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自己改革実
践中!!

１．担い手の確保・育成と多様化する組合員への支援（営農改善費：17,700 千円）【講習会 75回開催予定】
多様な農業の担い手の確保・育成のため、新規就農者、認定農業者、定年帰農者など就農者が希望をもって定着出来る環境
づくりに努め、TACを中心に担い手の意見を集約し、営農支援を行います｡（参考　平成 30年度 TAC訪問件数：5,428 件）

２．営農指導・提案力の強化（営農改善費：2,700 千円）
農業技術指導を基軸として、経営指導の高度化など、農家の所得向上と地域農業の振興のための営農指導機能を強化します｡

３．農地保全・耕作放棄地の未然防止（営農改善費：4,000 千円）（育苗施設更新：33,000 千円）
南河内地域においても、農業担い手の高齢化や後継者不足などから耕作放棄地や不耕作地など遊休農地が増加傾向にありま
す。ＪＡではこの現状を踏まえ、関係機関と連携し、遊休農地や遊休農地となる恐れのある農地の再生と活用を目指します｡
また、平成 30 年度にはライスセンターの色彩選別機を導入しましたが、今年度は育苗施設の更新等、設備投資を進めるこ
とで、水稲育苗の充実・利用推進を図り、不耕作地の解消につなげます。

４．農産物直売所事業の活性化（広告宣伝費等：8,562 千円）
農産物直売所「あすかてくるで｣の活性化により販売強化を行い、農家所得の向上とともに地産地消を推進します。また｢ポ
イントカード｣の発行数を増やし、消費者の囲い込みを強化し、消費動向を分析することにより売り上げ増を目指します。

ＪＡ大阪南自己改革取組宣言
ＪＡ大阪南は、これからも総合事業を通じて組合員・地域の
皆様に必要とされる組織を目指し、自己改革に取り組みます。

●組合員・地域の皆様との対話を深め、協同の理念を共有した組織を目指します。
● JA活動の充実と一層の組合員参加を促進し、総合事業の強みを最大限に発揮します。
●それらをもとに、【持続可能な都市農業の展開】【組合員・地域との関係強化による
組織基盤の確立】の諸施策によりJA自己改革を加速します。

協同組合とは、組合員の一人ひとりが力をあわせ、
みんなの願いをかなえていく組織です。

●これらのことは、信用事業や共済事
業などを含めた総合事業全体の収
支のなかで実施しているからこそ、
JAの経営基盤が安定し、営農指導
員の配置や多額の農業施設投資が
可能となるものであり、正組合員の
みならず准組合員の事業利用が地
域農業の振興には不可欠です。

●これからも正・准組合員の皆様に
対する総合事業の展開を通じて、
地域農業の核を担う JA・より良い
地域社会づくりの中心的役割を担
う JAを目指してまいります。

●JAは、農業に従事する正組合員と、
JAの事業利用を希望し加入頂いた
農業者以外の地域住民である准組
合員により組織され、組合員の皆
様の営農と生活を守るために様々
な事業を総合的に展開し、地域農業
の振興や地域づくりに取り組んで
います。

① 基幹的農業従事者及び新規就農者の支援
② 「農業塾」の開講及び定年帰農者等登録制度登録者対象の
講習会実施による、定年帰農者・新規就農者等の技術支援

③ 生産者部会･青壮年部の活動の強化
④ 営農指導員の育成による営農指導提案力の強化及びTAC活
動の充実による、農家の所得向上につながる営農指導活動

⑤ 低コスト、良品質資材の選定や JA 職員の営農指導技術の
向上のための JA独自の試験・研究農場の設置の検討

⑥ 現地ほ場での施肥試験、病害虫防除試験の実施による低コ
スト、良品質資材の選定

⑦ 農地流動化の促進、農地保全管理事業の充実による遊休農
地対策

⑧ 鳥獣被害対策の強化への取り組み
⑨ 体験農園、市民農園、貸農園の運営支援及びJA運営の検討
⑩ 生産緑地制度の活用による営農継続による都市農地の保全
⑪ 水稲種子採種事業の実施　品種「きぬむすめ」
⑫ 食農教育応援事業（小学生を対象に食農等農業に関するこ
とや JAの事業に関する理解を促進する事業）の実施

⑬ 広報誌「はばたき」、ホームページ、作物別情報だより等
による営農情報の提供

なお、当 JAの営農指導事業の主な取り組みは次のとおりで、予算額は 49,220 千円となっています。

本宣言では、JA自己改革（「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」）
に向けた主な取り組みを以下の通りご紹介します。
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　大暑の候、組合員の皆
さまにおかれましては、
益々ご清栄のこととお慶
び申し上げます。
　また平素は、当JAの各

事業にわたり格段のご理解、ご協力を賜るとともに、本
年１月より実施のアンケート調査『JAの自己改革に関する
組合員調査』に対してもご協力いただき深く感謝申し上
げます。平成30年度の経営状況でございますが、経常
利益で15億98百万円を計上することができ、11期連
続で10億円を超えることができました。ひとえに組合員
および地域の皆さま方からの厚い信頼とご協力の賜物と
重ねて厚く御礼申し上げます。
　さて、JAグループ大阪では、昨年12月７日開催の第
24回JA大阪府大会において、「協同の力で拓く大阪農
業と地域の未来」～地域から信頼され必要とされるJAを
めざして～をメインテーマに「Ⅰ．持続可能な都市農業の
展開」「Ⅱ．経営基盤の確立による健全・堅実なJA経営」
「Ⅲ．組合員・地域との関係強化による組織基盤の確立」
「Ⅳ．協同の理念を実践する人材の育成」「Ⅴ.協同組合と
大阪農業の情報発信」の５つの項目について、JA自らの
手で進める『自己改革』を一層進めることとして決議を致
しました。また同大会では「JAグループ大阪の経営基盤
強化の取り組みに関する特別決議」として、経営基盤強
化の有効な選択肢である合併について、組合員の期待に
応え得る組織として存続するため、検討を行うものとして
決議されました。これら決議を含めた各都道府県JA大会
の決議を受け、本年３月に開催された第28回JA全国大
会では「創造的自己改革の実践～組合員とともに農業・
地域の未来を拓く～」をメインテーマに、「農業者の所得
増大」、「農業生産の拡大」、「地域の活性化」の３つの基
本目標にさらに挑戦するということで決議を致しました。
　今後３年間の大会実践期間中には、政府の農協改革
推進集中期間の期限（令和元年５月まで）と、准組合員
利用規制の5年後検討条項の期限（令和３年３月まで）が
到来します。そのような中で、規制改革推進会議は昨年
６月に「規制改革推進に関する第３次答申」を決定してお
り、農協改革のフォローアップの継続実施が明記されて
おります。
　これらを踏まえ、JA大阪南では経営理念に基づく10
年ビジョンを掲げ、「第７次総合３ヵ年計画」を策定いたしま
した。策定にあたりプロジェクトチームを設置し、従来か
らの案件や今後対処すべき事案について精査するととも

