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人はみな　ちがっているから　おもしろい

JA活用術帳
JA をもっと知って徳、得しよう！

　　　

お答えします色んなご質問…

　Q JA って何をするとこ　？

　Q 正組合員の資格って何　？

　Q だれでも准組合員になれるの？

　Q 組合に入ってなくても利用できる？

　Q 規制改革とやらでどうなっていくの？

　　　　ＪＡは、皆さまのご期待にお応えします…

保存用

WELCOME TO
JA-EBINOSHI

JA に加入すっと
色んな特典があっど
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知ってほしい｢JAえびの市｣のこと。
1. JAって何？
　JAとは

　Japan Agricultural Co-operatives　つまり、日本の農業協同組合（農協）という意味で、ＪＡは最初の２つ
の頭文字をとったものです。平成4年から、より多くの人に親しんでもらうために、ＪＡというニックネーム
（愛称）がつきました。
　農業協同組合法に基づいて設立された農民による自主的共同組織です。監督官庁は農水省、宮崎県です。定
期的に県の常例検査や全国監査機構の監査が入ります。総代会において、正組合員が1人1票という平等の票決
権を行使して、事業方針や予算・決算の承認、および剰余金の処分などを決定します。剰余金は法定で決めら
れた積立金や、出資配当金に充てられます。

2. JAって何をするところ？
（1）JAえびの市の基本理念は、
　「私たちは、相互扶助の理念の基、協同活動を通じて農業者の幸せづくりと豊かな地域社会の発展に努めます」
　…

（2）また、経営理念も4項目ほどありますが、簡単にまとめると、
　「農を基軸に人と人とのつながりを大切にし、地域との共生によって心豊かに安心して暮らせる地域社会の
実現を図ります。安全安心な食料の供給と農家の所得向上を目指し、誠意と感謝をもって地域になくてはなら
ないそして地域に信頼され貢献できる組織を目指します。」
　私たちは、経営理念を心に刻み実行する為に、毎日、朝礼で唱和しています。

（3）JA、4つの事業と指導事業の紹介
指導事業…ＪＡえびの市の組合員を対象にえびの市の農業の確立と安全・安心な農畜産物生産のために必要な

技術指導を基本に経営管理のお手伝いや税務申告のお手伝いをいたします。
　JA事業の第一義であるこの部門に、年間約2億円の経費が必要ですが、組合員や地域の方々がJA
事業を利用いただいた結果、総合事業で得た収益でこれを賄っています。

販売事業…組合員の生産した農産物を、主に経済連を通じて県内外の市場に出荷しています。経済連大阪営業
所にも職員を派遣しています。最近は、マーケットとの直接取引や値決め販売も増えてきました。
ＪＡグループ一体となった共同販売で1円でも高く販売できるように努力しています。

購買事業…飼料、肥料、農薬、生産資材、農機具、自動車、燃料販売などの取扱を致します。組合員から捉え
た言葉で「購買事業」と呼ばれています。JAグループ一体となった共同購入のメリットをJA利用者
に還元できるように努力しています。
〔組合員には、毎年年度末に、利用高に応じて合計で800万円余りのポイント戻しをしております〕

信用事業…貯金はどなた様でもご利用いただけます。《JAの貯金は貯金保険制度(公的制度)+相互援助制度(破
綻未然防止システム)で守られています》
　ご融資については、組合員加入をお願いすることになります。融資を受けられる資格種類や、組
合加入手続きについては、次頁でご説明いたします。
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共済事業…ひと、いえ、くるまの総合保障を取り扱っています。専門の知識を積んだ専任担当（LA=ライフア
ドバイザー）を各支店に配置しておりますのでお気軽に声をお掛けください。

 

　ＪＡは組合員の自主的組織ですが、JAの事業はどなた様でもご利用いただけます（一部を除きま
す）。お気軽にご来店ください。
　ＪＡは、これからも「地域になくてはならない組織」と言われるように努力してまいります。

