取り組んでおり、平成28年度末の出資
金額は、対前年度比3千9百万円増の18億7,953万円となっています。

10．主な事業の内容
（１）主な事業の内容
〔信用事業〕
　信用事業は、貯金、貸出、為替などいわゆる銀行業務といわれる内容の金融サービスを行っており、
JAバンクグループ全体のネットワークと総合力で大きな力を発揮し、地域の皆さまにより身近で便利・
安心なメインバンクとなることを目指しています。
◇貯金業務

　組合員の方はもちろん、地域住民の皆さまや事業主の皆さまからの貯金をお預かりしています。普
通貯金、当座貯金、定期貯金、定期積金、総合口座などの各種貯金を目的・期間・金額にあわせてご
利用いただいています。
　また、公共料金、都道府県税、市町村税、各種料金のお支払い、年金のお受け取り、給与振込等も
ご利用いただけます。

♦貯金商品一覧（種類、特徴と内容、預入期間、預入金額）
種 類 期　　日 預入金額 特　　　徴
当 座 貯 金 入出金自由 1円以上1円単位 手形や小切手でお支払いできる貯金です。お取引き上の支払いや代

金回収に最適です。

普 通 貯 金 入出金自由 1円以上1円単位 いつでも出し入れができ、自動支払・自動受取もご利用になれます。
キャッシュカードと合わせて、サイフ代わりにご利用下さい。

総 合 口 座 入出金自由 1円以上1円単位
普通貯金と定期貯金が１冊の通帳でご利用になれます。公共料金な
どの自動支払いや給与・年金などの自動受取、さらに預け入れ定期
貯金の90%、最高200万円迄の自動融資がご利用になれ、大変便利
です。なお、1人1口座限定となります。

決 済 用 貯 金 入出金自由 1円以上1円単位 普通貯金無利息型・総合口座（普通貯金無利息型）貯金保険制度に
より貯金の全額保護をうけられます。

貯 蓄 貯 金 入出金自由 1円以上1円単位
引き出し自由で、毎日の残高に応じた金額階層別の利率が適用にな
ります。特にお使いみちのない場合に、一定の残高を普通貯金に入
れておきたい方にお奨めです。

納 税 準 備 貯 金 入金自由 1円以上1円単位 税金納付の為の貯金です。引き出しは原則として、納税時のみで、
納税の為の引き出しは非課税です。

通 知 貯 金 据置7日 50,000円以上
1円単位

7日以上で短期の資金運用には最適です。預入金額は5万円以上で、
お引き出しは2日前までにご連絡が必要です。

自由金利型定期貯金
（スーパー定期）

単利型 1・2・3・6ヶ月 1・2年
複利型 3・4・5・7・10年

100円以上
1円単位

預入金額100円以上の金額を有利な利率でお預かりします。1 ヶ月
超５年未満のご都合のよい日を満期日とする期日指定方式もご利用
いただけます。

大 口 定 期 貯 金 1・2・3・6ヶ月
1・2・3・4・5・7・10年

1,000万円以上
1円単位

預入金額1,000万円以上の金額を有利な利率でお預かりする定期貯
金です。スーパー定期と同様、期日指定方式もご利用いただけます。

期 日 指 定 定 期 最長預入期間
3年

1円以上
300万円未満

1円単位

預入期間は最長３年ですが、1年経過後は1 ヶ月前までに満期をご
指定頂ければ必要なときにお引き出しできます。元金の一部（１万
円以上）を引き出すこともできますので、有利で便利にご利用いた
だけます。

変動金利定期貯金
（複利型・単利型） 1・2・3年 1円以上1円単位 預入から半年ごとにその時の金利を適用し、6 ヶ月複利で運用する

とても有利な定期貯金です。

積 立 定 期 貯 金
（年金型・満期型）

１年以上
10年以内

1,000円以上
1円単位

計画的にいつでも積立てできる定期貯金です。お預かり金額を期日
指定定期貯金又はスーパー定期として運用しますので、便利でお得
です。

一 般 財 形 貯 金 積立期間
３年以上 1円以上1円単位

勤労者（年齢制限なし）が給与・ボーナスから天引きで積み立てる貯
金です。1口ごとの期日指定定期貯金として預入をし、解約の申し
入れがない限り最長預入期限に元利合計額で継続預入を致します。