に、組合員の皆さまよりいただいたご意見についても検
討を加え、本計画に反映させていただいておりますので、
ご理解・ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　昨年は全国各地で、豪雨、台風などの自然災害が頻
発し、甚大な被害を及ぼしました。当JA管内におきまし
ても、９月に直撃した台風21号により、ビニールハウス
等の倒壊や倒木など農作物への被害が発生し、管内地
域の被災状況は深刻な状況であります。当JAでは管内
農業の復興に向け、被害に遭われた組合員の皆さまに対
しビニールハウスの再建や廃棄物の処理等をはじめとした
支援を行わせていただいております。また、建物更生共
済をご契約いただいております組合員並びに地域の皆さ
まには、約27億円の共済金をお支払いさせていただい
ております（平成30年度末時点）。被害に遭われました
組合員の皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
　都市農業につきましては、昨年９月１日に「都市農地の
貸借の円滑化に関する法律（以下「都市農地貸借円滑化
法」）が施行されました。この法律により円滑に生産緑地
の貸借が可能となり、農地の借り手側から見ると、農地
の借り入れによる規模拡大等が可能となります。また、
農地所有者側から見れば、高齢化が進む中での経営規
模縮小、後継者の就農（定年帰農）までの間や営農困難
時の一時的な貸付けなど、様々な活用方法が考えられま
す。加えて、都市農地貸借円滑化法では貸借後も引続き
相続税の納税猶予制度が適用可能となりました。当JA
では引き続き、生産緑地指定面積の引下げの条例制定
に向けた行政への要請活動や、農業会議等と連携し組合
員皆さまへの説明会を開催するなど、周知徹底を進めて
まいります。
　令和という新しい元号のもと、新たに第７次総合３ヵ年
計画がスタートいたします。JAを取り巻く環境は益々厳
しいものとなってきておりますが、第７次総合３ヵ年計画の
着実な実践により、組合員の皆さま方の負託に応え、そ
の取り組みについて高い評価をいただけるよう、役職員
一丸となって全力を尽くしてまいる所存でございますの
で、宜しくお願い申し上げます。
　末筆になりましたが、皆さま方の益々のご健勝とご多
幸を祈念致しまして、ご挨拶とさせていただきます。

ごあいさつ はじめに

事業内容
JA大阪南は営農の指導をするほか、生産資材•生活資材の共同購入、農産物の共同販売や
農産物直売所の運営、貯金の受け入れ、農業生産資金や生活資金の貸し付け、農業生産や
生活に必要な共同利用施設の設置、万一の場合に備える共済、自動車や農機の整備、旅行
の取り扱いなど、さまざまな事業や活動を行っています。

※各種方針、リスク管理の状況、組合員から監事への情報提供窓口設置につきましては、
ホームページに掲載しておりますのでご確認ください。

当JAでは、組合員等の皆さまに組合の現状をご理解いただくために、このREPORT（レポート）
2019を作成しております。
より詳細な内容につきましては、各支店に備え置きのディスクロージャー誌をご確認ください。

※計数は、原則として単位未満を切り捨てて表示しています。

名称
本店所在地
設立
出資金
総資産
単体自己資本比率
組合員数
役員数
職員数
金融店舗数

大阪南農業協同組合（ＪＡ大阪南）
富田林市甲田3-4-10
平成10年4月1日
37億円
6,334億円
13.02％
42,491人
40人
424人（パート等を除く）
29店舗

（平成31年3月31日現在）

経営理念

農と緑を守り、地域社会の発展に寄与するため、
役職員自ら意識改革により、リーダーシップを発揮します。

平成30年7月

大阪南農業協同組合

代表理事組合長

令和元年7月
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より詳細な内容につきましては、各支店に備え置きのディスクロージャー誌をご確認ください。

※計数は、原則として単位未満を切り捨てて表示しています。

名称
本店所在地
設立
出資金
総資産
単体自己資本比率
組合員数
役員数
職員数
金融店舗数

大阪南農業協同組合（ＪＡ大阪南）
富田林市甲田3-4-10
平成10年4月1日
37億円
6,334億円
13.02％
42,491人
40人
424人（パート等を除く）
29店舗

