ご あ いさつ
平素より、組合員・利用者の皆様には格
別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し
上げます。
今般、ＪＡの各種事業や組織の概要、経
営内容などを開示したディスクロージャー

代表理事組合長

大 芦

宏

誌（２５年度決算）を作成致しました。本
冊をご覧頂き、当ＪＡに対する理解を一層深めて頂ければ幸いです。
さて、ＪＡ出資による農業生産法人㈱アグリチャレンジ佐野は設立
から２年目を迎えました。担い手の育成や遊休農地の解消など地域が
抱える課題の解決に努めるため、引き続き、連携した事業活動を進め
て参ります。また、支店を核に組合員・利用者の皆様との積極的な地
域交流を図るため、昨年より、各支店の個性・特徴を生かした、独自
性のある取り組みを始めております。これからも協同の力で次代の農
業と地域を豊かにし、安心して暮らせる社会の実現に取り組んで参り
ます。
今後とも経営の透明性の確保に努めて参りますので、皆様の一層の
ご支援・ご協力をお願い申し上げ、発行に当たりましてのご挨拶と致
します。
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1 経営理念
信頼
共生

改革

ＪＡ佐野は、豊かな自然と環境を大切にし、組合員はもとより
地域の皆様の期待と信頼に応えるとともに、人と自然が共生する
農業生産振興を中心とした、各事業の展開を通して、地域社会に
貢献します。

担い手づくり

農家所得の向上と農業を担う後継者の育成
を目指します！

ファンづくり

地域に親しまれ、共に歩む、地域密着活動
を目指します！

ひとづくり

環境の変化に適応した意識改革と人材育成
の実践を図り、健全経営を目指します！

2 経営方針
営農・経済事業部門
新たな農業・農村政策に対応した地域農業作りに努めるとともに、地元農産物の販売
拡大と生産資材のコスト削減に取り組み、農家所得の向上に努めます。

信用事業部門
地域から信頼され、親しまれる地域密着型金融機関を目指して、農業及び生活金
融サービスの体制強化に取り組みます。

共済事業部門
地域に密着した普及活動や契約者・利用者満足度を向上する施策に取り組むとと
もに、自動車損害調査業務の対応や大規模災害発生時の損害調査・支払い査定態勢の
整備に努めます。

3 経営管理体制
経営等の執行体制
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。さらに、金融共済事業・営農
経済事業に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、経営管理体制の強化を図っています。
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4 平成25年度事業の概況
平成２５年度は、昨年の通常総代会で決議された基本方針及び、
「次代へつなぐ協同」
３か年
計画を基礎に事業計画を策定し取り組みました。次世代対策・食農教育の観点から取り組んでき
たあぐりスクール「夢」は第４期目の開校となった他、
新たな取り組みとしてJAアグリカップ学童野球
大会を開催しました。
また、地域くらしの活動実践に向け、各支店、営農経済センターで活動計画を樹立し、支店を
拠点に親子料理教室や各種イベントを開催しました。更に、
組合員利用者に対する満足度向上を
目指し、
CS（顧客満足度）改善に取り組みました。
この結果、収支面では事業総利益は３２億４百万円、経常利益８億１百万円、当期剰余金は
５億７５百万円を計上し、
自己資本比率は２４．
１９％となりました。
主な事業活動と成果については、
以下のとおりです。
①信用事業
貯金につきましては、
個人貯金積み上げ・新規顧客獲得を目的に特別貯蓄運動を展開し、
残高
１，
８７０億円、
前年度比１００．
１％の実績となりました。
貸出金につきましては、管内組合員向け農業資金の提供及び太陽光発電設備設置に対する
資金提供など利便性の向上に努めました。
また、他金融機関との金利競争が激化している中、
次世代への対策として住宅ローン、
マイカーローン、教育ローンなどの提案や休日ローン相談会に
より個人ローンの拡大に努め、
残高３３２億円、
前年度比１００．
４％となりました。
②共済事業
恒常的な普及活動を中心に、
保障活動・提案活動に努めた結果、
建物更生共済は１４９億円の
新契約を挙げ、長期共済全体の当期増加高は、
４０５億円となりました。満期等による減少が５１９
億円あり、
共済保有高（保障）
は、
前年度比９７．
５％の４，
５９８億円となりました。
③購買事業
生産資材は前年度比１１３．
7％と増加したものの、生活物資では前年度比９２．
９％と減少した
ため購買事業全体では前年度比１００．
５％となりました。
＜生産資材＞
肥料農薬、農機を含む生産資材の供給高は、消費税増税前の駆け込み需要等の影響により
前年度比１１３．
7％となりました。
＜生活物資＞
生活物資においては、食品・生活関連は前年度を上回りましたが、利用件数の減少等により
食材関連は前年度比９６．
3％、葬儀発生件数の減少や小規模葬の増加に伴う供給高の減少
により、
葬祭関連は前年度比８９．
８％となりました。
④販売事業
販売事業については、
麦の豊作、
米の集荷量増加、
イチゴ新規格出荷による出荷数量増加等あ
ったものの、
米市場での過剰在庫による価格の下落により、
取扱高は前年度比９９．
２％となりました。
＜耕種＞
ビール麦は、
３月の高温と十分な日照量により生育が順調に進んだことと、
収穫時期に降雨が少
なかったことで出荷量が増加となりましたが、米については集荷量は増加したものの、市場の過剰
在庫による販売価格の下落と出庫の遅れにより、耕種全体の取扱高は前年度比９２．
７％となりました。
＜園芸＞
夏期の異常高温、台風被害や病害虫等の発生により出荷量は減少しましたが、単価が高値で
推移したこと、
また、
イチゴ新規格出荷により出荷数量が増加したことで取扱高は前年度比１０２．
５
％となりました。
＜畜産物＞
肉牛の出荷頭数は減少しましたが、子牛の出荷頭数確保や販売価格の回復により販売高は
前年度比１０６．
４％となりました。
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5 平成25年度事業活動のトピックス

