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ＪＡ越後おぢやは 

ＪＡ自己改革を実践しています！ 

 

今、私たちＪＡ越後おぢやは「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」の

３つの目標を掲げ、一定の成果を挙げることをめざし、農業・地域を支える大きな役割を果

たす組織として自己改革を進めています。 

自己改革について、十分な結果が出せるように、私たちは、「自己改革工程表」を策定し、

その具体策を各事業年度の計画に盛り込んで進めており、その主な取り組みと進捗状況を次

のとおり報告します。 

 まだまだ、期待・要望に十分応えきれていない部分は多いと思いますが、これからも組合

員・地域の皆さんとともに歩んでいく協同組合として、自己改革を進めていきます。 
 

 

 

「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」に向けた取り組み 

 ○コスト低減・品質向上支援 

実施支援策 対象数 助成額 

主要土づくり肥料の特別価格対応 １０，５５５袋 ９９７千円 

予約肥料・農薬大口利用者、園芸資材購入者への奨励 ２６９件 ４，４６２千円 

カントリーエレベーター コシヒカリ平日受入利用料奨励 ２，９８０ｔ ３，０９９千円 

県認証特別栽培支援(肥料) ５００件 ２，２８７千円 

銘柄誘導対策支援(ちほみのり(新規)・こしいぶき・あきだわら) １１１件 ６，１９５千円 

 ○園芸生産の拡大支援 

実施支援策 対象数 作付・拡大面積 助成額 

新規園芸生産者支援 １５件 １３１ａ ８２０千円 

園芸作付面積拡大生産者支援 ３７件 ４４７ａ ８９３千円 
 

「地域の活性化」に向けた取り組み 

 ◇ＪＡ越後おぢやでは、地域の皆さまと共に、地域の活性化を目的とした様々な活動に取

り組んでいます。 

○農林まつり 

   会場ではＪＡによる新米の魚沼産コシヒカリの販売やＪＡ女性部による出店、ＪＡ青

年部・女性部による餅つきなどをはじめ、多くの催しものを実施しています。 

 また、野菜直売コーナーでは生産者が直接、来場者に自慢の農産物を販売するなど、

生産者と消費者をつなぐ場にもなっています。 

○支店協同活動 

各支店それぞれの特色を活かしたイベントや主要道路清掃活動を含む地域貢献活動

等を行い、地域住民の方との交流を通して地域農業やＪＡへの理解を深めています。 

平成３０年度 自己改革の取り組み実績概要  
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これまでも、これからも、地域とともに 
ＪＡ越後おぢやは『総合事業』を展開します 

 

○ 農業者の所得増大、農業生産の拡大、地域の活性化に取り組みます。 

○ このため、協同組合の原点に立ち、組合員の皆さんとの話し合いを深めます。 

○ そして「総合事業だからこそ」の強みを活かし、地域にとってなくてはならない 

組織であり続けます。 

  

協同組合とは、組合員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。 

 ＪＡは、農業者（正組合員）が組織する協同組合です。農業者の営農と生活を支えるため、

様々な事業を総合的に展開しています。農業者の所得向上や地域農業の振興を目的に、農産

物の販売や、信用事業（ＪＡバンク）、共済事業（ＪＡ共済）などの様々な事業を、営農相

談等を通じて、総合的に結びつけ、地域農業の振興や地域づくりに取り組んでいます。 

 正組合員以外の方で、地域農業の発展や地域づくり、安全・安心な日本の食などを応援し

ていただける方は、“地域農業の応援団”として准組合員として加入いただいております。 

 販売・購買事業のほか、信用事業や共済事業などを含めた総合事業によりＪＡ運営を行っ

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

です。 

 これからも、農業者と地域農業の応援団が「農業と地域経済を共に支えあうパートナー」

として発展していけるよう、ＪＡ越後おぢやは総合事業を通じて取り組みます。 
 

 

 

 
「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」 

１．ＪＡ越後おぢやとして、更なる生産者支援強化策の設定  【 支援総額 3,000 万円 】 

①主要土づくり肥料の特別価格対応による普及拡大              （税別) 

商品名 規格 価格  商品名 規格 価格 

越後の輝きソイル米スター 15kg 1,000円  ミツパワー 20kg 900円 

魚沼ロマンアイアンスター 20kg 2,000円  シリカリュウ 17 20kg 1,160円 

苦土重焼燐 30 20kg 2,220円  パワーソイル 20kg 1,440円 

※６品目は予約、当用等に関係なく同一価格。 

②低コスト資材の普及拡大 

水稲県下統一肥料 越後の輝きシリーズ  （土づくり 元肥 穂肥 一発元肥） 

担い手直送規格農

薬 （４０kg規格） 

水稲育苗箱処理剤 … Ｄｒオリゼプリンススピノ粒剤 など 

一 発 除 草 剤 … ウイナー粒剤 アッパレＺ粒剤 など 

ジェネリック農薬 ジェイエース（オルトラン）  ペンコゼブ（ジマンダイセン） 

    

