
（8）平成30年12月5日発行え　び　の

JA えびの市は、人権啓発推進事業に取り組んでいます。

『ＪＡえびの市は自己改革に取り組んでいます』
自己改革の取り組み内容と実績を紹介いたします。

背景
①政府の成⻑戦略の路線に規制改⾰が織り込まれ、⼈⼝減少や⾃由貿易の拡
⼤で国内市場が縮⼩していく中に⾜腰の強い農業を作るとして、農業・農
協改⾰へと発展しました。

②総理の諮問機関の「規制改⾰推進会議」の意⾒に基づいて、平成28年には
農協法改正が施⾏され、総合事業を⾏う協同組合の解体と⾔うべき、准組
合員の利⽤制限をチラつかせ、全国農協中央会は来年の9⽉までに⼀般社団
法⼈に組織変更していく事になりました。

③本来、協同組合は、⼒の弱い、共通の⽬的を持った⼈同⼠が⾃発的に集ま
って、出資⾦という形で⾃分たちで元⼿を出し合い、組合員となって事業
を利⽤し、組合員として運営にかかわっていく相互扶助を理念とする⺠間
の組織です。ユネスコ（国連教育科学⽂化機関）は平成28年に「共通の利
益の実現のために協同組合を組織するという思想と実践」をユネスコ無形
⽂化遺産に登録しました。協同組合の理念は世界的に認められています。

④政府の⽬指す農業の産業化には、中⼭間地における現実的な家族農業、⼩
規模的な農業経営体は置き去りになっている感じが致します。私たちは、
規制改⾰で外圧を受けるのではなく、協同組合として⾃⼰改⾰⽬標を掲げ
現状よりさらに進化していこうと取組んでいるところです。
その3本柱が農家所得の向上、農業⽣産の拡⼤、地域の活性化です。

⑤⽣産資材のコスト削減等、単協で取り組むには限界のある項⽬もあります
が、協同組合ならではのスケールメリットを求めていく為に今から5年後を
⽬標にした県域ＪＡ構想に取り組んで参ります。

★地域の農業を取り巻く環境と自己改革の目標★

私たちの目標
1. 農業者の所得増大
2. 農業生産の拡大
3. 地域の活性化

人口の減少と地域経済減退

農畜産物の

輸入ＴＰＰ・ＥＰＡ

耕作放棄地の増加農業従事者の高齢化

担い手不足

労働力不足

1.地域の農業を振興し安全・安心な国産食料の提供

2.協同組合活動を通じた組合員の幸せづくりと豊かで暮らしやすい
地域社会の実現

3.地域に必要とされる組織を目指して

4.「道の駅えびの」のファンづくりと交流人口の増加
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差別なく　笑顔あふれる　明るい社会

（１）組合員との話合い
農協事業の在り⽅や⾃⼰改⾰について話し合いました。

（2） 販売⼒強化と農業後継者の育成
★ 平成27年産の「えびの産ヒノヒカリ」で県内初の「特Ａ」を

獲得し、翌年に「宮崎特選⽶」として「みやざきブランド⽶」
に認定されました。平成30年度は、市内9か所に試験圃場を
設置し、⼟壌診断に基づく施肥量の調整や植え付け時期の試験的な分散化等を⾏っています。
また、試験展⽰圃⽣産者と関係機関との定期的な勉強会を開催し研究を進めています。

★世界の「宮崎⽜」の取り組み
平成29年開催「宮城全共」に管内から3頭が出品。
好成績を収め「宮崎⽜」ブランドに貢献しました。
共進会で得た経験を後継者づくりに⽣かしていきます。

★国の補助事業を活⽤し新規事業に取り組みました。
◎ハウス団地建設によるイチゴの産地再⽣と新規就農者の研修⽣2名を受⼊れし農業後継者と
して育成。すでに1⼈は独り⽴ちしました。
(Ｈ29.11〜Ｈ30.5⽉出荷実績 22,966㎏、23,459千円)

◎ＪＡ和⽜繁殖センターが稼働しました。
繁殖基盤の強化と育成⽜の安定供給で繁殖農家の負担軽減、及び
新規就農者トレーニー。(今年1⽉から導⼊を始め、10⽉末現在、
繁殖センター⽣産⽤素⽜157頭、妊娠⽜供給⽤素⽜98頭の計255頭
を飼育しています)今年10⽉25⽇から農家への販売を始めました。

★⼤規模経営農家の育成⽀援として、100頭規模2⼾の畜産農家の⽀援及び
20頭規模3⼾の⽜舎新設を⽀援し後継者、新規就農者育成を図りました。

★営農基盤強化⽀援対策の⼀環として新規就農者歓迎セレモニー開催。
平成28年度：3名、平成29年度：8名

★ 農業法⼈等⼤規模農業経営者⽀援として中央会との合同訪問。
(訪問実績、Ｈ28に7経営体、Ｈ29年に8経営体。Ｈ30年は9経営体へ訪問予定)