講座「農夢塾」を開校（平成２５年４月）

ナビゲーションフェア２０１３春（平成２５年３月）

支店を拠点としたくらしの活動（支店感謝祭）
（平成２５年7月、
田沼支店）

ＪＡアグリカップ学童野球大会を開催（平成２５年７月）

健康寿命１００歳プロジェクトゴルフ大会を開催
（平成２５年９月）
あぐりスクール「夢」の活動（デイキャンプ）
（平成２５年８月）

男の会を設立（平成２５年９月）

4

食と農業に関するモニターが農業状況を視察（平成２５年１０月）

6 金融商品の勧誘方針
当ＪＡは、金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用
者の皆様に対して適正な勧誘を行います。
❶

組合員・利用者の皆様の資産運用の目的、知識、経験及び財産の状況を考慮のうえ、適切な
金融商品の勧誘と情報の提供を行います。

❷

組合員・利用者の皆様に対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理
解していただくよう努めます。

❸

不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・
利用者の皆様の誤解を招くような説明は行いません。

❹

電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆様のご都合に合わせて行うよう努めます。

❺

組合員・利用者の皆様に対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。

❻

販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆様からのご質問やご照会については、適切な対応に
努めます。

7 利益相反管理方針
当ＪＡ佐野（以下、「当ＪＡ」といいます。）は、お客様の利益が不当に害されること
のないよう、農業協同組合法、金融商品取引法及び関係するガイドラインに基づき、利
益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針
（以下、「本方針」といいます。）を次のとおり定めるものとします。

１．対象取引の範囲
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当ＪＡの行う信用事業関連業務、共
済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客様との取引であって、お客様の利益を不当
に害するおそれのある取引をいいます。

2．利益相反のおそれのある取引の類型
「利益相反のおそれのある取引」の類型及び主な取引例としては、以下に掲げるものが考えら
れます。
（１）お客様と当ＪＡの間の利益が相反する類型
（２）当ＪＡの「お客様と他のお客様」との間の利益が相反する類型

3．利益相反の管理の方法
当ＪＡは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該
お客様の保護を適正に確保致します。
（１）対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
（２）対象取引または当該お客様との取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法
（３）対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該
お客様に適切に開示する方法（ただし、当ＪＡが負う守秘義務に違反しない場合に限り
ます。）
（４）その他対象取引を適切に管理するための方法
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4．利益相反管理体制
（１）当ＪＡは、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する当ＪＡ全体の
管理体制を統括するための利益相反管理統括部署及びその統括者を定めます。この統括
部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当ＪＡの役職員に対し、
本方針及び本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相反管理について
の周知徹底に努めます。
（２）利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益
相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善致します。

５．利益相反管理体制の検証等
当ＪＡは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性及び有効性を定期的に検証
し、必要に応じて見直しを行います。

8 地域貢献情報
（１）全般に関する事項
当ＪＡは、佐野市を事業区域として、農業者を中心とした地域住民の方々が組合員となって、
相互扶助を共通の理念として運営される協同組織です。
当ＪＡの資金は、その大半が組合員の皆様などからお預かりした大切な財産である「貯金」を
源泉としております。当ＪＡでは資金を必要とする組合員の皆様方や地方公共団体などにもご利
用頂いております。
また、ＪＡの総合事業を通じて地域の協同組合として、農家や助け合いを通じた社会貢献に努
めています。
当ＪＡでは、平成２６年１月に事業継続計画（ＢＣＰ）における基本方針（大規模災害への対
応方針）を策定し、災害時においても事業継続を行うことに最大限努めております。

（２）地域からの資金調達の状況

このうちオリジナル商品は
下記のとおりです。

貯金・積金平均残高
組合員等
その他
合

計

１４１，
４７１百万円
４３，
８９５百万円
１８５，
３６７百万円

※上記「組合員等」には、地方公共団体等からの貯金・積立金
４,２５７百万円が含まれています。

（３）地域への資金供給の状況

その他
合

計

●年金予約定期貯金
●給振定期貯金
●退職金特別定期貯金
●共済満期特別定期貯金
●Ｅｃｏ
（エコ）
ライフローン

①貸出金平均残高
組合員等

●年金定期貯金

２３，
５７４百万円

●農業資金

９，
９８６百万円
３３，
５６０百万円

※上記「その他」には、地方公共団体等への貸出金４,６５２百万円が含まれています。

6

②融資取扱状況
融資取扱状況（平均残高）
住宅ローン
教育ローン
自動車ローン
営農ローン
日本政策金融公庫資金
農業改良資金
農業近代化資金
畜産特別資金
災害条例資金
就農支援資金
その他
合
計

１３，
６３５百万円
４５百万円
４４５百万円
３６百万円
−百万円
−百万円
１２９百万円
−百万円
−百万円
４１百万円
１９，
２２５百万円
３３，
５６０百万円

※左記のうち、
「日本政策金融公庫資金、農業改良資
金、農業近代化資金、畜産特別資金、災害条例資金、
就農支援資金」
は、制度資金といい、農業生産の振興
や農業後継者の育成などを目的に、国等が一定の制
度に基づいて行う融資のことを言います。
制度資金には、大別して、国・県の財政資金による
融資と、
ＪＡ資金を原資として融資を行い、国、地方公
共団体が利子補給を行う融資があります。
前者の代表的なものは日本政策金融公庫資金、農
業改良資金であり、後者の代表的なものは農業近代化
資金、畜産特別資金となっています。

（４）文化・社会的貢献に関する事項（地域とのつながり）
① 文化的・社会的貢献に関する事項
ＪＡは農業者が中心となって構成され、地域農業の振興を図り、消費者に安全で安心な農畜産物を安定的に供給
することを基本使命としています。このため、農業関連を中心とした総合的な事業を展開しております。組合員以外の
一般の方にも各種事業を利用していただくことにより、地域経済・社会の発展に寄与する社会的責任、金融機関の
一員として信用の維持・貯金者の保護を確保する公的使命などを果たしています。
次代を担う小学生を対象とした第４期あぐりスクール「夢」を開校し、全８回のカリキュラムを通して、田植えや稲刈り、
野菜の収穫などの実習の他、農業まつりで農産物の販売も体験しました。また、夏の県大会への参加を逃した市内の
８チームを対象に、第１回「ＪＡアグリカップ学童野球大会」を開催。最終日には食や農畜産物に関するクイズ大会を行い、
地域の農業と食の大切さを学びました。その他、日頃の利用に対する感謝と地域住民の皆様との交流を目的に、各支
店で感謝祭や体験教室を開催するなど、支店を拠点としたくらしの活動に取り組んでいます。