令和元年度ＪＡ越後おぢやの自己改革実践に向けた取り組み概要 
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③新規園芸生産者支援策                         （目標 200ａ） 

助成対象者 新規に園芸生産に取り組みＪＡへ出荷する生産者 

助成内容 

・作付面積に対し、2,000円／１ａ 

・上記に加え重点品目の場合、＋1,000円／１ａ 

・種苗費及び生産資材費の 1/2を助成（但し上限３万円） 

④園芸作付面積拡大生産者支援策                     （目標 300ａ） 

助成対象者 継続作付けで、面積拡大しＪＡへ出荷する生産者 

助成内容 

・拡大作付面積に対し、1,000円／１ａ 

・上記に加え重点品目の場合、＋1,000円／１ａ 

・ＪＡ育苗ハウス使用者に対し、面積拡大のための増棟分は使用料の半額

免除 

・養液土耕栽培システム導入者に対し、購入費 1/5を助成（但し上限 10万

円） 

＊重点品目…カリフラワー・メロン・すいか・人参・里芋・養液土耕・なす 

⑤園芸用農業機械及び養液土耕システムの貸出 

種 目 利用料（税別） 

高畝整形機 
10aあたり 2,000円 

里芋移植機 

カリフラワー移植機 10aあたり 3,000円 

養液土耕システム 
・新規の養液土耕栽培者に対し、ＪＡ所有のシステムを無償にて１年

間貸出 

⑥予約肥料・農薬大口利用奨励       

 予約購入額（税別） 奨励率 

30万円～60万円未満  1.0％ 

60万円～90万円未満  2.0％ 

90万円～120万円未満  3.0％ 

120万円以上  4.0％ 

  ＊90万円以上を予約購入された場合は当用利用分も対象とする。 

  ◎支払時期  令和２年２月 

⑦園芸資材奨励                                     

品 名 奨励率 

園芸用被覆資材（ハウス用ビニール以外） 
購入額（税別） 

10万円以上 20万円未満  1.0％ 

20万円以上 30万円未満  2.0％ 

30万円以上        3.0％ 

出荷に係る段ボール全て 

推奨園芸品目の種苗 

（カリフラワー、メロン、すいか、人参、里芋、トマト、ナ

ス） 

◎支払時期  令和２年２月 
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⑧「おぢや産コシヒカリ」食味・品質向上奨励対策（ＪＡ米）  ◎支払時期  令和元年 12月 

 ○紙袋・フレコン集荷米 

ランク別 項 目 基準数値 奨励単価（税込） 

Ａ 
整粒歩合 80％以上 

1,000円／俵      
蛋白含有率 5.3～5.7％ 

  ○カントリー集荷米 

ランク別 項 目 基準数値 奨励単価（税込） 

Ａ 
品 位 １ 

1,000円／俵      
蛋白含有率 5.3～5.7％ 

  ＊新潟県認証特別栽培農産物（ＪＡ承認）で、かつ生産依頼数量（出荷契約数量）分が対象。 

 ⑨県認証特別栽培支援（肥料）    ◎支払時期  令和２年２月 

  平成 31年用肥料農薬予約申込書で注文された肥料の下記６品目に支援。 

対 象 品 名 支援内容 

越後の輝き有機 50元肥 

新潟県認証特別栽培農産物（５割減減栽培）に取り組んだ

生産者を対象に１袋あたり一律 100円（税別） 

 

越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥 

越後の輝き有機 50穂肥 

有機 50 ﾆｭｰﾌﾚｰﾊﾞｰ 10 

味好２号（追加） 

みらい有機（追加） 

 ⑩銘柄誘導対策支援     ◎支払時期  令和元年 12月 

対 象 品 種 支援内容 

ちほみのり 

１俵あたり 1,500円（税込）（主食用１・２等に限る） 
つきあかり（追加） 

こしいぶき 

あきだわら 

 ⑪カントリーエレベーター利用料の値下げ（銘柄誘導対策） 

対 象 品 種 支援内容 

こしいぶき 
生籾１ｋｇあたり 一律 18円（税別） 

あきだわら 

⑫カントリーエレベーター コシヒカリ平日受入れ利用料奨励 

   平日の受入れに対し、利用料金５％の値引き。（例 水分 25％で、１ｔ約 1,000円引き） 

   ＊休日は混みあいますので、できるだけ平日のご利用をお願いします。 

⑬「農業所得申告支援システム帳表」の無償配布 

⑭コンバイン格納整備奨励 

   基本作業料金より 10％の値引き。＊早期予約をお願いします。 

⑮農業機械のコスト低減支援策 

   農繁期前に農業機械のメンテナンス講習会を実施。 

＊対象機械：田植機、トラクター、コンバイン 