（平成31年3月31日現在）

経営理念

農と緑を守り、地域社会の発展に寄与するため、
役職員自ら意識改革により、リーダーシップを発揮します。

平成30年7月

大阪南農業協同組合

代表理事組合長

令和元年7月
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主要事業の概要

損 益 信 用 事 業 貸 借 対 照 表

金 額科 目

資産の部 合計

資 産 の 部
1,600

1,200

800

400

0

1,003

1,342

927 942

H29年度 H30年度

（単位：百万円）

事業利益

共 済 事 業

長期共済保有高

経常利益 当期剰余金

8,000

6,000

4,000

2,000

0

6,037 
5,434

480 

6,029 
5,400

473  

H29年度 H30年度

（単位:億円）

（平成31年3月31日現在） （単位：千円）貯金 預金 貸出金

期末時点の財務状態をあらわします。

9,000

6,000

3,000

0

7,989 8,036

H29年度 H30年度

（単位:億円）

販 売 事 業

販売品販売・取扱高

2,000

1,500

1,000

500

0

1,374 

H29年度 H30年度

（単位:百万円）

ファーマーズ事業

取扱高

2,000

1,500

1,000

500

0

1,715

H29年度 H30年度

（単位:百万円）

旅 行 事 業

旅行取扱高

250

200

150

100

50

0

190

H29年度 H30年度

（単位:百万円）

購 買 事 業

購買品供給・取扱高

1,500

1,000

500

0

1,193 1,210

H29年度 H30年度

（単位:百万円）

自動車・農機整備センター事業

供給高

250

200

150

100

50

0

196 208

H29年度 H30年度

（単位:百万円）

信用事業資産
共済事業資産
経済事業資産
雑資産
固定資産
外部出資
繰延税金資産

609,785,236
18,064
448,716
381,443
3,487,933
19,126,347
168,148

633,415,891

金 額科 目

負債及び純資産の部　合計

負債及び純資産の部

信用事業負債
共済事業負債
経済事業負債
雑負債
諸引当金
　負債の部　合計
組合員資本
評価・換算差額等
　純資産の部　合計

604,002,783
1,514,382
248,249
801,288
1,475,956

608,042,660
24,820,302
552,928

25,373,231
633,415,891

損 益 計 算 書

金 額科 目
（平成30年4月1日～平成31年3月31日） （単位：千円）

 1事業年度中にどれだけの利益が得られたかをあらわします。

事業総利益 
　信用事業総利益
　共済事業総利益
　購買事業総利益
　自動車・農機整備センター事業総利益
　販売事業総利益
　ファーマーズ事業総利益
　利用事業総利益
　旅行事業総利益
　宅地等供給事業総利益
　簡易郵便局事業総利益
　指導事業収支差額

5,451,561
3,782,076
1,231,270
73,708
57,605
3,409

262,057
55,005
27,883
8,301
10,335

△ 60,091

金 額科 目
事業管理費
事業利益
　事業外収益
　事業外費用
経常利益
　特別利益
　特別損失
税引前当期利益 
　法人税等合計  
当期剰余金 

4,335,271
1,116,289
521,958
40,201

1,598,046
6,737

290,418
1,314,364
371,418
942,945

1,436 

1,747 210 

1,598 

1,116
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銀行
など

預金保険制度

健全
JA

JAバンク・セーフティーネット

JAバンクには、
「JAバンク・セーフティーネット」があります

より安心してご利用いただける金融機関としての信頼を得るために、JAバンクは『JAバンク・セーフティーネッ
ト』を構築しています。まず、個々のJAの経営状況をチェックすることで、問題が大きくならないうちに適
切な改善を行う「破たん未然防止システム」。そして、万が一に備えて、公的制度である『貯金保険制度』。
この仕組みにより、組合員・利用者の皆さまに、より一層の「安心」をお届けします。

●経営改善策の実践
●「JAバンク支援基金」
　によるサポート

JAの「貯金保険制度」
と同様の制度です。

貯金保険制度（※2）

公的な保護制度の「貯金保険制度」
もあり、備えは万全です。

モニタリングの実施
（経営監視）

●自己資本比率8%（※3）
●財務状況
●業務体制など

全国のJAバンクの拠出により設置した基金。経営改善の取り組みや事業運用形態の見直し
（事業譲渡、合併など）を行うJAに対して、資金援助、資本注入等のサポートを行います。

万が一JAが破たんした場合に、貯金保険機構が破たんしたJAに代わって、「元本1,000万
円までとその利息」を保険金としてお支払いする国の公的制度のこと。
JAに貯金していただくと、皆さまとJAおよび貯金保険機構の間で自動的に保険関係が成立
します。

JAは、自主ルールにより自己資本比率の基準を8%（国際業務を行う銀行等の基準）としました。
これは、国内で業務を行う金融機関の場合、4％以上であれば健全とされていますが、さらに
厳しい基準を置くことで、より健全な経営に努めるためです。

クリアー

抵触

JAバンク支援基金（※1）

貯金保険制度（※2）

自己資本比率（※3）

破たん未然防止システム

破たん未然防止システム

●JAバンクグループ全体で
　経営状況をチェック！
●経営の健全化！
●JAバンク支援基金（※1）が
　サポート！

万が一、金融機関が破たんした場合

JAの経営状況を
厳しくチェック！
チェック基準

経営改善
すると

JA

キーワード解説

（H31.3.31現在）

（H31年3月末現在）

預け金
89.3%

貸出金
7.8%

有価証券
格付け機関名 格付け種類 格付け［格付けの方向性］

格付投資情報
センター（R&I） 発行体格付け

JA・信連・農林中金の関係

A［安定的］2.8%

安全を第一に考え運用しています

皆さまからお預かりした貯金は、安全を第一に考え運
用しています。信連への預け金のほか、地域皆さま
へのご融資を中心に運用し、地域の発展にお役立て
いただいています。

当JAの主な運用資産構成

（H31.3.31現在）

当JAの自己資本比率

13.02%
国内基準
4%

自主基準
8%

健全な経営基盤を確立しています

国内基準の4%から、さらにハードルを高くした、JA
バンクの自主基準である8%を十分満たし、健全な
経営基盤を確立しています。

厳しく資産をチェックし、
資産の正常化に努めています

JAバンク大阪の中核団体、
JAバンク大阪信連の格付け

JAバンク大阪の中核団体である大阪府信連は格付け
機関より格付けを取得しております。JAバンク大阪の
中核、JAバンク大阪信連の格付けは当JAも含めた
「JAバンク大阪」全体の信用力を反映したものです。

農業と地域に貸出

出資

JA
（農業協同組合）

信連
（都道府県段階）

農林中金
（全国段階）

預け金

出資

預け金

出資

（単位：百万円）

区　　　分 金額
破綻先債権
延滞債権
3カ月以上延滞債権
貸出条件緩和債権
　合計（ア＋イ＋ウ＋エ）
担保・保証付債権額
個別貸倒引当金積立額
担保・保証等控除後残高
リスク管理債権比率