② 利用者ネットワーク化への取り組み
当ＪＡでは、組合員相互の親睦を図るとともに、地域の皆様との結びつきを強化するため、毎年「農業まつり」を開
催している他、「年金友の会」、「きょうさいプラザ」などの活動を通じて、利用者ネットワークづくりへの取り組みを進め
ています。

③ 情報提供活動
組合員の皆様向けに、毎月ＪＡの広報誌「あぐりトピックス」
を発行し、
ＪＡの事業や活動を紹介しています。
また、一般市民・
消費者向けにコミュニティ誌「いちごいちえ」を年２回発行しています。その他、全支店で独自の
支店だよりを発行し、地域に密着した情報や話題を提供しています。
一方、ホームページやフェイスブックを活用し、身近でタイムリーな情報提供に努めるとともに、
皆様からの情報やご意見をｅメールでも受け付けています。
ホームページ
フェイスブック
eメール

http://www.jasano.jp
https://www.facebook.com/t.jasano
info@jasano.jp

（5）地域密着型金融への取り組み
① 農業者等の経営支援に関する取り組み方針
当ＪＡでは、農業者の協同組織金融機関として、健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客様に対して、
必要な資金を円滑に供給していくことを当ＪＡの最も重要な役割の一つと位置付け、当ＪＡの担う公共性と社会的責任
を強く認識し、その適正な業務の遂行に向け、平成２５年３月末の中小企業金融円滑化法の期限到来後においてもお
客様からのご相談やお申し込みには、引き続き、真摯かつ丁寧に対応して参ります。

② 農業者等の経営支援に関する態勢整備
当ＪＡでは、利用者からの新規融資や貸付条件の変更等の申し込みに対し、円滑に措置をとることができるよう態勢
の整備に努めています。
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9 リスク管理の状況
リスク管理態勢
金融の国際化、規制緩和等が急速に進展する中で、ＪＡの業務はますます多様化し、
ビジネスチャンスが拡大する一方で、管理するリスクも複雑多岐にわたり、量的にも拡
大しています。そのような中で、ＪＡ経営においては、自己責任に基づきさまざまなリ
スクを的確に把握し、管理していくことが求められています。
当ＪＡは、このようなリスクを十分認識し、経営の健全性維持と安定的な収益性、成
長性の確保を図るため、リスク管理態勢の充実・強化に努めます。
このために、諸規程、要領等を整備して、リスク管理の一環として位置付けるととも
に、信用リスク・市場関連リスク・流動性リスク・事務リスク・システムリスク等各種
リスクに対応した管理方針を整備し、役職員に周知することにより、リスクの種類に応
じた管理を実行します。
なお、共済事業については、全国共済農業協同組合連合会が定めた「ＪＡ共済コンプ
ライアンス・リスク管理方針」に従い、管理運営します。

（1）信用リスク
信用リスクとは、取引先の財務状況の悪化等により、貸出金、購買未収金等の元本や
利息の回収が困難となり、ＪＡが損失を被るリスクのことです。
当ＪＡでは、一定金額以上の貸出先に対する貸出等に係る審査は本店の審査部門が担
当し、貸出資産の健全性の維持・向上に努めます。審査にあたっては、特定の業種及び
貸出先に偏ることのないよう留意するとともに、個別案件についても担保価値のみにと
らわれることなく、貸出先の信用力を十分審査し、信用リスクの管理を徹底します。な
お、大口信用供与については、理事会に附議するとともに、その信用供与先の経営状況
等について定期的に理事会に報告します。
また、信用リスクを管理するために資産査定(自己査定)を実施して、信用リスクの程度
に応じた適正な引当・償却を行います。
さらに、市場関連取引にかかる信用リスクについては、取得に際しての格付け基準を
設定するとともに、発行体毎に与信状況を定期的に管理します。
なお、融資・資金運用部門の担当者については、通信教育等の研修カリキュラムを実
施するなど与信管理能力の向上や専門知識の習得に取り組みます。

8

（2）市場関連リスク
市場関連リスクとは、資産（貸出金・有価証券など）・負債（貯金など）双方の金利変動に
伴う「金利リスク」、株式や債券などの価格の変動に伴う「価格変動リスク」、外国為替相場
の変動に伴う｢為替リスク」並びにこれに関するリスクのことです。
当ＪＡでは、余裕金運用にかかる理事会に次ぐ意思決定機関として、ＡＬＭ委員会を設
置・運営し、理事会で定めた運用方針に基づき、資産・負債構成のバランス状況、市場リス
クの管理方針・運用方針の策定、運用状況やリスク管理等について、過大なリスクを負担
していないか等を確認・協議します。これらの運用状況やリスク管理等については、定期
的に理事会に報告します。
ＡＬＭ委員会は、常勤役員・各部長・関係課長で構成し、毎月開催しています。

（3）流動性リスク
流動性リスクとは、ＪＡの財務内容の悪化や信用の失墜により、必要な資金の確保がで
きなくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に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）と、市
場の混乱等により市場において取引ができなかったり、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、ＡＬＭ委員会においてＪＡ全体の資金繰りリスクを統合管理します。
また、こうしたリスクに対応するため、常に資金バランスに留意し、適正な支払準備
資産を確保します。

（4）事務リスク
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、ＪＡが損失を被るリスクのことです。
当ＪＡでは、全ての業務に常に事務リスクが存在することを認識し、規程・要領等の
整備や研修・指導の充実に努めます。さらに、不正・不祥事件に対しては、迅速かつ適
切な対応をします。
また、日常の事務リスクに対応するための監査室を設置し、内部監査の充実・強化に
より、規程等の遵守状況をチェックし、事故の未然防止のための管理態勢を監査します。

