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令和３年度上半期ディスクロージャー

Ⅰ 地域貢献に関するとりくみ

１．ＪＡ兵庫六甲の特性

ＪＡ兵庫六甲では、今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、多くの行事・イベン

ト等を自粛することになりましたが、協同組合として地球環境をはぐくむ農業とともに協同活

動を行っています。このすばらしい農業と地域に密着した活動を通じて、地球の輝く命の環を

守り社会の継続的発展に貢献するためＥＭＳ（環境マネジメントシステム）を構築し、環境に

配慮した諸活動や安全・安心見守り活動等を展開しています。

一方ではＪＡバンクをはじめ、組合員の要望に応えるため様々な事業を展開し、地域に根ざ

した金融機関として「安全・安心」と「コンプライアンス（法令等遵守）」を常に意識した活

動を展開しています。

（１）農業を通じた共生の活動

直売所の拡充や農業体験・農業祭の開催等、地域住民が参加できる活動を通じ、「農」と

「食」の文化を広める食農教育活動を行っています。同時に環境創造型農業を推進し、「安

全・安心・安堵（トリプルＡ）の農畜産物づくり」に努めています。

（２）まちづくり活動

行政と連携した農業生産基盤整備に努めるとともに、農と住の調和したまちづくりに取り

組んでいます。

（３）生活文化活動

支店を拠点とした家族ぐるみや地域ぐるみで参加できるふれあい活動や、年代・趣味等に

応じた文化教室、イベント、サークル活動を促進しています。

（４）健康福祉活動

行政や他の組織と連携した健診活動や、組合員、家族及び地域の方々の参加による健康増

進活動、高齢者福祉活動及び地域の助け合い活動に取り組んでいます。

（５）信用・共済活動

地域に密着した金融機関として地域に貢献するため、貯金・融資機能を総合的に発揮し、

資金需要に応えるとともに、日常生活の不慮の災害・事故に対して共済を通じて相互扶助の

精神で助け合います。
新型コロナウイルス感染拡大への対応として、収入の減少等の影響を受けた農業者・事業

者等への各種融資制度の活用や保証料の助成、利子補給などによる積極的な相談に努めてい
ます。
また、同じく影響を受けた農業者・事業者等に対する融資の返済条件の見直し等の相談に

も、より柔軟な対応に努めるなど、農業者・事業者等の経営支援に積極的に取り組んでいま
す。

（６）事業・組織・経営活動

コンプライアンス態勢の確立を柱に、リスク管理の徹底をはかるとともに経営の健全性を

めざして、自己資本比率の充実に努めています。また、ＣＳＲ（組合の社会的責任）の一環

として、組合員や地域の方々が安心して暮らせるまちづくり（こども１１０番や安全・安心

パトロール、市民救命士の育成、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の全店設置等の取り組み）

を積極的に展開しています。
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２．ＪＡ兵庫六甲の概要

名 称 ： 兵庫六甲農業協同組合

代表理事組合長 ： 木下 祝一

所在地（本店） ： 神戸市北区有野中町２丁目１２－１３

総 資 産 ： １６，６８５億円

自 己 資 本 額 ： ７８１億円

（うち出資金） ： ５７億円

組 合 員 数 ： 正組合員 ３０，７６３人

： 准組合員 ９６，７３４人

： 合計 １２７，４９７人

役 員 数 ： ５０名

職 員 数 ： １，１３１人

（令和３年９月末現在）

３．資金調達の状況

（１）貯金残高 （令和３年９月末現在）

（単位：百万円）

種 類 残 高

当座性 ５２０，５７１

定期性 １，０４７，７１０

小 計 １，５６８，２８１

譲渡性 －

合 計 １，５６８，２８１
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（２）貯金商品

＜貯金商品一覧表＞

種 類 期 間 特 徴

普通貯金 出し入れ自由

いつでも出し入れができ、各種公共料金の自動支払い、給与や年金な
ど振込金の自動受け取りもご利用になれます。
またキャッシュカードとあわせると、ＡＴＭなどで自由に預け払い
でき大変便利です。