★役員による主要販売先や市場の直接訪問による販路開拓、及び年に30回程度の販売課担当によ
る商談会での販路開拓、キャベツ、ショウガなどの契約栽培等、販売強化を図りました。

★⾁⽤⽜繁殖・肥育・酪農、イチゴ・ピーマン・ゴーヤーなど、部会⽬標を数値化して取り組み
ました。(次表のとおり)

総合座談会（63か所）
3回で2,501名出席

農業を取り巻く情勢と自己改革
について （平成30年1月28日）260名出席

自己改革案の総代向け説明会
（平成28年1月12日〜14日）318名出席

和牛繁殖センター
（平成30年2月完成）

えびの市イチゴ団地
（平成29年4月完成）

全国和牛能力共進会
（平成29年9月）

農業⽣産の拡⼤と農業所得向上
⾃⼰改⾰の取り組みと実績

ゴーヤー部会目揃え会 ピーマン部会目揃え会
いちご部会総会
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肉用牛肥育

去 勢
実 績 実 績 目 標 平成30年度

到達見込みH28年度 H29年度 H30年度

常時飼養頭数 頭 1,580 1,635 1,610 1,623 

出荷頭数 頭 946 992 950 975 

出荷月例 ケ月 19.2 19.4 18.5 19.5 

枝肉重量 kg 502.6 514 500 520.0 

上物率 ％ 87.9 90.2 88.0 91.0 

枝肉価格 円 1,294 1,298 1,200 1,300 

会員 人 13 13 13 14 

酪農

牛 乳
実 績 実 績 目 標 平成30年度

到達見込みH28年度 H29年度 H30年度

経産牛平均乳量 kg 8,498 8,337 8,400 8,450 

乳脂率 ％ 3.92 4.00 3.90 3.90 

無脂固形率 ％ 8.82 8.80 8.80 8.80 

体細胞率 ％ 26 27 20 28 

会員 人 11 11 11 11 

イチゴ

促 成
実 績 実 績 目 標 平成30年度

到達見込みH28年度 H29年度 H30年度

作付面積 a 35,172 32,000 45,000 30,000 

10a当り収量 kg 2,090 2,200 3,500 3,500 

A品率 ％ 98 94 98 94 

会員 人 29 22 23 23 

ピーマン

雨よけ
実 績 実 績 目 標 平成30年度

到達見込みH28年度 H29年度 H30年度

作付面積 a 36,000 36,000 42,000 31,700 

10a当り収量 kg 2,721 4,566 7,000 5,000 

A品率 ％ 84 83 90 83 

会員 人 28 29 26 25 

ゴーヤー

露 地
実 績 実 績 目 標 平成30年度

到達見込みH28年度 H29年度 H30年度

作付面積 a 26,000 26,000 33,000 31,000 

10a当り収量 kg 2,551 2,617 3,000 2,600 

A品率 ％ 94 96.6 90 90 

会員 人 15 18 21 21 

「所得アップGO!GO!テン」運動の部会取組み目標と到達見込
み （単位:：頭、千円、㎏、㎡、％、⼈）

肉用牛繁殖

子 牛
実 績 実 績 目 標 平成30年度

到達見込みH28年度 H29年度 H30年度

常時母牛頭数 頭 3,529 3,559 3,600 3,800 

出荷頭数 頭 2,604 2,703 2,845 2,700 

分娩間隔 日 413 414 395 412 

出荷日齢 日 281.1 282 265 280 

出荷体重 kg 302 306 285 290 

子牛価格 千円 772 752 650 700 

会員 人 365 345 325 315 
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（１）低コスト農業の確⽴
★⽣産技術講習会、⽬揃え会、現地講習会、⼟壌分析、残留農薬分析の実施状況

★⽔稲の⽣育環境の把握や刈取適期の判断を⾏うため、市内6ヶ所に⽔⽥センサーを設置して⽔深・
⽔温等を計測し、精度の⾼い圃場データーを⽣産者へ提供することで⾼温障害の対策や労⼒軽減
業につながっています。

★中央会と連携し、市内法⼈経営体へインドネシアからの実習⽣3名を斡旋しました。

(2)耕作放棄地の解消と ㈱JAアグリランド⽥の神さぁによる農業⽀援
★アグリランドの規模拡⼤や農地専任職員による農地利⽤集積円滑化事業を活⽤した耕作放棄地の
解消、担い⼿への農地集積の推進を⾏いました。