35
1,061
―  
143
1,241
1,007
189
43

2.62%

ア
イ
ウ
エ
Ａ
Ｂ
Ｃ

Ａ-Ｂ-Ｃ

リスク管理債権の状況

元本または利息の取立てまたは弁済の見込みがないも
のとして未収利息を収益計上しなかった貸出金のうち、
法的に破たん（破産等）した先などに対する貸出金。
未収利息を収益計上しなかった貸出金のうち、破た
ん先債権および下記の貸出条件緩和債権に該当し
ない貸出金。
元本または利息の支払いが約定支払日の翌日から
3カ月以上遅延している貸出金で、破たん先債権
及び延滞債権に該当しない貸出金。
債務者の経営再建または支援を図る目的で、金利
の減免や元金の返済猶予などの債務者に有利とな
る取り決めを行った貸出金。

破たん先
債権（※1）

延滞債権（※2）

3カ月以上
延滞債権（※3）

貸出条件緩和
債権（※4）
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P.15●従来から実施
　している取り組み

P.14●新たに実施した
　取り組み

P.15●内容を充実して
　実施した取り組み

P.17●従来から実施
　している取り組み

P.17●新たに実施した
　取り組み

P.17●内容を充実して
　実施した取り組み

P.18●新たに実施した
　取り組み

P.18●内容を充実して
　実施した取り組み

JAでは組合員の営農やくらしに役立てていただ
けるよう、購買事業のほか、営農指導事業、ファー
マーズ事業、販売事業、信用事業、共済事業な
ど様々な事業を総合的に実施しています。総合
事業だからこそ、利用者である組合員の皆さま
にとって便利で多彩なサービスが維持できます。
また、収支が厳しい農業関連事業では、総合事
業全体の収支の中で実施しているからこそ、営
農指導の充実や農業施設への投資が可能となり
ます。

総合事業

JAには、非農家でも加入して事業利用ができる
准組合員制度があります。准組合員の皆さまには、
信用事業（貯金、ローンなど）、共済事業（生命共
済、自動車共済、建更共済など）、ファーマーズ
事業（農産物直売所あすかてくるで）などを中心に
ご利用いただいております。
准組合員の皆さまの事業利用により、事業量が拡
大し、JAの経営が安定し、結果として、収支が
厳しい農業関連事業の展開や地域に必要な生活
サービスの維持が可能となります。
まさに、正組合員と准組合員とで、JAの総合事
業を通じて地域の農業とくらしを支えあっていると
言えます。

准組合員制度

政府が主導する「農協改革」とＪＡ自ら取り組む「自己改革」
政府が行う農業成長産業化に向けた農業改革の取り組みの１つが、農協改革です。
一方、組合員の声をうけてJAが自ら改革に取り組むことが自己改革です。
自己改革を通じ、一人でも多くの組合員・地域の皆さまに「JA大阪南は地域にとって必要な組織だ」と思って
頂けるよう、様々な取り組みを行っています。

農協改革と自己改革の違い

営農
指導 購買 販売 信用ファーマーズ 共済

収益

他の事業の運営に活用

事業利用

活動参加

総合事業

地域貢献

食農教育 農業体験

食と農の応援団 准組合員

地域農業、JAへの理解

JA

政府主導で行う  農協改革 ＪＡ自ら取り組む  自己改革

・信用事業の代理店化
・准組合員の利用規制

・地域農業の振興
・地域の活性化

・健全なJA経営
・広報活動

大きな
違い総合事業の一角が崩

れ、JAの経営基盤が
不安定になるおそれ

　『自己改革』は、組合員の願いを実現し、地域の農業とくらしになくてはならない
組織となることを目指す改革です。
　ＪＡ大阪南では、「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合」として、相互扶助
の理念に基づき、
 Ⅰ． 農家所得の向上による大阪農業の振興
 Ⅱ． 地域貢献を通じた次代の組織基盤とJAファンづくり
 Ⅲ． 総合事業機能を発揮した健全なＪＡ経営
 Ⅳ． 府民理解の醸成に向けた広報活動
を実現するため、様々な『自己改革』に挑戦しています。

JA大阪南の自己改革

農家所得の向上による
大阪農業の振興Ⅰ 農家所得の

向上

地域貢献を通じた次代の
組織基盤とJAファンづくりⅡ 地域貢献

活動

総合事業機能を発揮した
健全なＪＡ経営Ⅲ 総合事業

機能の発揮

府民理解の醸成に向けた広報活動Ⅳ

改革の目的 取り組み事項

P.12●従来から実施
　している取り組み

P.09●新たに実施した
　取り組み

P.10●内容を充実して
　実施した取り組み
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　『自己改革』は、組合員の願いを実現し、地域の農業とくらしになくてはならない
組織となることを目指す改革です。
　ＪＡ大阪南では、「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合」として、相互扶助
の理念に基づき、
 Ⅰ． 農家所得の向上による大阪農業の振興
 Ⅱ． 地域貢献を通じた次代の組織基盤とJAファンづくり
 Ⅲ． 総合事業機能を発揮した健全なＪＡ経営
 Ⅳ． 府民理解の醸成に向けた広報活動
を実現するため、様々な『自己改革』に挑戦しています。
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実践方策

●H30年度の
実践状況

台風21号被災農家への支援

台風21号被災農家への復旧支援事業の実施

台風21号による被害発生後に、組合長をはじめとする常勤役員が被災圃場の巡回調査を行
い、生産者の要望等を集約し、復旧支援事業を実施しました。また、その際にJAとして、
国、府、管内市町村に対して、被災農家支援に対する復旧支援策の早期策定、実施を要請
しました。
具体的なJAの支援策としては、復旧に必要な機械の無料貸し出しを47件、ビニールハウ
ス等施設復旧支援を59件406万円、ハウス支援事業利用者対象支援を3件61万円、廃ビニー
ル処理支援を532万円（JA負担分の処理量134トン）、生産者団体の台風被害復旧活動に
対する支援を33件、264万円行いました｡
さらに、果樹等の被災農家に対しては、改植等の支援策を追加し、総額1,567万円の支援
を実施しました。
引き続き、令和元年度も支援を実施します。