当座貯金 出し入れ自由

商取引の代金支払い等、手形・小切手の決済に用いるため開設して
いただく口座です。
現金事故の防止や無駄を省き、安全で効率的に、その上信用のアッ
プにつながります。

貯蓄貯金 出し入れ自由

お引き出し自由で毎日の最終残高に応じ定められた利率でお取扱い
しております。
ただし、給与・年金等の自動受取や公共料金等の自動支払いには利
用できません。

スーパー
定期貯金

１･３･６ヵ月
１･２･３･４･５
･７･10年ものの
定型方式又は1
ヵ月以上10年未満
で満期日を自由
に指定できる期
日指定方式

１円以上の１円単位で期間に合わせご利用いただけます。
定型方式の場合は自動継続型の取扱いができます。
総合口座に預け入れいただくと自動融資もご利用でき、いざという
ときにも便利です。

大口
定期貯金

同上
１,０００万円以上の大口資金の運用にご利用いただける商品です。
利率は預入時の市場金利の動向に応じて決定し、預入時から満期まで
変わりません。

総合口座 出し入れ自由

普通貯金、定期貯金等が一冊のお通帳でご利用いただけます。公共料
金などの自動支払いや給与や年金などの自動受取り、さらに預け入
れ定期貯金等の９０％（最高３００万円）までの自動融資も受けられ、
またキャッシュカードとあわせると、ＡＴＭなどで自由に預け払い
でき大変便利です。

定期積金
12ヵ月以上
84ヵ月以内

目的に合わせて掛金・期間が選べて自由に積立ていただけます。毎月
の掛金定額方式や目標額方式また、ボーナス併用型などライフスタイ
ルに合わせて選べます。

財形貯金

一般財形貯金
３年以上

財形住宅貯金
財形年金貯金

５年以上

勤労者の方の資産づくりを目的に、事業主が勤労者の賃金から積立
金を天引きし、金融機関に預け入れする制度貯金です。
使い道に制限がなく預け入れ開始時から１年経過すれば、いつでも
引き出しが可能な一般財形貯金や、目的にあった払い戻しであれば
一定の金額まで利息に税金がかからない財形住宅貯金や財形年金貯
金があります。

通知貯金 ７日以上
短い期間のまとまった資金の運用にご利用いただけます。
払い戻すときには、払戻日の２日前までに払戻予告（通知）が必要
です。

その他
納税準備貯金、期日指定定期貯金、変動金利定期貯金、譲渡性貯金、
積立式定期貯金などさまざまな貯金商品を取りそろえております。
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４．資金供給の状況

（１）貸出金残高（令和３年９月末現在）

（単位：百万円）

（２）制度融資取り扱い状況

（３）融資商品

種 類 残 高

農業近代化資金 １１９

その他制度資金 １２

農業関連融資 ８１４

事業関連融資 １９９，５２０

住宅関連融資 １９５，７３３

生活関連融資 ４，８５２

その他 ６３８

合 計 ４０１，６９３

制度資金の種類

農業近代化資金

美しい村づくり資金

大家畜特別支援資金

市民農園資金

日本政策金融公庫資金（青年等就農資金 含む）

兵庫県地球環境保全資金

兵庫県産木材利用木造住宅特別融資制度資金

兵庫県中小企業融資制度資金

種 類

農業資金関係
アグリマイティー資金

農業マネジメント資金

事業関係資金 事業資金

住宅資金関係
住宅資金

賃貸施設資金

生活資金関係 生活資金

［ＪＡ統一ローン］

ＪＡ教育ローン

ＪＡマイカーローン

ＪＡフリーローン

ＪＡカードローン

ＪＡ営農ローン

ＪＡリフォームローン

ＪＡ住宅ローン
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（４）証券投資信託窓口販売実績 （令和３年４月１日～９月３０日）