3. どうやったら組合員になれるの？
　　組合員の資格と加入方法は次の通りです（法人については窓口でお尋ねください）

正 組合員 准 組合員

資格

☞１０アール以上の土地を耕作する農業を営む

個人であって、その住所又はその経営に係る

土地又は施設がこの組合の地区内にある人。

☞１年のうち９０日以上農業に従事する個人

であって、その住所又はその従事する農業に

係る土地又は施設がこの組合の地区内にある

人。

☞1戸複数正組合員のお勧め

　経営主の他に後継者や女性の正組合員加入も

推進しています。正組合員になって意見を事

業に反映させましょう。

☞えびの市の地区内に住所を有する個人でこの

組合の事業を利用することが適当と認められ

る人。

☞市外に住んでいても、えびの市内に勤務する

個人であってＪＡえびの市との取引（貯金関

係や共済、生活資材の供給など）が１年以上

継続しており、引き続きこの組合の事業を利

用することが適当であると認められる人。

加入の

手続き

組合の経営の基盤となる自己資本勘定となるた

め、出資金は基本的に39,000円をお願いして

います。その他に家畜割、反別割等の加算金

のご協力をお願いする場合があります。

各支店の「組合員係り窓口」で受付いたしま

す。出資金は基本的に1,000円をお願いしてい

ます。融資額に応じた機会出資のご協力をお

願いする場合があります。

※身分証明になるものやご印鑑をご持参の上、各支店の「組合員係り窓口」でお手続きください。詳しくは窓口で

ご説明いたします。

※正組合員の資格のある人は、正組合員にはなれても准組合員にはなれません。

※出資１口は500円単位で、最高受入れ出資限度は250万円です。毎年、決算状況に応じて出資配当を行っており

ます。（平成26年度・27年度は0.7％の配当でした…因みにこの時の1年定期の利率が0.025％でした）
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主要な営農部門を簡単に紹介します
（紙面の関係上一部の部門のみ）

1. 米部門
“「えびの産ひのひかり」をサンプル米として「特Ａ産地」を獲得いたしました。”
日本穀物検定協会が主催する「平成27年産米の食味ランキング」で宮崎県霧島地区ヒノヒカリとして宮崎県で初め
て「特Ａ産地」の指定をいただきました。永年の食味コンクール等を経て作り上げたＪＡ稲作振興会の皆さんの永
年の努力の賜物です。県外にも胸を張って売り込みしていきます。このお米は、玄米で年間を通して低温倉庫で保
存しており、販売の都度、JAの精米工場で今摺り米として出庫しています。
「田の神さぁマーク」の入った「特Ａ産地シール」はＪＡえびの市で取り扱っている「えびの産ひのひかり」だけ
です。味は保証付き、安心してご贈答などにもご利用ください。

　 

2. 宮崎牛
宮崎牛とは「県内生まれの県内育ち」（2015年4月からの新定義）の黒毛和種で肉質等級4等級以上の牛肉のことで
す。和牛のオリンピックと言われている5年に1回開催の「全国和牛能力共進会」（前回は2014年10月長崎で開催）
で宮崎牛が日本一に輝きました。口蹄疫終息から2年余りというハンディを乗り越え史上初の連続日本一を獲得し
ました。その中にえびの市の牛（坂元一貴氏）も含まれていることは記憶に新しいところです。えびの市では熱心
な和牛生産者と技術の高い肥育農家の連携によって肉質の良い和牛の生産をしています。「道の駅えびの」やＡ
コープで販売しています。お客様のおもてなしや県外の人にも自信を持って贈答していただけます。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　

３. 安全安心な農産物生産に取り組んでいます。
例えばえびのの「ピーマン」は市場から柔らかくて甘みがあると大変好評ですが、現在、特別栽培農産物（各地域
で慣行的に行っている節減対象農薬および化学肥料の使用状況に比べて、節減対象農薬の使用回数が50％以下、化
学肥料の窒素成分量が50％以下で栽培した農産物）として力をいれています。
　ゴーヤーは経済連認証特別栽培の取組みをしております。
　販売先は経済連を通して兵庫県の神果神戸青果や東京青果等を中心に出荷しています。また、イオンなど大手量
販店への売り込みや契約販売による値決め取引も拡大しております。
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JAでは、こういう取り組みもしています
１．平成27年度は、県下ＪＡグループで地域応援型定期貯金「ひむか」を発売し、実績は744億円で

ありました。これに対する0.01％金利相当の8,697千円をＪＡグループから支出し、県内8か所の県
農業改良普及センターに車両を１台ずつ（計８台）を寄贈しました。