財 形 住 宅 貯 金 積立期間5年以上 1円以上1円単位 55歳未満の勤労者でマイホームを実現するための貯金です。

財 形 年 金 貯 金 積立期間5年以上 1円以上1円単位 55歳未満の勤労者で60才以降のライフプランに最適な貯金です。

定期積金（定額型） ６ヶ月以上
10年以下

1,000円以上
1円単位

積立開始時の利回りを満期日まで適用します。1回の積立金は1,000
円以上ですので、誰でも無理なく貯蓄ができます。

譲 渡 性 貯 金 預入日の翌日から
１週間以上２年

5,000万円以上
1,000万円刻み 大口資金の運用に最適で、譲渡することも可能です。

上記以外にも取り扱いできる商品があります。
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◇貸出業務
　農業専門金融機関として、農業の振興を図るための農業関連資金はもとより、組合員の皆さまの生
活を豊かにするための生活改善資金等を融資しています。
　また、地域金融機関の役割として、地域住民の皆さまの暮らしに必要な資金や、地方公共団体、農
業関連産業・地元企業等、農業以外の事業へも必要な資金を貸し出し、農業の振興はもとより、地域
社会の発展のために貢献しています。
　さらに、株式会社日本政策金融公庫をはじめとする政府系金融機関等の代理貸付、個人向けローン
も取り扱っています。

♦貸出商品一覧（種類、対象者、資金使途、融資金額、融資期間）
種　　　　　類 融 資 期 間 融 資 金 額 資金のお使いみち

農業資金関係
資金使途により対応 農業経営の合理化、安定化のために農業

資材、農機具の購入、農業施設の建設農業資金　
農業後継者育成資金

住宅ローン
固定変動選択型金利

変動金利
35年以内

5,000万円以内
住宅の新築、増築又は借換

住宅の建築を目的とした土地の購入

賃貸住宅資金 変動金利
30年以内 事業費以内 賃貸住宅の取得、新築、改築

生活改善資金 変動金利
15年以内 事業費以内 生活に付帯する諸費用

マイカーローン 固定金利
7年以内 購入代金以内 乗用車、オートバイの購入及び諸費用

購買資金
固定金利
7年以内 購入代金以内

当JAより物品の購入
一　　　般
自　動　車 当JAより自動車等の購入
農　機　具 当JAより農機具の購入

商工資金 資金使途により対応 農業以外の事業に必要な設備、運転資金

教育ローン
固定金利

在学期間＋
7年6 ヶ月以内

500万円以内 入学金その他教育に必要な資金

カードローン 固定金利
1年毎の更新

10万～ 300万
円以内 お使いみち自由

◇為替業務
　全国のJA・信連・農林中金の店舗を始め、全国の銀行や信用金庫などの各店舗と為替網で結び、
当JAの窓口を通して全国のどこの金融機関へでも振込・送金や手形・小切手等の取立が安全・確実・
迅速にできます。
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◇その他の業務及びサービス
　当JAでは、コンピュータ・オンラインシステムを利用して、各種自動受取、各種自動支払や事業
主のみなさまのための給与振込サービス、自動集金サービスなど取り扱っています。
　また、国債（新窓販国債、個人向け国債）の窓口販売の取り扱い、全国のJAでの貯金の出し入れ
や銀行、信用金庫、コンビニなどでも現金引き出しのできるキャッシュサービスなど、いろいろなサー
ビスに努めています。

◇手数料一覧（平成26年４月１日改定）
○内国為替手数料� （単位：円）

手数料の種類 単　　　　位 手数料 備　考

送
金

県内 JA・系統あて １件 432 注１
県外 JA・系統、他金融機関あて １件 648

振
込

系
統
宛

電信扱い ３万円未満　１件 216
文書扱い ３万円以上　１件 432

他

行

宛

電信扱い
３万円未満　１件 540
３万円以上　１件 756

文書扱い
３万円未満　１件 432
３万円以上　１件 648

Ｉ
Ｂ
利
用

当 JA 他店舗・系統金融機関宛
３万円未満　１件 108
３万円以上　１件 216

他金融機関宛
３万円未満　１件 216
３万円以上　１件 432

代
金
取
立

集中取立 県外［隔地並］ １通 648 注２

個別取立
普通扱い １通 648 注３
至急扱い １通 864

そ　

の　

他

送金・振込の組戻料 １件 648
不渡手形返却料 １通 648
取立手形組戻 １通 648
取立手形店頭呈示料 １通 648 注４

注１　系統とは、農業協同組合、信用農業協同組合、農林中央金庫をいい、他行とは、系統以外の金融機関をいいます。
注２　隔地並とは、東京手形交換所区域外のものです。
注３　手数料のほかに郵送料が加算されます。
注４　手数料のほかに交通費等の実費が加算されます。