実践方策

●H30年度の
実践状況

有害鳥獣対策の実施

有害獣対策講習会の実施と、対策資材の購入助成

有害鳥獣対策として獣害対策講習会を1回（38名）、電気柵、メッシュ
柵、アライグマ捕獲檻への助成を118件252万円行いました｡

実践方策

●H30年度の
実践状況

有害獣対策として、対策資材の寄贈

有害獣対策として、管内の9 市町村に希望数量を確認し、アライグマ捕獲檻70 台、イノシシ捕獲
檻14台を寄贈するために購入しました。

実践方策

●H30年度の
実践状況

販路拡大等による販売力強化にむけた支援

生産者部会と連携した販路および販売拡大

JA 大阪南実行組合長連絡協議会によるJA 大阪センタービル前での
夕市、また、販売担当者を中心とした、クリスタ長堀、淀屋橋オドナビル、
大阪駅アトリウム広場や大阪港でのインバウンド向けマルシェ等、大阪
市内での販売PRを計10回行いました。

実践方策

担い手を中心にしたTAC活動の強化

意見・要望の共有化による事業改善

新たに実施した取り組み

内容を充実して実施した取り組み

農家所得の向上による大阪農業の振興Ⅰ

「自己改革」実践状況報告

毎月、TAC定例会議を開催し、訪問時の意見・要望を取り
まとめ各部署（営農指導部・営農経済部・総務部）含め改善
策について意見交換し、毎月の常勤理事会で活動報告を行
いました。

常勤役員全員がTACと同行し、農家訪問を行い意見、要望
等を直接伺う活動を行いました。また、毎月、TAC定例会議（組
合長、専務含む常勤役員が随時同席）を開催し、訪問時の意
見・要望を取りまとめ各部署（営農指導部・営農経済部・総務
部）含め改善策について意見交換し、毎月の常勤理事会で活
動報告を行いました。

実践状況

H30
年度

H29
年度
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毎月、TAC定例会議を開催し、訪問時の意見・要望を取り
まとめ各部署（営農指導部・営農経済部・総務部）含め改善
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常勤役員全員がTACと同行し、農家訪問を行い意見、要望
等を直接伺う活動を行いました。また、毎月、TAC定例会議（組
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年度
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持続可能な農業生産・農業経営への貢献

玄米色彩選別機の増設による品質の向上

玄米色彩選別機の30年度導入の検討を行い、決定しま
した。

玄米色彩選別機を導入することで、ライスセンターの米
検査での1等比率が31.6％から80.8%に上昇し、品質
向上及び農家所得向上に寄与できました。

米検査での1等比率
H29年度 H30年度

31.6%
80.8%

実践方策

実践状況

大阪農業振興サポートセンターとの連携による個別支援・事業提案の強化

対象農家への周知および大阪農業振興サポートセンターとの連携による対応

大阪府下の若手担い手農家が参加する、JAグループ大阪主催の「第2回ＮＯ１（ノウワン）グランプリ」
へ、南河内管内の7名の若手担い手が参加されました。その結果、5名がファイナリストとなり、そ
の内1名が準グランプリを受賞されました。JAでは、参加者の側面支援を行うとともに、グランプ
リ終了後に、参加者を含めたアグリアカデミア卒業生10名と常勤役員で意見交換会を実施しました。

大阪府下の若手担い手農家が参加する、JAグループ大阪主催の「第
3回ＮＯ１（ノウワン）グランプリ」へ、南河内管内の4名の若手担い
手が参加されました。その結果、2名がファイナリストとなり、その
内1名がグランプリ、1名が特別賞を受賞されました。JAでは参加
者の側面支援を行うとともに、受賞者との意見交換会を実施しました。

実践方策

実践状況

なにわ伝統野菜のPR

難波ねぎフェスタとして街頭PRと販促の実施

大阪市なんば駅周辺で難波ねぎのPR、「あすかてくるで」において
難波ねぎの試食販売とPRを生産者とともに実施しました。（1月
20日～ 28日）

引き続き大阪市なんば駅周辺で難波ねぎのPR、「あすかてくるで」
両店において難波ねぎの試食販売とPRを生産者とともに実施しま
した。（1月18日～ 27日）

実践方策

実践状況

地元農産物を活かした6次産業化への取り組み

JA独自の加工品の試作、販売

主要作物である、ナス、きゅうりの販売増につなげるため、地元産しょ
うが、地元産ぶどうワインを使用した焼きナス醤油を4,048本、地元
産いちじくジャム、地元産ぶどうワイン、地元産たまねぎを使用した、
たたききゅうりのタレ1,101本を作り、「あすかてくるで｣で販売しました。

主要作物である、ナス、きゅうりの販売増につなげるため、前年度よ
り販売した「焼きナス醤油」を1,824本、「タタキ胡瓜のたれ」1,536
本を製造販売するとともに、新たに、地元産レモン、たまねぎ、ぶど
うジュースを使用した「輪切りトマトのたれ」を1,829本製造し、「あす
かてくるで｣で販売しました｡また、地元産果物を使用したソフトクリー
ムの試作を行いました｡

実践方策

実践状況

大阪農業振興サポートセンター及びJAバンク大阪との連携による個別支援･事業提案の強化

対象農家への周知および大阪農業振興サポートセンター及びJAバンク大阪との連携による対応

農業用ビニールハウス支援事業10件（200万円、前年比167%）、
新規販売農家支援6件（120万円）、農業振興策及び営農指導強
化策支援事業としてシャインマスカット用の非破壊糖度計の導入に
よるミニ産地化の推進、事業提案（14件）、農業塾及び直売所の
新たな農作物の推進のための研修等を行いました。

農業用ビニールハウス支援事業9件（180万円）、新規販売農家
支援14件（260万円、前年比216%）、農業塾及び直売所の新
たな農作物の推進のための研修等を行いました｡