２．毎年、ＪＡの自動車共済、自賠責共済の収益の中からえびの市内の中学生に対し、夜間反射タスキ
を寄贈しています。また、県下で中学生を対象に自転車交通安全教室の開催や、過去には、カーブミ
ラー、救急自動車、防犯パトロールカー、交通安全指導車等を寄贈しています。平成２８年度は本県
農業の担い手育成を強化しようと県内の農業系高校８校に１００万円ずつ寄贈しました。その他ケン
カの小学生を対象に、バレーやサッカーの大会も開催しています。　　　　　　　　　

3．婚活事業
　　市内の独身男女の出会いの場、「JAさわやかパーティ」を毎年、開催しています。
　　ご希望の方は、ぜひご参加ください。　　お問合わせ先　33-3107担い手支援課
4.  認知症サポーターの養成
　　全国では、2025年に認知症患者が700万人になると言われています。65歳以上の高齢者のなんと

5人に1人という割合です。当JAでは、これまでJA女性部で取組んでいた認知症サポーターの養成を
職員にまで広げ、地域に出向くことが多い職員による地域の見守り活動を始めました。

5.　子供たちの学校給食に「えびの産の米」を食べてもらおうと市と同額の助成をしています。

JAのお得な情報
1.組合員のメリット　（一例です。他にもたくさんの特典があります。）

項　目 正組合員 准組合員 員　外

水稲栽培講習会 3回程度/年、現地での水稲栽培講習

水稲苗

（稚苗1箱あたり）
苗箱550円（税込） 苗箱550円（税込） 苗箱658円（税込）

水稲農薬散布

(無人ヘリ)

稲作振興会会員

3,400円/10ａ
3,500円/10ａ 3,500円/10ａ

農業機械

クラブ会員

農機具修理工賃の10％を

割引します。（ＪＡ購入物

件は20％引き）また、自

動車の車検の工賃は5％引

きです。(年会費1千円)

同左。正組合員外でも年会費1千円で会員になれます。

（総会記念品で半分程度はお返ししています）経済連

主催の県下農機フェアなどに参加できます（バス無料

招待）

農機燃料課　33−5604

農業機械修理

農業機械の修理ならJAの専門スタッフにお任せください。サービスカーで庭先まで

修理に伺います。（量販店等の扱いの一部機械で部品が外国産の物等、修理不可能

な場合もありますのでご了承ください）　　　　　　　　  農機燃料課　33−5604
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 自動車事故処理

“事故処理、困ったときはＪＡにお任せください”

ＪＡでは、自動車の販売から修理、車検のほか、共済の契約、事故処理まで一連し

てお取扱いします。ＪＡの自動車共済契約者の方については、年中無休の自動車事

故対応をしています。（営業時間外はフリーダイヤル対応）。皆さまの身になっ

て、事故処理専門員が懇切丁寧な対応を心がけます。

共済課　33−3105

　項 目 正組合員 准組合員 員 外

 がん検診等　　

市主催の集団検診（乳がん、胃がん、子宮がん、肺がん）に参加する人でＪＡ共済

に加入している人は500円の助成をしますので、2千円の自己負担で受診できます。

さらに女性部会員には、別途1千円の助成があります。その他、ＪＡ主催の脳ドッ

ク、大腸がん検診にも参加できます。　　　　　　　　　　　  生活課　33−5743

相続相談

農地、財産など相続問題でお悩みの方はＪＡでご相談に応じています。（無料）専

門的なものは専門家へのお繋ぎもいたします。奇数月の最終水曜日、場所はＪＡ本

支店。予約が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　  審査課　33−3107

農業専門部会

稲作、和牛、ピーマン部会

等２７部会があり、専門的

な研修会、勉強会が開催さ

れています。

より良質な農畜産物生産を

目指しています。

ＪＡ女性部の魅力

ＪＡ女性部は、市内在住の女性であればどなたでも加入できます。次のような活動
を行っており、特典もいっぱいです。加入金は無料、年会費７２０円です。
（部員数は、平成27年度末で497名）
1. 趣味講座　日本舞踊、フラダンス、大正琴、書道、クラフト教室などに参加でき