（単位：千円）

５．文化的・社会的貢献に関するとりくみ

令和３年度の上半期は、新型コロナウイルス感染症のワクチン普及効果もあり、９月以降は新規感染者
数が減少傾向にあります。しかし、「緊急事態宣言」発令期間中の外出自粛要請や休業要請によって、外
食・インバウンド需要が大きく減少しているため、依然として多くの生産者が影響を受け続けています。
そのような中、上半期の主なとりくみとして、組織面では、役職員等を対象に延べ１,９００名分の新型

コロナウイルスワクチン職域接種を行い、可能な限りの感染防止対策につとめました。また、リモート形
式の会議、研修、行事開催など、新しい組合員組織活動の在り方を模索するとともに、順延となっていた
合併２０周年記念事業についても、行政のガイドラインに沿った活動内容に見直すなど、新常態の社会へ
の適応に試行錯誤を続けております。
事業面では、社会的課題として「持続可能性（サステナビリティ）」が問われる中、ＪＡ兵庫六甲ＳＤ

Ｇｓ宣言に基づく循環型農業の促進や、フードロス削減につなげる活動などにとりくみました。また、２
０２１年産米の概算金・買い取り価格が全国で大幅な減額設定となったことを受け、稲作経営者に対する
当ＪＡ独自の緊急特別支援を決めました。
経営面では、例えば「業務集約化」と併せて「出向く相談活動体制」を整えることで、職員数の抑制と

同時にサービスレベル向上を目指すなど、成長と効率化の両面から経営改革を進めております。また、農
業関連部門において、計２８種の改善策と各施策に対する重要業績評価指標を設定し、収支改善の実践に
つとめております。
本年度は、第４次５か年計画「’２１ビジョン」の最終年度に当たる節目となります。上記とりくみを

含むこれまでの歩みをしっかりと受け止め、次期中期経営計画においても、引き続き「組合員の所得増大」
「農業生産の拡大」「地域の活性化」に全力を注ぎ続けることで、組合員と地域にとってなくてはならな
いＪＡを目指してまいります。

（令和３年４月１日から令和３年９月３０日まで）
※（ ）内の数値は前年度上半期実績を記載しています。

営農経済事業

１．「販売力強化と農家の生産コスト低減等による農家手取りの拡大をはかります。」

（１）「身土不二」を基本理念とした地産地消運動を展開するなかで、インショップ等地場産コーナー
の設置による販路拡大、地元飲食店等の新規開拓による米・野菜等の直接販売力強化をはかるとと
もに、農協市場館や直売所の充実による利用者満足の向上にとりくみました。
① 設置数

農協市場館等 １８か所 （１８か所）

朝市および直売所、アンテナショップ ６か所 （６か所）

② 農協市場館等実績

来店客数 １，２３２，０４８名 （１，２６８，８７５名）

販売高 ２，６８１，０３９千円 （２，７１３，４１９千円）

③ 量販店地場産コーナー実績

店舗数 ７５店舗 （７３店舗）

販売高 ３３６，６６９千円 （３０６，１１２千円）

④ 新規開拓実績

新規取引先 １８件 （２４件）

販売高 １５，２９１千円 （１５，５３３千円）

（２）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、農協市場館等での消費者交流会の自粛など各種対策

を実施しながら、攻めの販売の実践としてインターネット（ＪＡタウン・オンラインストア）での

証券投資信託 ３１，１４０
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販売を実施しました。また、一部店舗では店内混雑緩和のため、ＡＩを用いた来店者予測を実施し

ました。

インターネット販売実績
ＪＡタウン取扱件数 ８０８件 （１，０７１件）
ＪＡタウン販売高 ３，６３７千円 （７，６４０千円）
オンラインストア ７０８千円

（３）ＪＡバンクおよび関係機関と連携したＪＡカード決済による還元施策等の実施により、直売所の
利用促進・活性化をはかりました。また、非接触型決済のＱＲコード決済を農協市場館等で導入し
ました。

ＱＲコード決済による販売高 ８１，６４４千円

（４）野菜価格安定事業の活用や多様な販路拡大につとめ、農産物出荷組織の活性化をはかりました。
また、パックセンターの活用により量販店ニーズに応じた出荷形態での供給につとめました。併せ
て、青色申告を行っている農業者を対象に、平成３１年１月から開始した収入保険制度を周知し、
収入の安定につながるようつとめました。