【アグリランド 受 託 ⾯ 積】平成26年度 22.4ha ⇒ 平成29年度 30.0ha
【 〃 主要作業受託⾯積】平成28年度 180.6ha ⇒ 平成29年度 190.7ha
今後も益々需要が⾼まってくると予想されます。

（3）⽣産資材価格の低減
★市場調査の状況 ⇒ 平成２８年度３回 平成２９年度４回 実施しました。
他店より価格が⾼いものについては、すぐに品質調査や価格の低減につながる対策を経済連に要請
しました。⼤量仕⼊れによる特売会も回数を増やして実施しました。

★組合員の労⼒軽減や経費削減につながるようにコンテナ単位での⼤⼝仕⼊れによる乾牧草即売会の
実施やフレコン肥料･ＴＭＲ飼料の普及拡⼤に努めました。

★飼料の銘柄集約によるコスト削減（⼦⽜⽤⇒１銘柄、肥育⽤⇒３銘柄、養豚⽤⇒３銘柄）

★ＢＢ肥料・⾼度化成肥料の銘柄集約による価格低減やジェネリック農薬の普及拡⼤(6品⽬)による
価格低減を図りました。新みやざき⽔稲２８４⇒１８％、ＢＢ新追肥１号⇒１８％の価格低減!!
【ジェネリック農薬の取扱い】
「殺⾍剤」ジェイエース粒剤、ジェイエース⽔溶剤
「殺菌剤」ペンコセブ⽔和剤、ペンコセブフロアーブル⽔和剤
「除草剤」コンパカーレール液剤、クサクリーン液剤

★継続的な購買事業利⽤ポイント戻しによる奨励措置を講じました。(平成29年度は794万円）

★経済連の肥料早期引取りで⼀括仕⼊を⾏い、⼀元配送を実施しましたが、配送距離、時間等の関係
から今のところ2か所のグリンセンターからの配送としています。

★年2回の農機具等の展⽰会や産業祭でレンタル事業の周知を⾏い、⽣産コストの低減に努めました。
（レンタル貸出件数 平成28年：32件 平成29年：49件）

また、倉庫などに眠っている不要な農機具を必要とされる農家へ斡旋しました。
（平成28年27件、29年25件)

品 名 平成28年度 平成29年度

オーツヘイ 271トン 292トン

フレコン肥料 223トン 225トン

ＴＭＲ飼料 1,515トン 1,538トン

低コスト農業確⽴ 平成26年度 平成29年度

⼟壌分析 171回 211回

⽣産術講習会 50回 60回

道の駅物産館の野菜
類の残留農薬検査 36回 36回

集荷場出荷物等の残留農薬検査 195点 稲作現地講習会
営農指導員交流大会
九州大会（内村技師）

低コスト農業の確⽴と⽣産資材の低減



（12）平成30年12月5日発行え　び　の

JA えびの市は、人権啓発推進事業に取り組んでいます。

（１）農を基軸とした地域の活性化に向けて
★⾃然に感謝！地域の皆さまに感謝！産業⽂化祭や
夏祭りなどの開催で交流を図りました。

★「道の駅えびの物産館」を拠点とする地域農業の振興
と、⽉に１回ペースでのイベント開催で交流⼈⼝の増
加を図りました。平成29年度の来場者は平成26年の
1年間と⽐較して約2割増加し、63万⼈を超えました。
売り上げも約5割増えました。

（２）「⾷」「農」「協同組合」の地域住⺠理解の醸成と貢献活動
★ＪＡ⻘年部による⾷育活動。

お⽶学習教室（3⼩学校で⽥植え、稲刈り、収穫祭）及び⻘年部員の
農業現場で⼩学⽣が農業学習をしました。

★ＪＡ⼥性部によるボランティア活動
介護施設への慰問、15回/年の実施や京町温泉マラソン⼤会での
炊き出しなどの地域貢献活動をしました。
また、「南九州駅伝競⾛⼤会」では市内から唯⼀の「道の駅

えびの」がスポンサーのチーム「道の駅えびの」が出場しました。

★『知ってほしいＪＡえびの市の事』をテーマに、ＪＡの組織や事業の紹介、正組合加⼊の
メリット、准組合員の意義について「ＪＡ活⽤術帳」保存版を作成し、農協法改正の解説
といっしょにＪＡ広報で⾃治会の全世帯に回覧周知しました。

★硫⻩⼭の噴⽕に伴い、⽔稲作付断念を強いられた皆さまに早期復興を願って⼼ばかりの⾒舞⾦を
⽀出しました。正組合員には、農⺠連盟からの⽀援もありました。

★共済事業では、交通事故防⽌のため、えびの市の中学⽣に対して夜間反射タスキの寄贈ならびに、
交通安全横断旗１００本をえびの地区交通安全協会へ寄贈致しました。また、当ＪＡの交通事故
処理では、顧客が困った時の迅速で懇切な対応を⼼がけており、平成２９年度における顧客総合
満⾜度が９７％と全国２2６ＪＡ中、３２位という⾼い評価をいただきました。