363万円

766万円

H29年度
農機具等購入助成

H30年度

実践方策

実践状況

H29年度
新規販売農家支援

H30年度

120万円

260万円

農業経営の効率化等を図るため、JAバンク大阪農機具等購入助
成事業として7件（363万円、前年比209%）の助成を行い、農
業経営の支援を行いました。

農業経営の効率化等を図るため、JAバンク大阪農機具等購入助
成事業として12件（766万円、前年比211%）の助成を行い、農
業経営の支援を行いました。

実践状況

販路拡大等による販売力強化にむけた支援

生産者部会と連携した販路および販売拡大

茄子部会では、新たな販売PRとして、コンビニ弁当への供給や、大阪
市内への料理店への供給を計画、ぶどうについては新品種の販売試
験の継続的実施、東京市場での販売拡大へ向けた活動を行いました｡

茄子部会では、新たな販売PRとして、コンビニ弁当（麻婆茄子丼1
万食超）への供給や、大阪市内への料理店への供給、さらには、ヤ
ンマーマルシェ等大阪市内でのPR販売を行いました。ぶどうについ
ては新品種の販売試験の継続的実施、東京市場での販売拡大へ向
けた活動を行いました。

実践方策

実践状況

従来から実施している取り組み
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持続可能な農業生産・農業経営への貢献
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新たに実施した取り組み

土壌診断による低コスト生産技術の指導

土壌診断を実施し、適正施肥によるコスト低減

土壌診断を168点（前年比125%）行い、農家への診断結果によ
る施肥改善を行い、コスト低減を図りました。

土壌診断を212点（前年比126%）行い、農家への診断結果によ
る施肥改善を行い、コスト低減を図りました。

実践方策

実践状況

高齢農家等農業継続相談活動の実施

農作業受委託事業の拡大

農作業受託事業のPRを行い、保全管理作業48件（前年比150％）、
438アール（前年比148%）を受託し実施しました。

農作業受託事業のPRを行い、保全管理作業55件（前年比115％）、
515アール（前年比118%）を受託し実施しました。

実践方策

実践状況

H29年度
保全管理作業

H30年度

438アール
515アール

担い手を中心にしたTAC活動の強化

訪問により担い手の要望に応じた情報の収集・提供

直売所会員、認定農家、定年帰農者、新規就農者、実行組合長
等役員を対象（391軒）に年間3,465回の訪問を実施し、情報収
集及び情報提供を行いました。

TACを認定農業者を含む担い手対応2名と、直売所出荷者対応
4名に再編し、年間5,428件の訪問指導だけでなく、部会等担い
手生産者への各指導、直売所出荷者には新規作物の提案を18品
目行い、現地指導を行いました｡

H29年度
訪問件数

H30年度

3,465件

5,248件

実践方策

実践状況

農業塾の開講

新規就農者･定年後の帰農者等初心者対象に年11回の講義を開催

平成29年度は37名が受講し、農業塾卒業生の延べ人数は383名
となりました。

平成30年度は38名が受講し、農業塾卒業生の延べ人数は421名
となりました。

実践方策

実践状況
H30
年度

H29
年度

H30
年度

H29
年度

H30
年度

H29
年度

H30
年度

H29
年度

付加価値の高い農産物地元産ブランド育成

ぶどうの有望品種の栽培及び販売

シャインマスカットの市場への試験出荷を行い（販売額160万円）、
規格・出荷形態の次年度にむけての再検討を行いました｡

シャインマスカットの市場への試験出荷を行い（販売額367万円）、
規格・出荷形態の次年度にむけての再検討を行いました｡

実践方策

実践状況
H30
年度

H29
年度

実践方策

●H30年度の
実践状況

正・准組合員の積極的なJA事業活動への参加

組合員全戸訪問の実施

12月1日に全役職員で当JA管内組合員宅の全戸訪問を行いま
した。組合員の皆さまへ日頃の感謝と、自己改革の取り組みに
ついてお伝えしました。また1月～ 3月にかけて「JAの自己改
革に関する組合員調査」アンケートを実施し、2月9日に全役職
員による組合員全戸訪問を実施しました。

実践方策

●H30年度の
実践状況

JA食農教育による大阪農業・JAへの理解促進と地産地消の推進

奇跡の復興米栽培の継続

5年目を迎えた「岩手県大槌町奇跡の復興米」の栽培を行い、
本年度新たに、収穫後の稲わら200ｋｇを動物の飼育用として天
王寺動物園に贈呈しました。11月18日に天王寺動物園にて、
栽培にかかわった地元小学校の児童も参加して、当JAからも常
勤役員や関係者が出席し、贈呈式を行いました。

実践方策

●H30年度の
実践状況

農産物直売所あすかてくるでポイントカード導入

「地域農業応援ポイントカード」の発行

「あすかてくるで」での買い上げ金額200円（税別）に対し1ポイ
ントを付与し1ポイント1円で還元することで、リピーター客囲
い込みにより来店客増加による地産地消を促しました。初年度
発行枚数は30,988件となりました。

実践方策

●H30年度の
実践状況

百舌鳥・古市古墳群　世界文化遺産登録サポート定期貯金の実施

本定期貯金の募集総額（30億円）の0.01%相当額を寄付する定期貯金の実施

百舌鳥・古市古墳群に対する認知度を高めていただくとともに、
世界遺産登録に向けた地元の取り組みを応援しました。寄付金
として、当組合より堺市世界文化遺産登録推進基金、羽曳野市
世界遺産もずふる応援基金、藤井寺市ふるさとまちづくり応援
基金に3分の1ずつ合計30万円を寄付しました。

地域貢献を通じた次代の組織基盤と
JAファンづくりⅡ
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新たに実施した取り組み
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内容を充実して実施した取り組み

地域の環境保全・福祉に役立つ取り組み

「あすかてくるで」において、こども食堂への食材無償提供の実施

地域の社会福祉協議会を通じ、未販売商品を含め生産者
の善意によるこども食堂への食材を、無償で提供しました。

引き続きこども食堂へ食材の無償提供を行い、正式に
JA大阪南と富田林社会福祉協議会との間で「こども食
堂食材提供に関する協定書」の調印式を行いました。

実践方策

実践状況
H30
年度

H29
年度

都市農業・都市農地を巡る情勢並びに制度改正等に係る周知活動への取り組み

改正生産緑地制度に係る説明会の実施

組合管内全地域を対象とした「改正生産緑地制度等に係るセミナーを2回（合計参加者172名）開
催しました。

富田林市との合同事業として、「生産緑地制度改正説明会」を１回（参加者63名）開催しました。また、
年度内に5回開催した「相続セミナー」においても、生産緑地制度の概要や税制の内容等を盛り込
みました。（合計参加者119名）