価格安定事業補給額 １０，０５３千円 （１，６９５千円）
パックセンター ２か所（神戸西、阪神） （２か所）
収入保険加入者 ６０経営体 （３６経営体）

（５）新型コロナウイルス感染症の影響による外食需要等の減少により、市場価格が低迷するなどの影
響を受けた野菜・花卉・果樹・茶等の高収益作物について、次期作に前向きにとりくむ生産者を支
援し、国内外の新たな需要促進につなげるため高収益作物次期作支援交付金制度を周知し、収入の
安定につながるようつとめました。

申請件数（第４回公募） １１件
申請金額（第４回公募） ２，６９５千円

（６）都市と農村の相互理解を深めるため新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防にとりくみながら
観光農業の活性化や交流会などの実践につとめました。新型コロナウイルス感染症対策支援として
補助事業を活用した集客のためのＰＲや収穫作業支援等にとりくみました。

交流活動実績
農協市場館等交流会 １７９回 ３３，０１０名 （２０５回 ４７，７２２名）
観光農園入園者（ＪＡ事務局受託分） １４，７４２名 （７，２９２名）

（７）農協市場館全店舗での統一ポイントカード「地元を食べよう！地産地消応援団メンバーズカード」
の運用、拡充や消費者モニター制度の実施など、消費者の満足度向上による安定販売につとめまし
た。

メンバーズカード会員数 １７１，８０９名 （１６４，９１９名）

（８）農協市場館全店舗において、出荷者に対し定期的なメール配信をおこない、タイムリーな売れゆ

き情報等の提供をおこなうことで計画生産・計画出荷をすすめました。また、農協市場館利用者に

対しても新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防にとりくみながら販売拡大、集客力アップにつ

とめました。さらに、旬の農産物情報等を提供するＳＮＳツールとして大型５店舗にてインスタグ

ラムや独自開発による地産地消会員とデータ連携を可能としたＬＩＮＥの活用にとりくみました。

メール配信サービス出荷者登録者数 １，８６６名 （１，６９５名）

ＬＩＮＥ登録者数 １０，５８７名 （５，６４７名）

（９）管内で生産された米の有利販売をすすめるため、学校給食や病院などの公共施設に地場産農産物
の供給をおこないました。また、新型コロナウイルス感染症の拡大をうけ、緊急事態宣言中の小学
校、中学校、高等学校、特別支援学校が休校となるなか、とりまとめ販売や量販店販売をおこない、
販路拡大をはかりました。
また、令和３年産うるち米の買取価格および仮渡金は令和２年産と比較して大幅な減額設定とな

り、水田農業の振興と優良農地活用を支援するため、兵庫六甲独自の緊急特別支援を実施すること
としました。
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学校給食供給実績
米 ６５５．４ｔ （４３９．７ｔ）
野菜 ６７．２ｔ （６２．５ｔ）

（10）第２２回ＪＡ兵庫六甲牛枝肉共励会の開催、また各種共励会、共進会に積極的に参加し、管内「神
戸ビーフ」「三田牛」の名声を高めるとともに、各種補助事業のとりくみにより肉用牛肥育経営の
安定につとめました。

出荷実績 ３２４頭 （３３９頭）

（11）環境創造型農業（有機栽培・特別栽培）の拡大にむけ、法律や行政の定める基準のもと、「有機
ＪＡＳ」「ひょうご安心ブランド」「ひょうご推奨ブランド農産物」の認証取得と、産地の信頼向
上につとめました。

認証取得作物
［有機ＪＡＳ］

［ひょうご安心ブランド］

［ひょうご推奨ブランド農産物］

（12）環境に配慮した産地づくりにむけ、栽培日誌記帳運動を展開するとともに、異物混入対策や衛生
管理も意識するＧＡＰの考え方を取り入れたトリプルＡ運動を高める活動にとりくみました。
① 売れる米づくりにむけた「良食味米栽培暦」の見直しをおこない、近年問題となっている高
温障害・等級低下対策として土づくり運動の継続実施ならびに試験結果をもとに効果の高い病
害虫・雑草防除剤の導入をはかりました。