（5）システムリスク
システムリスクとは、コンピュータ・システムの停止または誤作動など、システムの不
備等やコンピュータが不正に使用されることにより、
ＪＡが損失を被るリスクのことです。
当ＪＡでは、系統グループである中央会・農林中金・全農・全共連等と連携の上、コ
ンピュータ・システムの安定稼動のため、安全かつ円滑な運用に努めます。
また、コンピュータの不正利用防止についても日常のチェックシステムや各種監査に
よるチェック体制を整備して事故防止に努めます。
さらに、顧客情報の保護等セキュリティ管理や防犯・防災等に細心の注意を払い、シ
ステムの安全性・信頼性の維持を図ります。
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（6）法務リスク管理
法務リスクとは、ＪＡ経営、取引等に係る法令・定款、規程等に違反する行為並びにそ
の恐れのある行為が発生することで、当ＪＡの信用の失墜を招き、当ＪＡが損失を被る
リスクです。
ＪＡ事業は信用・共済・経済等の幅広い活動を通じて、地域社会の発展と組合員のより
豊かな生活設計へのお手伝いをさせていただくという、社会的使命と責任を担っています。
当ＪＡでは、経営理念・基本理念・コンプライアンスマニュアル等に則り、リスクを
適切に把握・管理し、コンプライアンス態勢の構築を図ります。

（7）評判リスク
評判リスクとは、資産の健全性や収益力、自己資本、規模、成長性、利便性などＪＡ
の評判を形成する内容が劣化し、ＪＡへの安心度・親密度が損なわれることにより、ＪＡ
の評判が低下するリスクのことです。
当ＪＡに対する評判を適切に把握し、積極的にＪＡの経営内容を情報開示することに
より、組合員・利用者から信頼される経営を目指します。

（8）その他リスク
その他のリスクとは、上記リスク以外の法令等の制定・改廃、新商品の発売、新規業
務の開始等に伴い被るさまざまなリスクのことです。
当ＪＡでは、各々のリスク管理部署が経営方針に則り、適切にリスクを把握・管理す
ることにより、的確なリスク管理態勢の構築を進めます。

法令遵守の態勢
金融機関の業務内容、直面するリスクの多様化・複雑化という情勢を踏まえ、徹底した
自己責任原則に基づき、法令等を遵守し、透明性の高い経営を行っていくことにより、金融
機関としての社会的責任を果たしていくことがより一層求められていると認識しており
ます。
そのため、当ＪＡの役職員の行動規範としての｢コンプライアンス･マニュアル｣を制定
し､役職員一人一人がその趣旨を踏まえて日常の業務運営に取り組んでおります。
また、ＪＡグループ内におけるコンプライアンス態勢の一環として、ＪＡ栃木ヘルプラ
イン（ＪＡグループ内部告発制度）を構築しております。ＪＡの役職員等からの通報によ
り、早期に問題点を発見し、不祥事の未然防止並びに内部けん制機能の強化に努めており
ます。
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金融ＡＤＲ制度への対応
①苦情処理措置の内容
ＪＡでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則を整備するとともに、
公表等を行うこととしています。
②紛争解決措置の内容
当ＪＡでは、紛争への対処にかかる措置を次のとおりとしています。
ａ 信用事業
栃木県ＪＡバンク相談所（受付電話番号 028−625−1003）を経由して、弁護士（公
益社団法人「総合紛争解決センター」を含む。）を利用することとしています。
ｂ 共済事業
次の外部機関を利用することとしています。
（一社） 日本共済協会共済相談所
（受付電話番号 03−5368−5757）
（一財） 自賠責保険・共済紛争処理機構 （受付電話番号 03−5296−5031）
（公財） 日弁連交通事故相談センター （受付電話番号 03−3581−4724）
（公財） 交通事故紛争処理センター
（受付電話番号 03−3346−1756）

内部監査態勢
内部監査部門については事業推進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。
内部監査は、ＪＡの本店・支店・子会社のすべてを対象とし、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するとともに、監
査結果の概要は定期的に理事会に報告しています。

貸出運営の考え方
組合員や地域住民の皆様への住宅ローンやマイカーローンなど、各種ローン商品を提
供し、皆様に有効活用していただくことが大きな責務と考えております。
また、ＪＡは大切な財産を貯金としてお預かりし資金を運用致しますが、ご融資に際し
ましては、農業協同組合法や関連法令を遵守するとともに、内部規程の定めるところに
より、適正な業務運営と健全な融資に努めております。

反社会的勢力等の排除に向けた取り組み
当ＪＡは、「反社会的勢力等への対応に関する基本方針」等を設定し、組合員加入をは
じめ各種取引からの排除に取り組んでおります。

プライバシー・ポリシー
当ＪＡは、個人情報保護に対する社会的要請を十分に認識し、組合員等利用者の皆様
の個人情報の適正な取り扱いを推進していくことが、公共性を有するＪＡとしての重大
な社会的責務と考えております。
当ＪＡは、このような責務を十分果たしていくとともに、安全・安心なサービスを提
供し、皆様に信頼されるＪＡであり続けるため、以下の個人情報保護方針に従い、個人
情報の保護に積極的に取り組んでおります。
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10 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、資産の健全化及び業務の効率化等に取り組んだ結果、平成26年
２月末における自己資本比率は、国内業務のみを営む金融機関の基準である４％を
大きく上回る２４．
１９％
（前年度２３．
８５％）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２，
６２７百万円
（前年度２，
５８８百万円）と積立
金等の内部留保により構成されています。
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。

11 主な事業の内容
事業のご案内
ＪＡは、さまざまな事業部門を持った総合的な事業体です。事業の利用は組合員
ばかりでなく、広く組合員以外の皆様にもご利用いただくことができます。また、
当ＪＡでは３９人のファイナンシャル・プランニング技能士（２級）を配置し、組
合員・利用者のライフスタイルやニーズ（貯蓄計画、税金対策、相続問題等）に応
じた総合的な生活設計計画（ライフプラン）の提案に努めています。

次に主な事業についてご案内致します。

信用事業
信用事業は、貯金・融資・為替などいわゆる銀行業務といわれる内容の業務を指します。
この信用業務は、ＪＡ・農林中金が有機的に結びつき、実質的にひとつの金融機関として機能
するＪＡバンクシステムとして大きな力を発揮しています。
あわせて、皆様からお預かりした大切な貯金を守るため、法律に基づく公的な制度である貯金
保険制度に加え、全国のＪＡがお互いに協力しあって安心を支える破綻未然防止システムの二重
の仕組み(ＪＡバンク・セーフティーネット)を築いています。