実践方策

実践状況
H30
年度

H29
年度

支店活動の充実と地域活動の活性化

支店を通じた地域住民へのアプローチ

職員一人一人が農業に関する知識の向上、理解を深め
るために「一支店一農産物」として、全支店・センター等
に野菜の苗（4種類：275本）を4月に配布し、栽培を
行いました。

職員一人一人が農業に関する知識の向上、理解を深め
るために「一支店一農産物、一職員一農産物」として、
全支店・センター等に野菜の苗（9種類：281本）、全
役職員にミニトマトを4月に配布し、栽培を行いました。

実践方策

実践状況

従来から実施している取り組み

H30
年度

H29
年度

JAの専門体制整備と職業的専門家との連携

相続および贈与手続き等の依頼を税理士、司法書士等と連携

相続および贈与手続き等の相談（23件）の対応を行いました。
財産診断のための専任担当者を1名設置し、組合員が将来の相
続に備えるための財産診断（38件）を行いました。

相続および贈与手続き等の相談対応（15件）を行いました。また、
財産診断のための担当者を2名設置し、組合員が将来の相続に
備えるための財産診断（94件）を行いました。

実践方策

実践状況

H30
年度

H29
年度

H29年度
財産診断

H30年度

38件

94件

JA食農教育による大阪農業・JAへの理解促進と地産地消の推進

農業体験ツアーの継続実施

5月28日に「岩手県大槌町奇跡の復興米」田植ツアーを開催し、近隣地域からの親子49名が参加し、
9月9日には、同稲刈ツアーに49名が参加しました。前年同様小学生のぶどう、みかん、水稲の
体験ツアーを行い、直売所の見学、説明も併せて行い、小学生の農業に対する理解、地産地消の
推進を深める事業を行いました｡

前年同様小学生のぶどう、みかん、水稲の体験ツアーを行い、今年度はいちごの体験ツアーも
行いました｡直売所の見学、説明も併せて行い、小学生の農業に対する理解、地産地消の推進を
深める事業を行いました｡5/27に奇跡の復興米田植えツアーを開催し、近隣地域からの親子84名
が参加し、9/16には、同稲刈ツアーに71名が参加しました。ぶどう狩りツアー 80名、みかん狩
りツアー63名、いちご狩りツアー34名の参加がありました。

実践方策

実践状況

H30
年度

H29
年度
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総合事業機能を発揮した健全なＪＡ経営Ⅲ 府民理解の醸成に向けた広報活動Ⅳ
新たに実施した取り組み

内容を充実して実施した取り組み

●H30年度の
実践状況

写真コンクール「私が見つけた農の魅力」の開催

写真を通じて地域農業の魅力を発信し、地域と共生する都市農業
への理解促進につなげるため、6月1日より写真コンクールの作
品募集を行いました。3月に表彰式を開催、はばたき5月号に特
集記事を掲載しました。

●H30年度の
実践状況

ホームページやJA広報誌による農業・JAグループの正確な情報の提供

親子新聞教室「よみうりはてなナビ食べて応援作って応援プロジェクト」の実施

７月２４日に農業体験を通じて学んだことを記事にまとめる親子新聞教
室「よみうりはてなナビ食べて応援作って応援プロジェクト」を読売新聞
大阪本社と合同で開催しました。府内在住の小学生と保護者37名が
参加し、ブルーベリーの収穫体験や、「あすかてくるで河内長野店」を
取材し、読売新聞一面広告として掲載しました。

実践方策

実践方策

●H30年度の
実践状況

「JAM農園」開設による、職員の農業への理解促進と、組合員・地域住民へのアピール

「食べて応援作って応援プロジェクト」の一環として、職員自ら農作物を育てることで農業への理解を深
めるため「JAM農園」を開設し、サツマイモとコスモスの植え付け・収穫を行い、ホームページやLINE＠で
情報配信を行いました。

実践方策

新たに実施した取り組み

内容を充実して実施した取り組み

●H30年度の
実践状況

「食べて応援作って応援レシピコンテスト」の開催

管内大学である四天王寺大学・短期大学部と産学連携として、南
河内産の農産物を使用したレシピコンテストを開催しました。コン
テストの模様はＨＰ・広報誌等に掲載し、広報活動を展開しました。

実践方策

実践方策
●H30年度の
実践状況

政府等関係機関との協議の実施
農林水産省との対話の実施
10月16日、全都道府県の各1JAと行う農林水産省の「農協と
の対話」事業に、当JAの役職員が応じました。自己改革の取り
組みや農産物直売所「あすかてくるで」が「農業者と地域住民を
繋げ、農家所得の向上に繋がる」ことを説明しました。

実践方策

●H30年度の
実践状況

自律創造型職員の育成
先進的JAへの視察研修の実施

7月20日、地域密着型支店づくり活動をはじめ、自己改革に精
力的に取り組むJA兵庫西を訪問し視察研修を行いました。自己
改革の強化につなげることを目的として、支店長・センター長を
はじめ41名が参加しました。

実践方策

●H30年度の
実践状況

次世代リーダー育成研修会の実施

20代～ 30代の職員を中心に14名が受講しました。カリキュラ
ムの最後には『自JAへの提案』をテーマに、役員・所属長に対し
てプレゼンテーションを行いました。

准組合員に利便性のある事業活動の展開
利用者ニーズの把握

全中の「組合員試行調査」を利用し、1,500名の正・准組
合員にアンケ―ト送付し、ニーズの把握に努めました。
全組合員を対象に、全中の「JAの自己改革に関する組合
員アンケート」を実施し、3月末までに16,750名のアンケー
トを回収して、組合員のニーズの把握に努めました。