② 各種生産者組織を対象に品質管理の専門家を委嘱し、農産物の品質・表示等の適正化にむけ
た店舗巡回指導とあわせ、衛生管理チェックシートによる加工品の衛生管理にとりくみました。
特に、食品衛生法改正に伴い一般衛生管理に加えＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理の
実施と、漬物製造業の営業許可申請について周知しました。
研修会開催回数 １回 （１３回）

参加人数 延べ ４０名 （延べ ２４７名）
トリプルＡ表示アドバイザーチームによる加工現場巡回指導 ４件 （２件）
食品品質表示検査員による指摘件数 １９８件 （１９０件）
細菌検査点数 ６２点 （５８点）

神戸西 軟弱野菜等

神戸西 キャベツ、健康じゃがいも、チンゲンサイ

神戸北 米（キヌヒカリ）

三 田
米（コシヒカリ）、黒大豆、黒大豆枝豆、トマト、茶、

太ネギ、オクラ

西 宮 コマツナ、ミズナ、ホウレンソウ、春菊、いちじく

尼 崎
ハクサイ、レタス、ミニトマト、コマツナ、キャベツ、

大根、サトイモ、チンゲンサイ、レモン等

猪名川 米（合鴨コシヒカリ）、自然薯、そば

神戸西

米、キャベツ、トマト、コマツナ、ホウレンソウ、春菊、

ミズナ、チンゲンサイ、青ネギ、ブロッコリー、イチゴ、

梨、いちじく、もも、ぶどう、かき等

神戸北 もち、ブルーベリー、トマト、イチゴ

三 田 米（合鴨コシヒカリ）

阪 神 コマツナ、ミズナ、ホウレンソウ、春菊、北摂栗

西 宮
コマツナ、ミズナ、ホウレンソウ、春菊、トマト、

きゅうり
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③ トリプルＡの意識を高めることと、有事の際に迅速に対応できるように農薬不適正使用の発
覚を想定した訓練の実施と残留農薬分析にとりくみました。
想定訓練 １回 （１回）
自主分析 １２３点 （１０７点）

④ 秋彩システム（情報管理システム）を活用した栽培日誌記帳運動を推進しました。
運用実施者数 ２３４名 （２００名）

（13）無人ヘリコプターを活用した共同防除の実施により、人手や労力の必要な防除作業の負担やコス
トを低減し、省力化・効率化をはかりました。

散布実績 ８２１．２ｈａ （９５３．８ｈａ）

（14）令和３年１１月から肥料価格が値上がりするため、肥料の早期予約注文とりまとめや早期引取を
推進し、生産コスト削減を目的として全農とともに肥料の共同購入運動を実施しました。

（15）野菜苗の販売強化や店舗での営農相談活動の充実により、ＪＡらしい魅力ある店舗づくりにつと
めました。また、仕入先の検討や仕入価格の交渉、施肥体系の見直し、既存取引先との価格折衝、
近隣店舗価格調査結果を加味した価格設定、組合員参加型購買によるコスト削減をはかりました。

引取率 肥料 ８９．０％ （９２．０％）
農薬 ８９．９％ （９２．９％）

（16）新たな栽培管理・技術の確立のため、ＩｏＴを活用したスマート農業の試験導入にとりくみまし

た。

ドローンおよび画像解析技術を活用した山田錦の生育状況確認

神戸北 ３２圃場 （６圃場）

（17）神姫バスの既存バス路線を利用し、パスカルさんだ出荷農産物を週２回運搬する貨客混載にとり

くみました。

２．「水田農業の振興と優良農地の活用にとりくみます。」

（１）カントリーエレベーター・ライスセンター
稲作生産コストの低減をめざし、各カントリー、ライスセンターの利用拡大につとめました。

カントリーエレベーター ２か所 （神戸西、神戸北）
ライスセンター ４か所 （三田２か所、川西、猪名川）
総荷受量 ４，３７３ｔ （４，２０８ｔ）

（２）育苗センター
良質な水稲苗、花卉・野菜のプラグ苗生産につとめ、管内全域への利用拡大にとりくみました。
水稲では、三田水稲育苗センターを播種拠点とし全て箱施用剤済の苗とすることで、生産者の労力
軽減をはかりました。花卉・野菜プラグ苗では、園芸育苗施設にて、より品質の高い苗の安定供給と
企画苗を提案しました。また、育苗センターの機能を県下ＪＡと補いあう協同組合間協同にとりくみ
ました。