貯金業務
当

座

組合員はもちろん、地域にお住まいの皆様からの貯金をお預かりしております。
当座貯金、普通貯金、決済用貯金、スーパー定期、期日指定定期、定期積金、総合口座など
の各種商品を、目的や期間にあわせてご利用いただいております。

貯

金

お支払いに小切手、手形などをご利用いただける貯金です。商店・会社等の事業用の口座として大変便利です。
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普通貯金

総合口座

お預け入れ・お引出しが自由にできる貯金
です。公共料金等の自動引き落としや、各種
クレジット代金の自動振替、給料・年金の自
動振込等、日常生活に必要なお金をお財布代
わりに出し入れできる利便性を持っていま
す。ただし、ＡＴＭによる１日あたりの利用
限度額は原則として下表のとおりとなってお
ります。また、ペイオフでも全額保護される
決済用貯金も取り扱っております。
1日当りの引出限度額

ＪＡのカード

県内JAの
IC・生体認証
対応ATM
磁気キャッシュカード

その他
ATM（※）

50万円

50万円

ICキャッシュカード

100万円

100万円

生体認証カード

200万円

50万円

（※）
その他ATMとは、県内JAの生体認証・IC化未対応ATM及び
他県のJAのATM、提携金融機関のATM、提携コンビニATMを
いいます。

スーパー定期貯金
いくらからでもお預けできる身近な定期貯金
です。期間は1か月〜５年以内で３年以上のも
のは半年複利で計算され、とても有利です。

期日指定定期貯金
300万円未満の資金運用に１年毎の複利で計
算します。据置期間（１年）経過後はご自由
に満期日を指定できるほか、一部解約もで
き、大変便利な定期貯金です。

「貯める・使う・借りる」を一冊にした万
能口座です。いざというときには定期貯金の
90％以内、最高300万円まで自動的にご融資
させていただくことも可能です。

通知貯金
据置期間（7日間）経過後はお引き出しが可
能となりますが、その場合には、2日以上前に
お知らせください。

貯蓄貯金
普通貯金と同じように出し入れ自由で、短
期のお預け入れに最適です。お預け入れ残高
に応じて金利が段階的に高くなります。

大口定期貯金
１千万円以上のまとまった資金の運用とし
て、1か月〜５年以内の期間が自由に選べる
安全で有利な利回りの貯金です。

変動金利定期貯金
６か月ごとに利率を見直し、新しい利率で
運用する貯金です。満期までの期間中に、金
利が上昇すれば、固定金利の商品よりも有利
に運用することができます。ただし、金利下
降時には固定金利よりも低くなることもあり
ます。お預入期間は３年で、お利息を半年複
利で計算します。

積立式定期貯金
マイペースに積み立て、将来に備えてまと
まった資金を貯めていただくのに最適な定期
貯金です。ご利用者が、あらかじめ指定した
目標日に積立元利金合計額を一括して受け取
る「満期型」と満期日を定めない積立自由な
「エンドレス型」があります。

融資業務

定期積金
将来の生活設計のため、ご結婚の準備など
長期計画に備えて資金を蓄えるのに最適で
す。１回の掛金が千円以上、期間は６か月〜
７年以下となっています。

農業融資をはじめ、住宅ローンやマイカーローンなど、各種ローン商品や環境問題に対
応したＥｃｏ（エコ）ライフローンを組合員や地域の皆様に提供しています。
また、地方公共団体、農業関連産業などへのご融資や、
（株）日本政策金融公庫等の融資の
申込みのお取次ぎもしております。

農業資金
農 業 施 設や農 機 具 購 入
等農業に関するさまざまな用
途にご利用いただけます。

マイカーローン
新車や中古車の購入をはじめ、修理・車検費用
など、
さまざまな用途にご利用いただけます。
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住宅ローン

カードローン
あらかじめ決められたお借入れ枠の範囲内な
ら、いつでも何回でもご利用いただけます。急な
出費の際の強い味方です。

Eco（エコ）ライフローン
環境保全に貢献できる「太陽光発電システム・
エコキュート・オール電化等」の設置・購入資金、
及び環境に配慮した設備にともなう住宅リフォーム
資金にご利用いただけます。

マイホームの新築・増改築、新築・中古住宅
の購入、土地購入など幅広くご利用いただけま
す。他金融機関等ですでにご利用の住宅ローン
の借換にもご利用いただけます。

教育ローン
お子様の入学金や授業料はもちろん、アパート
代や下宿代等の住居費など、教育に関するさま
ざまな用途にご利用いただけます。

為替業務
全国ＪＡ・信連・農林中金の約8,400の店舗をはじめ、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・迅速にできる内国為替を取り扱っております。

国債窓口販売
国債の窓口販売の取り扱いをしております。個人向け国債は毎月募集（翌月発行）しております。
既存の固定５年・変動10年に加え、平成26年６月募集分より固定３年も取り扱いを開始致します。

投信窓口販売
各種投資信託の募集・販売等を取り扱っております。
（佐野南支店・田沼支店での取り扱いとなり
ます。
）なお、元本及び分配金の保証はありません。また、所定の手数料がかかります。

サービス・その他

当ＪＡでは、次のようなサービスを提供しております。

●コンピューター・オンライン
シ ス テ ム を 利 用 し て、各 種
自 動 受 取 り・各 種 自 動 支 払
いや事業主の皆様の給与振
込 サ ー ビ ス・自 動 集 金 サ ー
ビ ス・口 座 振 替 サ ー ビ ス・
デビットカードサービスなどのお取り扱い。
●貸金庫のご利用、全国のＪＡでの貯金の出し入
れや銀行・郵便局・信用金庫、更にはセブン銀行・
イーネット・ローソンのＡＴＭなどでも現金引き
出しのできるキャッシュサービス。
●パソコンや携帯電話からインターネットを利用
し、年中無休で24時間いつでも残高照会や振込・
振替等ができる「ＪＡネットバンク」サービス。