○貯金業務に関する手数料（平成26年４月１日改定）� （単位：円）
手数料の種類 単　　　　位 手数料 備　考

当　

座　

貯　

金

一 般 口

小 切 手 交 付 １冊 50 枚 署名判印刷・無 540

約 束 手 形 交 付 １冊 25 枚 署名判印刷・無 540

署名判印刷登録料 新規・変更 3,240
専用約束手形
口（マル専）

口 座 開 設 １口座 3,240 口座開設時徴収
手 形 用 紙 交 付 １枚 540

残高証明書発行 １通 216
再
発
行

貯金通帳 １冊 540
貯金証書 １通 540
ICキャッシュカード １枚 1,080
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○自動化機器利用手数料・ＡＴＭ利用手数料� （単位：円）
キャッシュカードの種類 利　　用　　時　　間 手数料

当 JA のキャッシュカード
平　　　日 8：00 ～ 19：00

無　料土　曜　日 8：45 ～ 17：00
日曜日・祝日・12/31 9：00 ～ 17：00

注１　当JA本所は、平日は20：00までご利用いただけます。
注２　睦沢町役場・長生村役場・長南町役場は、平日8：45 ～ 17：00でご利用いただけます。
注３　白子町役場は平日8：45 ～ 17：00、土曜日8：45 ～ 17：00でご利用いただけます。
注４　ATM 休業日　1月3日　5月4日（5月4日が日曜日の場合は稼働日とし、5月3日を非稼働日とします。）

金融機関名 JAバンク 三菱東京
UFJ銀行

セブン
銀行

イーネット
ATM

ローソン
ATM

JF
マリンバンク

ゆうちょ
銀行

その他
（MICS提携）

無料ATM台数 約12,000台 約8,200台 約22,400台 約13,500台 約11,100台 約400台 約27,300台 ―

お取引内容 入出金 出金 入出金 入出金 入出金 入出金 入出金 出金

ご
利
用
手
数
料

平　日8:45 ～ 18:00※1 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 108円※2

土曜日9:00 ～ 14:00※1 無料 108円 無料 無料 無料 無料 108円 216円※2

平日・土曜日のその他
時間帯及び日曜日・祝日※1

無料 108円 108円 108円 108円 無料 108円 216円※2

平成28年３月31日現在　JAバンク調べ
※１　 稼働時間はATMにより異なります。また、ATM稼働時間であってもJAバンクのキャッシュカードによるお取引

ができない場合がございます。詳しくはお近くのJAまたはご利用ATMの掲示等でご確認ください。
※２　ご利用の金融機関により、手数料が異なる場合がございます。詳しくはご利用ATMの掲示等でご確認ください。
●上記はJAバンクのキャッシュカードご利用の場合です。
●残高照会は時間帯にかかわらず無料でご利用いただけます。
● 上記以外の金融機関でも手数料が無料となる場合がございます。詳しくはお近くのJAまたは、ご利用ATMの掲示等

でご確認ください。

○貸出金に関する手数料� （単位：円）
手　数　料　種　類 手　数　料

住宅ローン実行手数料 32,400
リフォームローン実行手数料 10,800
一般資金　実行手数料 3,240
繰上償還手数料 5,400
条件変更手数料 5,400
残高証明書（１通） 216
ローンカード再発行手数料 1,080
その他証明書（１通） 216

○両替手数料（平成26年４月１日改定）� （単位：円）

手　数　料
1 ～ 100枚 無料
101 ～ 500枚 216
501 ～ 1,000枚 324
1,001 ～ 2,000枚 648
2,001枚以上 1,000枚毎に324円加算
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〔共済事業〕
　JA共済は、JAが行う地域密着型の総合事業の一環として、組合員・利用者の皆さまの生命・傷害・家屋・
財産を相互扶助によりトータルに保障しています。事業実施当初から生命保障と損害保障の両方を実施
しており、個人の日常生活のうえで必要とされるさまざまな保障・ニーズにお応えできます。
　JA共済では、生命・建物・自動車などの各種共済による生活総合保障を展開しています。