水稲育苗センター ４か所 （神戸西、神戸北、三田、猪名川）
供給枚数 ３２５，３６９箱 （３２７，３４３箱）

花卉・野菜育苗センター ２か所 （神戸西、三田）
野菜プラグ苗供給実績 ３９，７９５トレイ（３９，３３６トレイ）
花卉プラグ苗供給実績 １２，１３４トレイ（１２，２６３トレイ）

果場

出荷物の高品位均質化と有利販売につとめました。 、作付拡大の提案、
少量パックの販売拡大につとめました。

8



9

トマト、梨、桃、いちじく ７８０．１ｔ （７８２．０ｔ）

栗 １３．０ｔ （８．９ｔ）

（４）全農とともにＪＡ県域農機事業一体運営により、農機修理体制の充実や中古再販の実施など、サ
ービスの向上につとめました。また、農機事故を未然に防ぐため、オペレーター組織等を対象に安
全使用、点検整備についての講習会をおこないました。

中古再販台数 ６２台 （６５台）
安全講習会開催数 １回 （２回）

（５）農家所得を維持・拡大し米を安心してつくれる環境を整えるため、地域ごとに売れる品種を選定、

生産者へ提案をおこないました。また、コシヒカリ・もち米の買取販売、山田錦の契約金のとりく

みについても実施し、需要に応じた売れる米づくりを推しすすめました。

令和３年産米契約数量 ２６７，１５１袋 （２７５，９３１袋）

内 訳

うるち米 １８６，８０５袋 （１８１，３４９袋）

内買取袋数

コシヒカリ ８６，５７５袋 （８２，２５２袋）

酒米 ４７，７４９袋 （６４，４０７袋）

もち米 ５，８９５袋 （５，４２９袋）

内買取袋数

ヤマフクモチ ５，３６７袋 （４，８７１袋）

はりまもち ５２５袋 （５５５袋）

加工用米（うるち） １１，３３８袋 （１０，６３４袋）

加工用米（もち） ８００袋 （８００袋）

輸出用米 ３０５袋 （１，６４２袋）

輸出用米（山田錦） ３，４８４袋 （３，２２７袋）

飼料用米 １０，７７５袋 （８，４４３袋）

麦集荷数量

小麦 ３５．１ｔ （２６．０ｔ）

大麦 １１．７ｔ （１８．７ｔ）

（６）地域農業活性化協議会、農会長会等を通じ経営所得安定対策の周知につとめ、関係機関とともに
加入推進にとりくみました。
① 水田活用の直接支払交付金 申請件数 １，８７７件 （２，２３６件）

令和３年度作付面積
飼料用作物 ２９．６ｈａ （４９．０ｈａ）
ＷＣＳ用稲 １０５．７ｈａ （９７．１ｈａ）
麦 ２６．４ｈａ （３４．２ｈａ）
大豆 ６５．６ｈａ （６３．０ｈａ）
そば ３７．５ｈａ （４５．３ｈａ）
加工用米 ７６．８ｈａ （６８．８ｈａ）
飼料用米 １０２．２ｈａ （４９．０ｈａ）

② 農業の競争力、体質強化のための経営体（個人・法人・集落営農）の育成を目的として、大

口農家育成支援にとりくみました。

大口農家育成支援

出荷契約数量 ７４，０１６袋 （７８，０６６袋）

（７）耕畜連携による地域循環型農業の推進、畜産飼料自給率向上のため、ＷＣＳの作付面積維持にと

りくみ、（株）ジェイエイファーム六甲と連携のもと刈り取り作業を実施しました。

ＷＣＳ刈り取り面積 ３９．９ｈａ （６１．４ｈａ）
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（８）多面的機能支払交付金を活用して、農業・農村の多面的機能の維持・発展をはかるため、地域活