●組合員・利用者の皆様に安心・便利で多彩なサー
ビスの一環としてご提供している新ＪＡカード
（クレジットカード）の取り扱い。また、ＩＣキャ
ッシュカード機能とクレジット機能が一枚とな
った便利な一体型カードの取り扱い。
●ＪＡ窓口に出向くことなく自宅や外出先からネ
ットバンク経由で、国・地方公共団体等への税金・
公共料金等の各種料金の支払いができるマルチ
ペイメントネットワークサービス。

その他、偽造キャッシュカード等金融詐欺
犯罪対策として、本人確認の徹底、ホームペ
ージ等での注意喚起、ＡＴＭにおける覗き見防
止措置、更には手のひら生体認証システムに
より安全性を向上させたＩＣキャッシュカー
ドの発行など、各種対応を講じております。

ご利用者対応
「ＪＡバンク相談所」をＪＡ栃木中央会内に設置し、ＪＡの信用事業に関する苦情等の受付をし
ております。利用者からの苦情等の申し出があった場合は、これを誠実に受け止め、円滑な解決が
図られるよう取り組んでおります。（受付電話番号 028−625−1003）
また、通帳やカードの盗難・紛失等があったときの事故防止のため、「監視センター」を設置し
24時間体制で対応しております。利用者が安心してＪＡの信用サービスを受けられるよう努めて
おります。（受付電話番号 0120−08−2065）
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手数料一覧
受入為替手数料（為替に関するもの）

振込手数料

当JA
本支店

分

県内

（注ａ） ＪＡ

県外
ＪＡ

他金融
機関

取扱手数料項目

3万円未満 1件 108円 216円 540円 540円

定時自動集金手数料 （当JA内）

3万円以上 1件 324円 432円 756円 756円

（当JA内）

3万円未満 1件 216円 216円 432円 432円
3万円以上 1件 432円 432円 648円 648円

定時自動送金手数料

（当JA外）

3万円未満 1件

54円 108円 108円 324円

口座振替手数料

3万円以上 1件

54円 216円 216円 540円

振込・送金の組戻料

3万円未満 1件 108円 108円 432円 432円
3万円以上 1件 324円 324円 648円 648円
無料

54円 54円 216円

3万円以上

無料

108円 108円 432円

432円 432円 648円 648円

送信小切手1件

諸手数料
その他

※上記の金額には、消費税及び地方消費税を含む。
※注ａ
・
・
・窓口扱いの同一店舗内振込手数料は、JA本支店振込手数料に準ずる。
※注b・
・
・株式配当金領収書の代金取立手数料も所定の手数料を徴収する。
※視覚障がい者・手が不自由な方等の窓口振込手数料は、
ＡＴＭ
（カード）振込
手数料に準ずる。

（注b）

区

至急

3万円未満

種類
普通

送 金
普通
手数料

区

手数料
代金取立

窓 口
窓
口 Ａ Ｔ Ｍ Ａ Ｔ Ｍ
ネットバンク
︵電信扱い︶
︵文書扱い︶ ︵カード︶ ︵現 金︶

種類

料金基準

金 額

1件当り

54円

（当JA
本支店）

54円

（当JA
本支店）

1件当り

（他行、
他JA）

所定の為替
手数料

1件当り

108円

1通につき

648円

当JA
本支店

分

備 考

県内
ＪＡ

佐野市内
の他金融
機関店舗

県外JA
及び
佐野市外
の他金融
機関店舗

1通につき

216円 432円 216円 648円

1通につき

648円 864円 864円

○他行向け税金・公共料金取次料（足銀を除く）
○振込送金の組戻料
1通につき
○不渡手形返却料
1通につき
○取立手形組戻料
1通につき
○取立手形店頭呈示料
1通につき

540円
648円
648円
648円
648円

ただし、648円を超える取立経費を要する場合は、その実費を徴する。

キャッシング・サービス利用手数料（1回につき）
利
平

日

土・日・祝日

用

時

間

手数料

8：45

〜

19：00

9：00

〜

17：00

無

料

ATM利用手数料（1回につき）
キャッシュカードの
種 類

当ＪＡカード
県内ＪＡカード

曜

日

平

日

ＪＡカード

土・日
祝 日

平

日

全国ＪＡカード
土曜日

支・受

時間帯

払

8：45〜21：00

受

入

8：45〜21：00

支

払

9：00〜17：00

受

入

9：00〜17：00

支

払

8：45〜18：00

支

手数料

無

料

キャッシュカードの
種 類

他 行 カ ー ド

曜

日

平

日

土曜日

入

8：45〜18：00

〃

18：00〜19：00

支払・受入

9：00〜14：00

〃

14：00〜17：00

日曜・祝日 支払・受入

9：00〜17：00

無

料

当JAのカードを
ゆうちょ銀行の
ATMで利用する
場合

平

日

土曜日

時間帯

手数料

8：45〜18：00

108円

18：00〜19：00

216円

9：00〜14：00

108円

14：00〜17：00

216円

9：00〜17：00

216円

支払・受入

8：00〜 8：45

108円

支払・受入

8：45〜18：00

無

支

払
〃

支

払
〃

日曜・祝日 支

18：00〜19：00

〃
受

支・受

払

料

支払・受入 18：00〜21：00

108円

9：00〜14：00

108円

支払・受入 14：00〜17：00

216円

9：00〜17：00

216円

支払・受入

日曜・祝日 支払・受入

※上記の金額には、消費税及び地方消費税を含む。
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その他信用手数料（為替以外の役務に関するもの）
取取 扱
扱 手
手

数
数

料 頂
頂 目目
料

料金基準

残高証明書発行手数料
融資見込証明願発行手数料
住宅金融公庫申請書類（年金住宅融資含）
信用調査手数料（データバンク等）
全額繰上返済
全額繰上返済（借換償還）
割賦返済貸出に係る
一部繰上返済
手数料
条件変更
全額繰上返済
協同住宅ローン
一部繰上返済
（KHL）保証
固定金利を選択する場合 事務手数料