ます。（参加料は1回に300円程度です）　
2.本店前の「生活館　夢工房」で自家製の味噌作りができます。味噌加工品は「道

の駅えびの」の物産館にも出品しています。　
3.認知症サポーターを養成しています。また、ボランティアで介護老人施設を年に

10回程度慰問して大変好評をいただいています。
4.ＪＡ青年部と協力して手作りの夏祭りや子供たちへの食育に取り組んでいます。

また、「さのぼり交流会」「家の光大会」「運動会」など人との出会い、つなが
りを最も大事にしています。

5. 「信頼のＡコープマーク品」などの共同購入活動を行っています。（女性部員に
は、3％の戻しもあります）。

夜間休日現場急行サービス ⇒ フリーダイヤル 0120−258−931
（平日：17時～23時、土日祝日：8時～23時）

その他、外出先でのパンクや、バッテリーがあがって車が動かないときなど

は、レッカー・ロードサービスが無料で受けられます。

フリーダイヤル　0120−063−931
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ＪＡ青年部の魅力

市内にお住まいのおおむね45歳までの農業従事する青年であれば加入できます。次

のような活動を行っています。（部員数は、平成27年度末で62名）

1.畜産・農産園芸・食育専門部会で農業技術の研究や農業経営の改善などの勉強。

2.協同活動の意義や部員の教育・知識の向上。

3.子供たちへの食育活動（農家のおじちゃんと語る会など）を通じて食の大切さを

広めています。毎年、小学校と農業の現場で講義を行っています。子供たちは目

を輝かせて農業に興味津々です。

4.なによりも、農業という職業の後継者、経営者として、新しい時代の農業経営を

確立し国民に安全・安心な食料の安定的供給をするという誇りと思いが強い。

営農口座（貸越）の

便利な活用方法

生産物が出荷するまで必要

な生産資材をこの口座で購

入できます（保証人不要）

通帳データは、確定申告の

経費明細に使えます。（金

利や保証料率等については

各支店窓口にお尋ねくださ

い）

　項　目 正組合員 准組合員 員　外

総合口座の便利な

活用方法

総合口座に定期貯金をセットしておくと、普通貯金の残高がなくなっても自動的に

貸し越しします。金利は貸し越し分の期間計算で、セット定期貯金金利のわずかプ

ラス0.5％です。公共料金や自動車共済の掛け金など、自動引き落としができなかっ

たとき等とても便利です。

ＪＡのご融資

農業関係の補助事業や制度

資金、ＪＡ独自の資金（一

部の資金では利率の軽減措

置もあります）など、なん

でもご相談に応じます。

准組合員に加入いただくこ

とで住宅ローンや生活関連

資金など各種のご融資相談

に応じます。お気軽にご相

談ください。

員外の方へのご融資は、貯

金や共済積立金を担保にご

融資しています

・保証人の不要な資金もありますので窓口にお気軽にお尋ねください

・平日にご来店ができない方のため、毎月第2・第3日曜日に年金とローンの相談

会々場をJA本店に設けています。

ＪＡの「ＡＴＭ」なら市内

午後7時まで利用できます

当ＪＡではＡＴＭ（現金自動預け払い機）を市内4か所（本店、各支店）に設置して

います。取扱時間は、8時45分から（営業日以外は午前9時から）午後7時（市外は

短縮のところもあり）までです。ＪＡ間は県内外全て手数料無料です。全国のセブ

ン銀行、ローソンでのお取引は午後11時までご利用できます。

（ただし平日の18時以降と土曜日の午後2時以降および日曜・祝日などは1回に108

円～216円の手数料がかかります）

（銀行系との取引は平日でも手数料がかかります）
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燃料が安くなる便利な