★信⽤事業では、親切な窓⼝の顧客応対と⾦融知識を⾼めるために毎年、窓⼝応対コンクールに出
場し 県下でも上位にランクインしています。また、給油所の応対技術を⾼めるために「県下61給
油所チームで 競われる「ドライブウェイサービス研究⼤会」で優秀賞を獲得しました。

300万人達成

記念セレモニー
（平成30年4月）

南九州駅伝競走大会で
の女性部炊き出し

年金友の会グランドゴルフ大会

南九州駅伝競走大会
「道の駅チーム」出場

（平成30年2月）

ドライブウェイ研究会県大会で優秀賞

青年部活動
おじちゃんと語る会 女性部 認知症サポーター研修会

日頃の感謝を込めて、
田の神さぁの里産業文
化祭を開催

地域に必要とされる組織として

窓口応対コンクール県大会
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あたたかい　言葉のシャワーで　えがおさく
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第３回目の講座は「がん検診」について、
市役所の田村保健師さんに講話をお願
いしました。
早期発見、早期治療の重要性を再認識し
ました。

第３回女性大学「ゆめ講座」
１１月１３日（火）

レクレーション大会
10月29日（月）

田の神さぁの里産業文化祭　11月17日（土）・18日（日）

ほおずき通信
（JA女性部通信）

◆お問い合わせ◆
生活課　33－5743

長江川の復興を祈
願して、女性部員
の永田ミヤ子さん
が手作り

◎ちょ
っと

○
まる ○

まる
なはな

し

合併40周年を迎えて、女性部でも何かやろうとレクレーション
を企画しました。
総勢98名の方が参加してくださり、珍プレー好プレーありの楽
しい時間を過ごしました。

飯野高校生とのコラボ。
今年もおいしい「おこわ」と「マフィン」が
できました。

何
人
の
っ
ど
か
い
！
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「関係ない」　そう思わずに　勇気を出そう

むかご入り山芋グラタン
☆ 材　料 ☆
にんじん・・・１～２本　　しいたけ・・・・・３枚
砂糖・・・・・・１０ｇ　　しょうゆ・・・大さじ１
塩コショウ・・・・少々　　豆腐・・・・・１５０ｇ
山芋・・・・・１００ｇ　　卵・・・・・・・・１個
白だし・・・・・５ｍｌ　　ネギ・・・・・・・適量
むかご・・・・・・適量

☆　作り方　☆
①にんじん・しいたけを細切りにして、フライパンで炒め砂糖、しょうゆを加えて味をつける。
②具材に火が通ったら、豆腐を崩し入れて炒め、軽く塩コショウを振って味を調える。
③すりおろした山芋と卵、白だしを混ぜ合わせたものを、②のフライパンに流し入れ、蓋をして蒸

し焼きにする。
④表面が固まったら、塩ゆでしたむかごと、小口切りにしたネギを散らしてできあがり。
　お好みでかつお節をかけても。

お米学習教室で
飯野小・高校と稲刈り体験

　ＪＡ青年部は、１０月３０日に飯野小学校の５年生、
飯野高校の生活文化科の生徒と一緒に稲刈りを行いま
した。
　今回収穫したのは６月２５日に植えたヒノヒカリ
で、児童らは青年部員らに鎌の使い方や足踏み式脱穀
機の使い方を教わりながら、稲刈り、脱穀をし、唐箕

（とうみ）を使って籾の選別をしました。
　児童らが収穫した米は、１１月１７日に開催した「え
びの市 米・食味コンクール」に出品され、見事最優
秀賞に選ばれました。また、飯野高校生たちがこのお
米を使っておこわとシフォンケーキを作り、女性部と
一緒に田の神さぁの里産業文化祭で販売しました。

おいしいヒノヒカリを
いただきました

　１１月１９日、真幸小学校の５年生が、自分たち
で田植えをし、収穫したヒノヒカリを使ってごはん
を作りました。作ったごはんは、お米学習教室で一
緒に田植えや稲刈りをした青年部や女性部、ＪＡ職
員を招待して振る舞いました。
　真幸小学校の大溝威於くんは「田植えのときにバ
ランスが取れずよろけたりして難しかったのが思い
出に残っている。おいしくできてよかった」と感想
を話しました。青年部の黒江弘樹部長は「ごはんも
お味噌汁もとてもおいしかった。お米学習教室を通
じて、食べ物を残さず食べようという気になってく
れたらうれしい」とお礼を述べました。