1件当り
1件当り

住宅ローン及び
農住等賃貸資金の
固定金利に関する
手数料
（固定変動選択型）

繰上返済額5百万円
未 満 の 場 合
特約期間中に繰上返済を行う場合

1件当り
1件当り
1回当り

株式払込金取扱手数料

一

住宅ローン事務手数料
（プロパー含む）
協同住宅ローン保証（KHL）事務手数料
取引履歴明細発行手数料（どちらか選択）
カードローン口座開設
住宅取得年末残高証明再交付
火災保険質権設定手数料

括

払

5百万円未満
5百万円以上
1千万円未満
1千万円以上
新築・購入コース
借換コース
1取引先当り
1口座当り
1口座当り
1件当り
1 〜 100枚
101 〜 300枚
301 〜 500枚
501 〜 1000枚
1001 〜 2000枚
2001 〜 3000枚
3001 〜 4000枚
1000枚毎 加算
1件当たり

硬貨取扱い手数料

個人情報̶利用目的開示手数料

額

備

考

324円
10,800円
実 費
実費×1.5
3,240円 農業制度資金を含む
5,400円 ※農業近代化資金、就農
支援資金は無料。
3,240円
3,240円
10,800円 戻し保証料より差引。繰上返済
手数料より戻し、保証料が少ない
5,400円 場合は戻し保証料を限度とする。
※注 5,400円 ※注
21,600円

繰上返済額5百万円
以上1千万円未満
繰 上 返 済 額
1千万円以上の場合
1 ヶ 月

国債窓販の保護預り手数料

金

32,400円

再度固定金利を選択す
る場合または変動金利
から固定金利を選択す
る場合（協同住宅ロー
ン保証も含む）
（あんしん計画除く）

43,200円
無 料
払込額×0.25％×
(1+消費税率)+実費
10,800円
21,600円
32,400円
32,400円
32,400円
1,080円
1,080円
810円
324円
216円
無 料
108円
216円
432円
648円
972円
1,296円
324円
500円

協同住宅（KHL）に支払
※公的調査のための依頼の場合は除く
※H10年1月以降の国民年金保険
料の納付履歴は無料
（H19.7.26より）

・お取り扱い1件あたりの
手数料
・持込枚数あるいは、受
け取り枚数のいずれか
多い方を対象
・入出金の場合も同様です
・１営業日の複数回の回
数を累積カウントし該
当手数料無料
・同一金種、汚損の交換

郵送料実費を別に徴収

※上記の金額には、消費税及び地方消費税を含む。

信用雑収入（用紙代収入と施設利用とその他信用事業で分類が困難なもの）
扱 手
手
取取 扱
小切手帳
約束手形代
マル専約束手形
マル専口座開設手数料
入金帳

1冊当り
1冊当り
1枚当り
新規初回
1冊当り

額
756円
756円
540円
3,240円
無 料

カード・通帳・証書再発行手数料

1件当り

540円

ＩＣキャッシュカード発行・更新手数料
自己宛小切手発行手数料
約束手形代（手形貸付）

1件当り
1件当り
1枚当り

無 料
540円
216円

証書貸付用紙代

1

式

2,160円

夜間金庫利用料
貸金庫使用料（年間）
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数
数

料
料 頂
頂 目目

料金基準

月
額
Ａ型（ 5 9×3 0×8 ）
Ｂ型（59×30×16）
Ｃ型（59×30×24）
全自動（ 3 5×2 6×1 0）

金

2,160円
8,640円
10,800円
12,960円
10,368円

備

考

※紛失通帳の解約
＝通帳再発行後解約
残1,000円未満無料
残1,000円以上有料

農業制度資金を含む
※農業近代化資金、就農支援
資金は無料。

田沼支店
佐野南支店

※上記の金額には、消費税及び地方消費税を含む。

共済事業
ＪＡ共済は生命と損害の両分野の保障を取り扱っております。
組合員・利用者の皆様が安心して暮らせるように、専門的な知識を
有するライフアドバイザーを中心に「ひと・いえ・くるま」のさまざ
まなリスクに対する幅広い保障をご提案しております。

長期共済

共済期間が長く（５年以上）、事故があったとき、または
満期のときに共済金が支払われます。主なものは次の通り
です。

終身共済
万一のときはもちろん、病気やケガなどへ
の備えも確かな生涯保障プランです。多彩な
特約で、保障内容を自由に設計できます。

養老生命共済
万一のときの保障と、将来の資金作りを両
立させたプランです。

こども共済
お子様の成長に合わせて祝金（または学資
金）を受け取ることができます。契約者（親）
が万一のときは、満期まで毎年養育年金を受
け取れるプランもあります。

医療共済
病気やケガによる入院・手術、全額自己負
担となる先進医療及び公的医療保険対象の放
射線治療を手厚く、日帰り入院から長期の入
院まで幅広く、一生涯にわたって保障します。

引受緩和型定期医療共済
告知項目を簡素化することで健康に不安が
ある中高年の人でも加入しやすい共済です。
被共済者加入年齢は50才から75才まで、共済
期間は5年、90才まで更新前契約と同内容で自
動更新されます。持病（既往症）が悪化また
は再発して、入院または手術が必要となった
場合でも保障します。

定期生命共済
一定期間の万一のときや、病気・ケガなど
を手軽な掛金で保障するプランです。

がん共済
がんによる入院・手術等のときに一定額が
支払われます。すべてのがんのほか、脳腫瘍
も対象としています。

介護共済
公的介護保険制度に連動した幅広い要介護
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
あらかじめ契約した一定期間、または生涯
にわたり年金を受け取ることができます。契
約当初５年間は予定利率を固定し、６年目以
降は１年ごとに予定利率を見直し、かつ最低
保証予定利率が設定されているので安心です。

建物更生共済
火災・落雷はもちろん地震や台風などの自
然災害も幅広く保障します。また、満期共済
金は、建物の新築・増改築や家財の買替資金
として活用できます。
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共済期間が短く（5 年未満）、事故があったときに共済金が支払われます。また、掛捨てで
すので掛金は戻りません。主なものは次のとおりです。

短期共済
自動車共済

自賠責共済

対人・対物賠償をはじめ、傷害保障、車両保障
など、万一の自動車事故を幅広く保障します。
また、事故処理においても、お客様から総合満
足度92％と高い評価をいただいており、家庭用自
動車共済「クルマスター」の普及拡大とともに、更
なる安心を提供します。