動、農業生産活動の継続、環境保全に効果の高い営農の支援にとりくみました。また、環境保全型

農業直接支援対策に引き続きとりくみ、加入推進につとめました。

多面的機能支払交付金

農地維持支払交付金 申請地区数 １９５地区 （１９５地区）

申請面積 ５，３９４．８ｈａ （５，３９５．９ｈａ）

申請金額 １５７，１２５千円 （１５７，１００千円）

資源向上支払交付金

地域資源の質的向上を図る共同活動

申請地区数 １９０地区 （１９０地区）

申請面積 ５，３３６．４ｈａ （５，３３７．２ｈａ）
申請金額 ９６，２３４千円 （９６，２６２千円）

環境保全型農業直接支払交付金
申請面積 １５７．６ｈａ （１４６．４ｈａ）
申請金額 ８，１９７千円 （７，７５５千円）

中山間地域等直接支払交付金
申請面積 ５９０．８ｈａ （２４３．８ｈａ）
申請金額 １２０，１４３千円 （４７，４４２千円）

エコファーマー認定人数 ４２７名 （４７４名）

（９）新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、青空教室、畦畔講習会等の開催を自粛しなが
ら、水稲・園芸作物の定期的な病害虫発生予察により、迅速な防除情報の提供につとめました。

発生予察件数 １３５回 （１３１回）
青空教室等開催回数 ３７回 （５５回）
土壌分析実施点数 ３２０点 （３６３点）

（10）新たな栽培技術の導入にむけ、肥料・農薬等の生産資材および多収性水稲品種、野菜・花などの
新品種の実証試験にとりくみました。

実証試験圃 ２３８か所 （２５８か所）

（11）ＪＡ兵庫六甲の利用施設を活用した持続可能な農業経営モデル確立拡大を目的として、黒大豆枝
豆の集出荷調製施設「三田ビーンセンター」を広域利用し、生産振興にとりくみました。また、㈱
ジェイエイファーム六甲の各種支援事業（定植・防除）や、機械化提案、農福連携による収穫支援、
株持ち込み方式の試験運用を実施し、面積拡大提案と今後の運用改善につとめました。

対象地域 神戸北地区、宝塚地区、三田地区、猪名川地区
作付面積 ４８．１ｈａ （５２．０ｈａ）

３．「農業で独立自営できる担い手・農業経営者の育成にとりくみます。」

（１）農業経営の安定とコスト削減、および園芸産地拡大のため、行政の補助事業を活用した生産設備

の拡充や水田農業から園芸農業への転換、水稲裏作活用への支援にとりくみました。また、新型コ

ロナウイルス感染症の影響を克服するために、感染拡大防止対策をおこないつつ、販路回復・開拓

や事業継続・転換のための機械・設備の購入、人手不足解消の取組みを総合的に支援する経営継続

補助金について、実施から報告・入金までの伴走支援にとりくみました。

完了件数（４～９月提出分） ２３６件

（２）認定農業者の拡大および新規就農者の育成と生産者組織等への加入促進をはかるため、アグリス

クール（営農教室）の開催や、農作業無料職業紹介所による人材の確保につとめました。また、新

たにＪＡグループ兵庫の運営する農業求人サイトの活用を開始し、人材確保の拡大につとめました。

認定農業者 ３７９名 （３７９名）

認定新規就農者 ７９名 （６７名）
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アグリスクール（営農教室）

新規就農者むけ講習会 ６回 ６６名 （６回 ６０名）
新規就農者連絡協議会（神戸西・神戸北） ２か所 （２か所）
農作業無料職業紹介所
農作業無料職業紹介所（神戸西）
神戸北農作業無料職業紹介所（神戸北）
アグリライフ無料職業相談所（三田）
ファームワーカー農業雇用相談所（阪神）