実践方策

実践状況 H30
年度

H29
年度

農業メインバンク機能強化
各種制度資金等活用による低利融資商品の充実

JA農機ハウス・新規就農応援・担い手応援ローン・農業振
興資金等の保証料助成、利子補給・助成を利用した低利
農業融資を実施しました。（15件5,630万円）

JA農機ハウス・新規就農応援・担い手応援ローン・農業振
興資金等の保証料助成、利子補給・助成を利用した低利
農業融資を実施しました。（13件10,578万円）

実践方策

実践状況

H29年度
低利農業融資金額

H30年度

5,630万円

10,578万円

H30
年度

H29
年度

従来から実施している取り組み
ファーマーズマーケットや支店等を拠点とした広報の展開

LINE@でのファーマーズマーケットを拠点とした情報配信の実施

情報配信ツールとしてLINE＠で「あすかてくるで」を中心とした
情報配信を開始しました。また、あすかてくるでリニューアルイ
ベントでクーポン配布し、来店者とのふれあいを行いました。

情報配信ツールとして農産物直売所「あすかてくるで」の情報
を中心に、月2回～ 3回の配信を行いました。3月末の登録
者数は3,000人を突破しました。

実践方策

実践状況 H30
年度

H29
年度

JA大阪南
地元農産物の紹介や
JAで行っているイベント情報
などを　　　　　 お知らせしますいち早く

友だち登録はこちら！
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JAで行っているイベント情報
などを　　　　　 お知らせしますいち早く

友だち登録はこちら！
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自己改革実
践中!!

１．担い手の確保・育成と多様化する組合員への支援（営農改善費：17,700 千円）【講習会 75回開催予定】
多様な農業の担い手の確保・育成のため、新規就農者、認定農業者、定年帰農者など就農者が希望をもって定着出来る環境
づくりに努め、TACを中心に担い手の意見を集約し、営農支援を行います｡（参考　平成 30年度 TAC訪問件数：5,428 件）

２．営農指導・提案力の強化（営農改善費：2,700 千円）
農業技術指導を基軸として、経営指導の高度化など、農家の所得向上と地域農業の振興のための営農指導機能を強化します｡

３．農地保全・耕作放棄地の未然防止（営農改善費：4,000 千円）（育苗施設更新：33,000 千円）
南河内地域においても、農業担い手の高齢化や後継者不足などから耕作放棄地や不耕作地など遊休農地が増加傾向にありま
す。ＪＡではこの現状を踏まえ、関係機関と連携し、遊休農地や遊休農地となる恐れのある農地の再生と活用を目指します｡
また、平成 30 年度にはライスセンターの色彩選別機を導入しましたが、今年度は育苗施設の更新等、設備投資を進めるこ
とで、水稲育苗の充実・利用推進を図り、不耕作地の解消につなげます。

４．農産物直売所事業の活性化（広告宣伝費等：8,562 千円）
農産物直売所「あすかてくるで｣の活性化により販売強化を行い、農家所得の向上とともに地産地消を推進します。また｢ポ
イントカード｣の発行数を増やし、消費者の囲い込みを強化し、消費動向を分析することにより売り上げ増を目指します。

ＪＡ大阪南自己改革取組宣言
ＪＡ大阪南は、これからも総合事業を通じて組合員・地域の
皆様に必要とされる組織を目指し、自己改革に取り組みます。

●組合員・地域の皆様との対話を深め、協同の理念を共有した組織を目指します。
● JA活動の充実と一層の組合員参加を促進し、総合事業の強みを最大限に発揮します。
●それらをもとに、【持続可能な都市農業の展開】【組合員・地域との関係強化による
組織基盤の確立】の諸施策によりJA自己改革を加速します。

協同組合とは、組合員の一人ひとりが力をあわせ、
みんなの願いをかなえていく組織です。

●これらのことは、信用事業や共済事
業などを含めた総合事業全体の収
支のなかで実施しているからこそ、
JAの経営基盤が安定し、営農指導
員の配置や多額の農業施設投資が
可能となるものであり、正組合員の
みならず准組合員の事業利用が地
域農業の振興には不可欠です。

●これからも正・准組合員の皆様に
対する総合事業の展開を通じて、
地域農業の核を担う JA・より良い
地域社会づくりの中心的役割を担
う JAを目指してまいります。

●JAは、農業に従事する正組合員と、
JAの事業利用を希望し加入頂いた
農業者以外の地域住民である准組
合員により組織され、組合員の皆
様の営農と生活を守るために様々
な事業を総合的に展開し、地域農業
の振興や地域づくりに取り組んで
います。

① 基幹的農業従事者及び新規就農者の支援
② 「農業塾」の開講及び定年帰農者等登録制度登録者対象の
講習会実施による、定年帰農者・新規就農者等の技術支援

③ 生産者部会･青壮年部の活動の強化
④ 営農指導員の育成による営農指導提案力の強化及びTAC活
動の充実による、農家の所得向上につながる営農指導活動

⑤ 低コスト、良品質資材の選定や JA 職員の営農指導技術の
向上のための JA独自の試験・研究農場の設置の検討

⑥ 現地ほ場での施肥試験、病害虫防除試験の実施による低コ
スト、良品質資材の選定

⑦ 農地流動化の促進、農地保全管理事業の充実による遊休農
地対策

⑧ 鳥獣被害対策の強化への取り組み
⑨ 体験農園、市民農園、貸農園の運営支援及びJA運営の検討
⑩ 生産緑地制度の活用による営農継続による都市農地の保全
⑪ 水稲種子採種事業の実施　品種「きぬむすめ」
⑫ 食農教育応援事業（小学生を対象に食農等農業に関するこ
とや JAの事業に関する理解を促進する事業）の実施

⑬ 広報誌「はばたき」、ホームページ、作物別情報だより等
による営農情報の提供

なお、当 JAの営農指導事業の主な取り組みは次のとおりで、予算額は 49,220 千円となっています。

本宣言では、JA自己改革（「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」）
に向けた主な取り組みを以下の通りご紹介します。

自己改革実
践中!!