「ＪＡカード」

ＪＡカード（NICOS、VISA提携）をご利用ください。ＪＡ給油所店頭価格（ガソ

リン・軽油）より2円引き（決済時）でご購入いただけます。

（カードはどなた様も作れますが、作成には一部制限がありますので各支店貯金窓

口にお尋ねください）

確定申告の

お手伝い

現在は、白色の申告でも領収書などを揃えたり色んな

準備が必要です。農業関係の資材購入に「営農口座」

を利用していると、一発で年間の明細を取ることがで

きます。

青色申告は特別控除が受けられ、また会員になると専

門員が申告のお手伝いをいたします。電算会員ならさ

らに申告時の手続きが簡単になります

一般会員年会費18,000円、電算会員は23,000円です。

詳しくはＪＡ担い手支援課　33−5758へ

夕食宅配

（ＪＡ斡旋）

管理栄養士により、カロリー計算がされ、栄養バラン

スのとれた夕食宅配をしています。

お問い合わせはＪＡ生活課　33−5743

家庭常備薬

（ＪＡ斡旋）

昔は「富山の薬」（十字マークの薬箱）なるものが各

家庭に常備薬として置かれていたものですが…経済連

の関連会社で常備薬の取り扱いをしています。前もっ

て契約し薬箱の設置をさせてもらって必要な薬を使っ

た分だけ定期的に口座引落しもしくは現金払いという

仕組みのものです。夜中に薬が必要な時等、とても便

利です。

お問い合わせは、㈱ビブレアール宮崎、クミアイ家庭

薬えびの担当（090-9790-3805）、または、ＪＡの生

活課33-5743まで。

ＪＡへのご意見・ご要望

正組合員の方々については、毎年、地域ごとに座談会を開催し、ＪＡ事業の説明を

行い、ご意見やご要望をいただいております。また、総代（500人）の方々へは、

毎年研修会への参加を呼びかけています。寄せられたご意見等は理事会に付議し、

事業へ反映できるものは取り入れ、ＪＡが反省すべきものは役職員に周知して改善

につなげております。それ以外のご意見については、個別での取り扱いをさせてい

ただいています。
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差別なく　笑顔あふれる　明るい社会

「道の駅えびの」
　「道の駅えびの」は、えびの市が平成25年3月に建設したものですが、5者運営協議会（市、商工会、観光協会、
物産振興会、ＪＡ）で話し合いの結果、ＪＡが指定管理者に申し出て、市から指定を受けて運営しています。年間
50万人を超える来客があり、人の交流の場、えびの市の情報発信基地となっています。
出品者である「えびの市特産品出荷者協議会」の会員は平成27年度末現在で294名です。えびの市の特産品の一つ
であるきんかんを使った「きんかんソフトクリーム」、「きんかん饅頭」や、地元の農産物を使用したバイキング
レストランは大変好評です。
　道の駅の物産館に出荷している農産物については、ＪＡの技術員が特に次の事を重点的に栽培講習・作付指導し
ています。

（1）生産履歴提出
　平成１３年の BSE 発生、翌年の食品偽装、輸入野菜への農薬残留、無登録農薬問題など、消費者の食の安全
性への信頼がゆらぐなか、JA グループは平成１４年に「食の安全・安心確保に向けたJA グループの取組み方
針」を決定し、「生産履歴記帳運動」に取り組んでいます。「道の駅えびの」取扱の出荷物についても特に厳
しい管理をしています。
生産履歴記帳運動とは、
①適切な生産基準（栽培計画）を設定し、　　　　　　　　　　
②生産基準に基づいた生産管理・記帳を実施し、
③生産基準ごとに、できた農産物を分別管理し、
④生産に関する情報を取引先や消費者に開示していく

（2）物産館に出荷される野菜等の農業生産物は、残留農薬検査を月に2回程度、無作為に抜き取り専門機関で検査
しています。もし検査で不適切な取り扱いが指摘された場合は、出荷停止などの厳しい措置をとることになっ
ています。

　
　このように安全・安心で朝どれの新鮮な野菜を陳列していることや地元の食材を使ったバイキングレストランが
「信頼される道の駅」として人気が高まり、専門の調査機関が行う「道の駅ランキング」でも上位に入っていま
す。

Ｑ　誰でも会員になれるの？
Ａ　市内に住所を有する人、またはＪＡえびの市の組合員（正・准）であり、運営の方針および協議会

の目的に賛同される方は会員になることができます。個人の場合で加入金が3,000円、年会費2,000

円です。取扱手数料については、事務局にお問い合わせください。
道の駅えびの　35−3338

☞　道の駅には、宮崎交通バスが1日8回程度、発着しています(小林〜京町)



こんなお悩みやご質問にお応えします。
Ｑ　「もう歳とったから田んぼ仕事ができんごっなった〜荒らすいわけもいかんしー　誰か、

うちの田んぼを作ってくれんかな〜」
Ａ　ＪＡでは、「農地中間管理機構」（地域ぐるみで農地の集約化、効率化を図っていこうとする国の制度）事業
を活用し、行政と連携して農地の賃貸借のお手伝いをさせてもらっています。専任の担当者がおりますのでお気軽
にご相談ください。また、農作業受託については、ＪＡの子会社でお引き受けいたします。　