◆共済商品一覧
○主な共済商品

長
期
共
済

終身共済 「一生涯の保障をしっかりとしたい」という方へは、終身共済をおすすめします。

養老生命共済 万一のときの保障と、貯蓄性のある共済です。万一と計画的な貯蓄への備えが両
立できます。

こども共済 「かけがえのないお子さまの将来のために大きな夢を応援したい」という方におす
すめします。

医療共済 入院や手術はもちろん、がんの治療や先進医療などもしものときの幅広い医療リ
スクにしっかりと備えることができます。

がん共済 がんと闘うための安心を一生涯にわたって保障し、あなたの「生きる」を応援し
ます。

介護共済 幅広い要介護状態に備えられる充実保障です。介護の不安に一生涯、備えられます。

予定利率変動型
年金共済 確実に受け取れる安心に増える楽しみをプラスした年金共済です。

引受緩和型
終身共済 健康に不安のある方もご加入しやすい万一保障です。

引受緩和型
医療共済 健康に不安のある方もご加入しやすい医療保障です。

一時払終身共済 まとまった資金を活用して一生涯の万一（死亡）保障と将来の安心を確保するこ
とができます。

一時払介護共済 まとまった資金を活用して一生涯にわたり介護保障を確保することができます。
万一の場合には死亡給付金をお受け取りになれます。

定期生命共済 お手頃な共済掛金で万一保障をしっかり準備できます。

建物更生共済 火災や、台風、地震などの自然災害による建物や家財などの損害を幅広く保障す
る共済です。

短
期
共
済

傷害共済 日常のさまざまなアクシデントによる死亡や負傷を保障する共済です。

イベント共済 イベント開催時の万一の事故などに対する安心の保障をご用意しています。

自動車共済
対人賠償や対物賠償をはじめ、人身傷害、傷害定額給付、車輌保障、車輌諸費用保障、
弁護士費用保障など、割安な掛金で万一の自動車事故を幅広く保障します。JA の
自賠責共済セットで加入になると、掛金がさらにお得になります。

自賠責共済 自動車事故の被害者を保護・救済するための「自動車損害賠償保障法」に基づき、
すべての自動車に加入を義務づけ運営されている「強制共済（保険）」です。

（注）１． 先進医療とは、一般の保険診療で認められている医療の水準を超えた最新技術のうち厚生労働大臣が
定めるものをいいます。

２． 既に加入されている全入院特約について医療共済への乗換が可能です。（満了日までの期間 2 年以上）
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◇JA共済の仕組み
　JA共済は、平成17年４月１日から、JAとJA共済連が共同で共済契約をお引き受けしています。JA
とJA共済連がそれぞれの役割を担い、組合員・利用者の皆さまに密着した生活総合保障活動を行っ
ています。

J A：JA共済の窓口です。
JA共済連：�JA共済事業の企画・開発・資産運用業務や支払共済にかかる準備金の積み立て

などを行っています。

〔農業関連事業〕
◇販売事業

　生産者から消費者へ新鮮で安全・安心な農畜産物をお届けする事業を行っています。生産者が生産
した農畜産物を市場に出荷するほか、当JA管内において生産された米、野菜、果樹等から特に選り
すぐったものを「ながいき（長生）ブランド」として認証しています。また、「地産地消」の取り組
みとして、JA直売所と3 ヶ所のインショプにより消費者に直接、農家が持ち寄った地元でとれた農産
物の提供を行っています。
　また、直売所では毎月10日をトマトの日として通常価格の10％引きで提供しております。

　
○「季節の贈り物」主力品目と問い合せ先

ながいきトマト：取扱期間　通年
ながいきメロン：取扱期間　６月下旬～７月下旬
ながいき梨　　：取扱期間　７月下旬～９月下旬
お問い合わせ先：JA長生農産物直売所
ＴＥＬ：0475-40-1077　　ＦＡＸ：0475-40-1066

◇購買事業
　各支所指導経済課では、農産物の種子、肥料、農具、園芸資材等を販売しています。また各支所に
営農・担い手担当が営農指導・営農情報の提供、新規就農支援、農地集積等のアドバイスを行ってい
ます。

【主な取扱商品】
○水稲肥料：合成培土3号・平成培土・＜コスト・労力軽減＞軽量コシヒカリ一発・軽量ふさこがね一発・

楽っ子ふさおとめ・ネオペースト2号・有機アグレット673・飼料用米専用一発15・根付専用化成・け
い酸加里・ＮＫＣ6号・軽量追肥15・ケイカル・能力アップ他各種

○園芸肥料・培土：げんき君果菜200・苗美人・くみあいエコ化成888・強力ホルム野菜化成・とびきり
444・ちばやさい化成808・ジシアン555・落花生専用550・過燐酸石灰・苦土石灰・消石灰・硫安・菜
種油粕・ケイフン・牛糞他各種・トマト専用肥料各種・ネギ専用肥料各種・蓮根専用肥料各種・梨専
用肥料各種

