
現状（平成30年度） 目標（R１年度） R1年度上期実績 R1年度末見込

【コメント】

同左

下期見込：0.0俵

評価指標：食味品質適合米取扱量 現状：173.0俵 目標：5,000俵 実績：0.0俵 年間合計：0.0俵

【コメント】
一部の品目(アスパラガ
ス・ねぎ)については、高
齢化及び連作障害によ
り面積が減少している
が、品目転換・新規生
産者の増加(里芋・越後
姫・玉ねぎ)により、面積
が拡大している品目も
ある。野菜：136ha 果
樹：78ha 花卉・球根
16ha

【コメント】
定植作業もほぼ終了
し、作付面積の増加は
見込まれない。

下期見込：0.0ha

評価指標：作付面積 現状：229ha 目標：233ha 実績：231ha 年間合計：231ha

【コメント】
異常気象による出荷量
減。アスパラ△4,125万
円、ネギ△2,381万円、
ブロッコリー△1,269万
円、オウトウ△2,095万
円等が大きく影響し下
期の販売高は5.2億円を
見込んでいる。

下期見込：5.2億円

評価指標：販売高 現状：11.7億円 目標：12.8億円 実績：5.9億円 年間：11.1億円

【コメント】
3月末までに予約分の
配送を前提に目標を達
成する見込。

下期見込：38,632袋

評価指標：供給数量 現状：　43,300袋 目標：　45,000袋 実績：6,368袋 年間合計：45,000袋

農
業
者
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所
得
増
大

現状の予約値引率を継続しつつ低価
格の全国・県統一肥料への切替を推
進し、農家のコスト低減に努める。

統一肥料の取扱いと業者と
の個別交渉等による仕入れ
価格の引き下げ。

予約推進により、統一肥料
価格の優位性をＰＲし、取扱
いの拡大を図り、併せて仕入
れ努力を継続する。

【コメント】
予約品は下期に集中配
送する予定。

②

③

①

差別化商品としての「食味品質適合
米」の取扱を拡大し、生産者の所得
増大に努めます。

※プレミアム北越後米の有利販売
※平成30年産米仮渡金価格
　　　ＪＡ特栽　米 14,900円
　　　プレミアム米 16,500円

④

○北越後特別栽培米の中か
ら、玄米タンパク質含量・整
粒歩合・味度値・農産物検査
一等米の基準を満たす米に
価格を上乗せ
30年計画：5000.0俵に対して
実績173.0俵

要件は引き続き踏襲し、差別
化を図ることで生産者手取り
を確保する。異常気象に負
けない米作りに向け、取組み
予定者に対して集合研修会
を開催し、高位安定生産を図
ることで数量を確保する。

また、独自オンライン販売の
拡大により販売を強化する。

【コメント】
本年産米の品質につい
ては、高温の日が続い
たうえ、台風による
フェーン現象の影響に
より、平年に比べ背白
粒・乳心白粒の混入が
非常に多く、品質が大
幅に低下した。
（コシヒカリ１等比率
48.3%）
その影響により、プレミ
アム米の基準である製
粒80%を満たす米穀の
出荷が無かった。

園芸品目の販売力強化

ＪＡ北越後第２次自己改革工程表（令和元年度～令和３年度）

重点施策

(別紙）

年次別工程（実施具体策・到達目標）

作付面積は拡大したもの
の、度重なる異常気象の影
響により出荷量が激減し、販
売額に大きく影響した。しか
しながら首都圏を中心とした
販売努力により高単価で取
引された。