担い手支援課　33−5758

Ｑ　年金をもらう年齢になってきた〜。年金機構から訳がわからん通知がきた〜。
Ａ　ＪＡにお任せください。国民年金から厚生年金までＪＡの専門スタッフがお応えします。必要あれば、ご自宅

までお伺いしご説明いたします。（専門的な細かい部分は日本年金機構に問い合わせながら回答する場合もあり
ます）
　また、ＪＡの「年金友の会」（加入金0円）に加入すると、旅行や演芸のお楽しみに加え、グラウンドゴル
フ、ゲートボール、ゴルフ大会があります。県大会もあるので夢や目標が膨らみ、人との交流、健康や生き甲斐
につながります。年金友の会の会員数は4,097名です。(平成28年3月末現在) 
　（平日以外のご相談については、毎月、第2・第3の日曜日にＪＡ本店に担当者が待機していますのでお電話
ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金融課　33−3103

Ｑ　農業を新規で始めたいがどうすればいい？　ＪＡの支援体制はどうなっているのかな〜？
Ａ　まず、担い手支援課の新規就農担当にご相談ください。就農時の施設や運転資金に使える補助事業、制度資金

のご案内、組合加入、資材供給、専門部会加入、経営支援、税務申告までの手順をご説明します。
　　畜産であれば畜産課の、園芸関係であれば農産園芸課の指導員が、営農についての専門的な技術指導や経営の

進捗管理などのお手伝いをいたします。
　　また、資金的なものは各支店の融資係りで国や県の農業制度資金およびJAの営農資金などをご案内いたしま

す。
　　ＪＡでは、農業の担い手を募集し育成していく計画です。平成29年に補助事業を活用したハウス団地を建設

し、新規就農者を募集します。また、畜産では、高齢化と後継者不足で和牛の飼養頭数が減っていく現状にあり
ますが、導入牛や、畜舎をリース方式で活用できる制度等を利用し、増頭運動を展開しています。

Ｑ　農協改革でＪＡは、どう変わるの？　
Ａ　平成28年4月に改正農協法が施行されました。今後5年間を農協改革集中推進期間と位置付けて自己改革を進

めてまいります。
　当ＪＡの自己改革案につきましては、平成28年1月開催のＪＡ総代（500名）研修会で説明いたしました。
　法改正はおおまかには、①経営目的が、農業所得の増大に最大限の努力をし、農家所得の向上を図る。②全国中

央会を一般社団法人に移行し、全中監査の義務付けを廃止し、代わって公認会計士監査を義務付ける。③全農は
その選択により株式会社に組織変更ができる。などです。したがって、次の事に取り組みいたします。
１．農業者の協同組織という原点を踏まえ、農業者と力を合わせて農畜産物の生産の拡大に力を入れ、農業者

の所得増大を図ります。また、これからの農業を担う新規就農者の募集や農業後継者の育成にも力を入れて
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いきます。
２．「食と農を基軸として地域に根差した協同組合」、「持続可能な農業と豊かで暮らしやすい地域社会作

り」の確立および地域の活性化に取り組みます。
３．生産資材の価格引き下げや、共同購入、販売のメリットを最大限還元する努力をします。

※改正農協法および自己改革の概要を平成28年5月号のＪＡ広報に掲載していますのでご覧ください。また、農協法改正の解説
についても６月号からシリーズで掲載しております。

※協同組合の意義を認めず企業意識に偏った改革断行でしたが、ＪＡグループは地域住民や消費者に対する日ごろからの農業
や協同組合についての情報提供が不足し、農業の理解者および応援団になってもらう努力をしてこなかったという反省もし
ています。しかし、農家所得の増大に真剣に取り組み、地域の農業を守ろうと努力してきたのはJAだと自負しています。こ
れからもその願いは変わりません。

※地域活性化への貢献という意味から、私たちは、すぐ取り組めるところから始めます。例えば「道の駅えびの」のさらなる
活性化で人との交流をさらに深めます。収穫の喜びや感謝の意味で行っている産業文化祭や、ＪＡ主催のスポーツ大会など
に積極的な参加の呼びかけを行い、農業と消費者とのつながり、協同組合活動の理解促進や地域とのつながりを大事にして
生活のライフラインを支え「活力あるまちづくり」の一役を担いたいと思っています。