人身事故の被害者保護のため、法律ですべ
ての自動車に加入が義務づけられている共済
です。

火災共済

傷害共済

建物や家財が火災により損害を受けたとき
に、保障される共済です。

共栄火災保険商品
１

共栄火災保険商品の取り扱いをしております。商品は次のとおりです。

ＪＡ 安心倶楽部 （JA団体傷害保険）

ケガによる死亡や後遺障害、入院・通院、
他人への賠償責任、携行品の損害まで、日常生
活の偶発的事故を保証する保険です。
3

日常のさまざまなアクシデントにより傷害
を受けたときに保障される共済です。

海外旅行保険

2

利用しやすい保険料で自然災害を含めた幅広い
保障をカバーしている住宅ローン専用の火災保険
です。
4

海外旅行における傷害を幅広く保障する保
険です。

Happy Home ２ （JA住宅ローン関連の長期火災保険）

ゴルファー保険

ゴルフのプレイ中、練習中などの本人のケガ、
他人にケガをさせた場合、用具の盗難・損害、
ホールインワン、またはアルバトロス達成時の
保障がワンセットになった保険です。

購買事業
購買事業は、肥料や農業生産に必要な物資を共同購入し、それを組合員や地域の皆様へ供給す
る事業です。この事業は、計画的な購入によって、安い単価で仕入れ、流通経費を節約して、組
合員や地域の皆様に安全・安心・良質な品物を提供するものです。
取り扱い品目は、肥料・農薬・農機具等の農業生産に必要な資材から、生活用品・米・食品は
もちろん、住宅関連施設の提供なども取り扱っています。
突然のご不幸に見舞われた時に、家族葬から社葬まで幅広いニーズにお応え出来る

●葬祭事業 よう２４時間体制で葬祭事業の取り扱いを行っています。
フリーダイヤル

0120−24−2960

JA

ふ
の【

れあい食

材

】は

、

ご連絡先

食

です

生

活

方

の

☎0283−27−1328（安足食材センター）

皆様

ご連絡先

。

新鮮で栄養バランスのとれた安心な食材の宅配サービスを

●食材事業 お好みに合わせて取り扱っています。

をサ

ポートする強

い

味

販売事業
販売事業では、組合員が生産した農産物などを共同で販売することで、より高い収入を得られ
るようにしています。
消費者の皆様のニーズに応じた「安全・安心な農産物」を安定的に供給できるよう生産・販売
体制の強化に取り組んでいます。また、地産地消運動を推進し、地元で生産された農産物を地域
の皆様に提供するため、直売所の運営などの事業についても積極的に取り組んでいます。
このように、農産物の供給を通じて消費者との連携を進め、農業の持続的発展を目指します。
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指導事業
指導事業は、営農指導事業と生活指導事業に大別されています。
これらは、組合員の営農活動・生活活動がより効果的に行われることを目的に行っています。
直接収益を生み出すという事業ではありませんが、販売・購買・信用・共済などの事業の要と
して進められています。
ＪＡの営農指導は、単に技術指導を行うだけでなく、農産物を安定的に供給し
ていくためのマーケティング対策や組合員の農業経営全般について指導し、認定
農業者や集落営農組織の育成など、農業政策に対応した農業経営を確立するよう働きかけていくも
のです。すなわち、生産から流通までの仕組みをＪＡの総合的な力で指導援助することによって、
個々の農家では難しい所得の増大を集団の力で実現していこうとするものです。
また、安全・安心な農畜産物を消費者に提供し、「食」に対する信頼性を確保するため、ＪＡ
グループを挙げて「農産物生産履歴記帳運動」を推進しており、これらの生産履歴記録をもとに、
生産情報の公開に向けた取り組みを進めています。

営農指導事業

生活指導は、地域社会との共生や高齢化社会への対応等のため、「生活指導を
通じた安心で豊かな暮らしづくり」を目的として、組合員及び広く地域住民を
対象に、地域社会の活性化に貢献しています。

生活指導事業

●地域社会との結びつき強化に向けた活動 組合員や地域の皆様のニーズに応えた魅力あ

るグループの育成、行政と連携した食農教育などを行っています。また、農業体験セミナー
（農夢塾）や市民農園の貸し出しなどにより、自然とのふれあいや栽培することの喜びを
体験していただいています。直売所等を核として、消費者との交流も深めています。

●健康管理活動 組合員とその家族が健康で生き生きと暮らし、さらに地域住民の健康志向に
応えるため、関連病院との連携による健康診断、日本型食生活の推進、食の安全・安心に関す
る食育セミナー等を行っています。

●ＪＡ女性会活動の支援 ＪＡ女性会は、住みよい地域社会作りを目指して、さまざまな活動
を展開しており、ＪＡはその自主的活動を支援しています。

資産管理事業
資産管理事業は、組合員が所有する土地の有効活用やアパートの管理・仲介業務を行っています。
また、組合員に対して資産の有効活用を支援するため、ご希望に沿った提案を行うとともに、
法務・税務に関する資産相談を行っています。

利用・加工事業
組合員の事業に必要な共同利用施設・育苗施設等を設置し、組合員や地域の皆様にご利用
いただいております。
また、組合員からの委託により、組合員が生産した農産物を加工（ジャム・みそ・精米等）する
事業も行っています。

福祉事業
デイサービスセンター「桃梨の里」及び居宅介護支援センターで
は、高齢化社会に対応した取り組みを行っています。デイサービスを
利用したい方、お風呂のサービスを受けたい方、退院後が不安な方、
お気軽にご連絡・ご相談下さい。介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）が介護サービス計画（ケアプラン）を作成致します。

デイサービスセンター「桃梨の里」 ☎ 23−8820
JA佐野 居宅介護支援センター
☎ 21−1159

「介護が必要かなぁ？」
と思ったら…
JAのケアマネジャーに
（相談無料）
お電話下さい。
※ケアマネジャー（介護支援専門員）
とは、介護が必要な高齢者の介護
サービス計画（ケアプラン）を作
り、暮らしを援助する資格です。
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系統セーフティーネット
−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・利用者の皆様に、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機能する「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。ＪＡバンク法（農林中央金庫及び特定農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。
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