〇首都圏を中心とした販売
努力に継続して取組み、販
路の拡大を図る。

〇市場・仲卸・量販店等との
連携強化　ネット販売・カタロ
グ販売の実施と業務加工用
野菜の拡大を図る。

【コメント】
異常気象による出荷量
減。アスパラ△4,125万
円、ネギ△2,381万円、
オウトウ△2,095万円等
が大きく影響している。

園芸生産の拡大

一部品目によっては、生産
者の高齢化により面積が減
少したが園芸生産拡大推進
運動・園芸作物生産拡大支
援事業を実践し、作付面積
は拡大した。

継続して地域営農ビジョン・
園芸作物生産拡大推進運動
を基本とした作付面積の拡
大を図る。

組合員とともに紡ぐ明日の農業・地域・JA

～総合事業の展開による自己改革の実践～



現状（平成30年度） 目標（R１年度） R1年度上期実績 R1年度末見込

ＪＡ北越後第２次自己改革工程表（令和元年度～令和３年度）

重点施策

(別紙）

年次別工程（実施具体策・到達目標）

組合員とともに紡ぐ明日の農業・地域・JA

～総合事業の展開による自己改革の実践～

【コメント】

同左

下期見込：54百万円

評価指標：直売所販売高 80百万円 目標：92百万円 実績：46百万円 年度末：1億円

【コメント】
講師養成研修4名参加
予定

下期見込：　4名

評価指標：　開催回数/参加者人数 現状：　　　　― 目標：講師養成６人 実績：０ 年間合計：4名

【コメント】
引き続き担い手農家を
中心に農地の集積を進
める。

下期見込：0.7％

評価指標：担い手経営体の面積ｼｪｱ 現状：70.5％ 目標：71％ 実績：71.3％ 年間合計：72％

【コメント】
受験定員オーバー（全
国４００名）により申込で
きなかった。次年度に再
度申請する。

下期見込：０

評価指標：取得人数 現状：2名 目標：1名 実績：０ 年間合計：０

農
業
者
の
所
得
増
大

地
域
農
業
の
担
い
手
の
育
成
・
支
援
①

担い手経営体の育成・支援により、
73％の農地集積を目指します。

生産コストを抑えるため、セルフメ
ンテナンス講習会（農業機械）の開
催に努めます。

⓶

H30年度,70.5％
TACを中心とした担い手経
営体への農地の集積

【コメント】
農地中間管理機構を通
じて各担い手農家へ農
地を集積した。

担い手経営体への農業経営支援活動
を強化するため、農業経営アドバイ
ザー資格の習得に努めます。

農業経営アドバイザーTAC２
名取得

TACによる農業経営アドバ
イザー取得

【コメント】
養成研修の開催がな
く取得には至ってい
ない。

　　　　　　　 ―

セルフメンテナンス講師を職
員の中から６人養成
（全農が主催する養成研修
に参加）

【コメント】
講師養成研修は開催さ
れなかった。

生涯現役・一生農業運動の拠点を農
産物直売所と位置づけ、店舗販売高
50％アップします。

○特売やイベント開催の定
期化

○直売所通信を月に1～2回
発信。

○会員数234名

○店内POPを活用し定期的
にイベント開催していることを
をお客様にPRする。

○直売所通信を情報発信と
イベント周知のアイテムと位
置付け、発行回数を増やし、
新聞折込チラシに代えて集
客に活用する。

○メール配信やＤＭ発送実
施による、確実な情報発信と
固定客確保強化

〇会員の拡大

【コメント】
生産者の販売実績は計
画を下回ったが直売所
の米の販売が堅調。

⑥

①

⑤



現状（平成30年度） 目標（R１年度） R1年度上期実績 R1年度末見込

ＪＡ北越後第２次自己改革工程表（令和元年度～令和３年度）

重点施策

(別紙）

年次別工程（実施具体策・到達目標）

組合員とともに紡ぐ明日の農業・地域・JA

～総合事業の展開による自己改革の実践～

【コメント】
下期は、計画のとおり目
標を達成する見込。

下期見込：月/1,800件

評価指標：訪問件数/月1,800件 現状：／月200件 目標：全体／月1,800件 実績：月/1,423件 年間合計：月/1,650件

【コメント】
法人化については、見
込まれないが、新規就
農については現在2件
相談対応中。

下期見込：法人0/新規２名

評価指標：法人化/新規就農数 現状：67法人 目標：法人化2/新規5名 実績：法人化0/新規０名 年間合計：法人0/新規２名

⑤

【コメント】
速報値では計画に対し
50ha程度上回る見込。

下期見込：約200ha

評価指標：予約面積 現状：0 目標：150ha 実績：集計中 年間合計：約200ha

女性部で年6回、ファンづくり
プロジェクトで年４回の地場
産料理教室を開催

○各部会組織やファンづくり
活動を通じた地場産農産物
を使った料理講習会の実施

○北越後産農産物の消費者
へのＰＲ活動

【コメント】
〇女性部：
親子を対象とした料理
講習会　1回実施
部員対象とした料理講
習会　2回実施

〇男の料理教室：3回実
施

【コメント】
〇女性部：
部員を対象とした料理
講習会　5回予定

評価指標：開催回数 現状：10回/年 目標15回/年 実績：6回 年度末見込：11回

【コメント】
〇大農業まつり予定
〇女性部：全国雑煮合
戦参加予定

下期見込：2回

評価指標：開催回数/年 現状：３回/年 目標：4回/年 実績：２回 年間合計：4回
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②

③

この工程表は、状況の変化等により、見直しを行うこともありますので、ご了承願います。

④

担い手支援室の設置とＴＡＣの増員
により、担い手経営体と個別農家の
経営を支援する。

TAC4名による法人および
10ha以上の大規模農家への
個別相談を実施

○ＴＡＣの増員による訪問先
の拡大（1名あたり2回／月）

○経営改善の相談・支援

【コメント】
上期前半は予定どおり
訪問活動は出来たが６
月～９月にかけて指導
会、防除対応、米集荷
対応で訪問頻度が減少
した。

①

部会組織（女性部、青壮年部、生産
部会）と連携して、地場産農産物を
使用した料理講習会の実施と食農教
育を通じた地域住民との絆を深める
活動

②

担い手相談室の設置とＴＡＣの増員
により、法人化支援と新規就農者に
対する支援・育成を行う。

営農センター（TAC）及び各
営業所での個別対応

○地域の法人化への相談・
支援
　
○新規就農への相談・支援
の強化

○補助事業の提案・相談

【コメント】
集落営農組織並びに個
人農家から２件の法人
化の相談がきておりまし
たが、段階的に協議を
進めている状況で今年
度中の法人化は難しい
状況。

水稲30ha以上経営する大規模農家・
組織を対象に肥料・農薬の３ｹ年面積
予約を実施し、品目を絞ることで値
引き率の底上げを図りコスト低減に
努める。
（対象28件、面積シェア28％）

値引率は面積に関係なく一
律設定。

大規模農家と組織のコスト低
減のため、３ｹ年の面積予約
値引率を設定、予約面積の
シェア拡大に努める。

【コメント】
未確定（面積注文分と、
通常の予約で注文され
ているので、現在集計
中ですが計画は大幅に
上回る見通し。）

部会組織（女性部、青壮年部、生産
部会）と連携して、組合員と地域住
民を交えた共同活動の実践

地
域
の
活
性
化

○農業体験イベントの実施
（田植え・稲刈り）

○食育フェスタ（マルシェ）
の実施

○大農業まつりの実施

○農業体験イベントの実施
（田植え・稲刈り）

○食育フェスタ（マルシェ）
の実施

○大農業まつりの実施

〇新規イベントの検討

【コメント】
〇田植え体験実施
〇台風の影響により稲
刈り体験中止
〇きたえちごマルシェ実
施