最後に【子会社のご案内】です。
ＪＡの子会社は、2つあります。

1つは、【㈱アグリランド田の神さぁ】
　ＪＡの子会社である「㈱アグリランド田の神さぁ」は、あなたの田畑を借り受けて作物を作ったり、農作業
を引き受けたりします。作業委託などご遠慮なくお尋ねください。（田んぼ関連作業や飼料作の収穫作業など
の農作業をお引き受けします）　　　　　　　　　　　　　　　　　  ㈱アグリランド田の神さぁ　33−0111

もう1つは【ＪＡ葬祭】
　人生の終焉を厳かに迎えそして、立派に送ってやりたい。身近に起こるご葬儀、誰でもいつも不安に思って
います。「何をどのように手続きすればいいのだろう？」「葬儀の費用ってどのくらいかかるんだろう？」…
　ご安心ください。ＪＡでは、組合員はもちろん員外の方でも親身になって対応いたします。もしものとき
は、まずお電話ください。24時間体勢で待機しております。事前のご相談や見学会にも応じています。
　ただいま、プリエール会員を募集しています。わずかな入会料で割引特典を受けられます。
　私たちは地元になくてはならない組織、組合員や地域の方々が困った時に頼りになる組織体を目指していま
す。懇切丁寧な対応をお約束いたします。　　　　  　㈱ジェイエイえびの市葬祭　（加久藤斎場　35-0727）

結び
　ＪＡは正組合員に重点を置いて農協運動の展開をしていくことは言うまでもありませんが、准組合員も当ＪＡの
組合員です。また、それ以外の地域の方々は、農業を支える消費者であり、農業の応援団だと思っています。農業
とはなにかしらのご縁のある方々だから、私たちのかけがえのないパートナーです。したがって、私たちは地域に
貢献できる組織でありたいと思います。次代に地域農業を繋ぐ使命を感じています。だから協同の輪をもっともっ
と広めていきたいと願っています。

“JAを知ってもらって、活用していただくために「JA活用術帳」を作成しました。ご家庭に保存版として置いて

いただけると嬉しいです。ご希望の方は、各支店の窓口にお申し出ください。”　　　　　　　　　平成28年9月

あたたかい　言葉のシャワーで　えがおさく
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ＪＡえびの市電話番号一覧

本　店
代　表 33-3100

 

ホームページ http://ebino.ja-miyazaki.jp

ＦＡＸ 33-5752 電子メール ja-ebinoshi@ebino.mz-ja.or.jp

担い手支援課 33-5758 総務課 33-3101
農家経営支援センター 33-3104 金融課 33-3103
農業経営者組織協議会 33-3104 共済課 33-3105

農産園芸課 33-5756 交通事故相談 33-3105
白鳥育苗所 33-0756 ( 夜間・土・日・祝日 )　 

(0120-258-931)販売課 33-3111
精米工場 35-0542 審査課 33-3107
野菜市況情報(ﾃﾚﾎﾝｻｰﾋﾞｽ ) 33-2828 監事室・監査課 33-3102
野菜集荷場 33-1006

畜産課 33-5747
資材課 33-5719
生活課 33-5743

生活館　夢工房 35-1810
道の駅えびの物産館 35-3338

農機燃料課 33-5604 ㈱ＪＡアグリランド田の神さぁ 33-0111
農機自動車修理整備センター 33-5604 ㈱ JA えびの市葬祭

ＪＡオートパルえびの   080-2716-5365 プリエール飯野・加久藤会館 35-0727
プロパンガス 33-5604

飯　野　地　区 加　久　藤　地　区

飯野支店 33-1011 加久藤支店 35-1211
グリーンセンター飯野店 33-2212 グリーンセンター加久藤店 35-0451
飯野給油所 33-3070 加久藤給油所 35-1492
杉水流ライスセンター 33-0792 湯田ライスセンター 35-0492
杉水流農業倉庫 33-0792 Ａコープかくとう店 35-1225
Ａコープいいの店 33-3370 理容室 35-1097

真　幸　地　区
真幸支店 37-1311
グリーンセンター真幸店 37-0023
真幸給油所 37-2169
理美容室 37-2648