○農　　薬：消毒剤・水稲除草剤各種・水稲殺虫剤各種・＜野菜、果樹＞殺菌剤各種・殺虫剤各種・畑
等除草剤各種・微生物農薬各種

組合員・利用者の
皆さま

JA

JA共済連
＋

共済契約
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〔営農・生活相談事業〕
◇営農指導相談

　窓口相談、出向く相談機能の充実をはかるために、タッチパネル端末「農業電子図書館」を導入し
営農に関する様々な情報を即座に伝え、組合員サービス向上に努めています。

◇生活指導相談
　JA女性部組織を中心に女性のJA運動への参画をはかり、より豊かな農村社会実現に向けた各種活
動を展開しています。また組合員の健康管理活動として組合員集団検診・健康相談会の開催、女性部
短期大学校の開校など組合員が健康で文化的な生活を地域社会で過ごせる活動も展開しています。

〔生活関連事業〕
◇生活資材事業

　地産地消や健康志向など時代のニーズに対応できる生活・食品資材の提供に努めています。そのな
かJA女性部を中心にした共同購入運動の展開、「ながいき」ブランドを活かした商品の提供、各種生
活資材（太陽光関連事業・健康器具・屋根補強・墓石関連資材・ＬＰガス供給等）の取り扱いを通じ、
組合員・利用者の豊かな生活に役立てていただけることをめざしています。

◇セレモニー事業
　「安心で真心のサービス」を基本に、組合員・利用者に対し少しでもお力添えとなるよう常に心が
け総体的な顧客満足度向上をめざすとともに葬祭ニーズの時代変化（斎場葬・家族葬の広がり）にも
対応できる態勢構築に努めています。

◇高齢者福祉事業
　組合員・利用者が住み慣れた地域社会のなかで自立できるよう各種介護事業（居宅介護支援・訪問
介護・福祉用具貸与）を展開するとともに、「ながいきの会」を中心とした福祉活動にも積極的に取
り組み、総合的な高齢者福祉事業に取り組んでいます。

◇自動車・農機事業
　農機センターを長南整備工場に集約し、名称をJA長生農機センターとしました。
　新たな取り組みとして営業担当者による積極的な訪問活動により、組合員・利用者に対し製品の紹
介、簡易的な点検等を行うとともに、農機・自動車展示会を春・夏２回開催し利用拡大に努めています。

◇JA－SS事業
　一宮・睦沢・白子・長柄・本納地区に給油所を備え燃料供給体制を敷いております。また、営農用
燃料の配送業務も行い、組合員・利用者の各種ニーズに応えられる態勢構築に努めております。
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（２）系統セーフティネット（貯金者保護の取り組み）
　当JAの貯金は、JAバンク独自の制度である「破綻未然防止システム」と公的制度である「貯金保険
制度（農水産業協同組合貯金保険制度）」との２重のセーフティネットで守られています。

◇「JAバンクシステム」の仕組み
　JAバンクは、全国のJA・信連・農林中央金庫（JAバンク会員）で構成するグループの名称です。
組合員・利用者の皆さまに、便利で安心な金融機関としてご利用いただけるよう、JAバンク会員の
総力を結集し、実質的にひとつの金融機関として活動する「JAバンクシステム」を運営しています。
　「JAバンクシステム」は「破綻未然防止システム」と「一体的事業推進」を２つの柱としています。

◇「破綻未然防止システム」の機能
　「破綻未然防止システム」は、JAバンク全体としての信頼性を確保するための仕組みです。再編強
化法（農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律）に基
づき、「JAバンク基本方針」を定め、JAの経営上の問題点の早期発見・早期改善のため、国の基準よ
りもさらに厳しいJAバンク独自の自主ルール基準（達成すべき自己資本比率の水準、体制整備など）
を設定しています。
　また、JAバンク全体で個々のJAの経営状況をチェックすることにより適切な経営改善指導を行い
ます。

◇「一体的な事業推進」の実施
　良質で高度な金融サービスを提供するため、JAバンクとして商品開発力・提案力の強化、共同運
営システムの利用、全国統一のJAバンクブランドの確立等の一体的な事業推進の取り組みをしてい
ます。

◇貯金保険制度
　貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった場合などに、貯金者
を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度
で、銀行、信金、信組、労金などが加入する「預金保険制度」と同様な制度です。