求職件数 ２７０件 （２３２件）
求人件数 ６８件 （４２件）
就職人数 ７２名 （４７名）

（３）最先端園芸施設「ゆめファーム兵庫六甲」において、栽培・環境データを蓄積し環境制御施設に

おける栽培技術の確立と普及および収量確保と品質向上を目指した経営モデルの実践をおこないま

した。

トマト（麗妃）１０ａ当たり 収穫量 ３０．２ｔ （３４．１ｔ）

イチゴ（章姫）１０ａ当たり 収穫量 ６．９ｔ （６．９ｔ）

品種試験 大玉トマト ５品種 （３品種）

ミニトマト ２品種 （４品種）

イチゴ ４品種 （３品種）

（４）最先端園芸施設「ゆめファーム兵庫六甲」で修得した技術、経営のノウハウを活用した企業的農

業経営者の育成・独立支援と、研修や視察受け入れ等を通じた技術の普及をはかりました。さらに

ＡＳＩＡＧＡＰ（アジアギャップ）の認証取得を活かした技術普及をおこないました。

農業経営者研修 １０７回

視察研修受入 ２６名

農業経営者育成塾生 ３名

（５）農業経営の規模拡大や生産方式の合理化等経営改善をはかるため、経営計画の達成にむけたとり
くみに資金を交付する「農業後継者経営発展事業（親元新規就農者早期経営安定支援）」にとりく
み、農家子弟の支援をおこないました。

４．「農業基盤を護る集落営農組織の育成をはかります。」

（１）農地活用や農地保全に必要な情報提供や相談活動を実施し、農作業受委託、農地の利用集積をすす
めました。また、神戸地域では、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき設置された農地中間
管理機構（農地集積バンク）の一部業務受託を実施しています。

農作業受委託事業実施地区 全地区
農作業受託面積 延べ ２１４．７ｈａ （延べ ２０１．６ｈａ）

（２）地域農業・農地を守る活動促進を目的に、農地利用のあり方や農業のとりくみ方を検討するきっ
かけづくりとして、集落営農組織の育成や広域化・法人化など組織の在り方への提案活動をおこな
いました。

集落営農組織数 累計 ９２組織 （累計 ９５組織）
ＪＡ出資集落営農法人 累計 ２組織 （１組織）

５．「都市農業機能を発揮し農地の有効活用を支援します。」

（１）都市農地の保全を目的として（株）ジェイエイファーム六甲等と連携し、市民農園の運営支援を
おこないました。

市民農園数 宝塚４か所 １２５区画（宝塚４か所 １２５区画）
西宮１か所 ３０区画（西宮１か所 ３０区画）
伊丹２か所 ３４区画（伊丹２か所 ３４区画）

市民農園整備促進法適用農園数 川西１か所 ４４０区画（川西１か所 ４４０区画）
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（２）支店窓口での農産物販売、企業と連携した農畜産物ＰＲなど多様な販路開拓につとめ、都市部へ
の農畜産物のＰＲと販売にとりくみました。

支店窓口での農産物販売
（スイートコーン等） １８支店 （２４支店）

（３）阪神地域での都市農地の有効活用の提案・調整を目的に開設された都市農地相談センターにて、

生産緑地の貸借にかかわる相談や申請、遠隔地に所有する調整区域の農地相談および市街化調整区

域内農地の貸借に関する相談活動を実施しました。また、神戸地域に設置された神戸農地相談セン

ターにて、生産緑地だけでなく「農地に関する総合窓口」として相談を受け付け、農地所有者の利

便性向上と都市部農業の維持につとめました。

（４）阪神地域において各オペレーター組織の部会員の高齢化や受託作業項目の補完を目指して、ＪＡ

保有の機械を利用して農作業の担い手の育成にとりくみました。

６．「自己改革に向けた体制整備を進めます。」

（１）平成２８年４月の改正農協法の施行および公認会計士監査の義務化（令和元年１０月以降）にと

もない、営農経済事業の内部統制マニュアルの構築をはじめ、各種規程・要領の見直し、営農総合

（支援）センターへの定期的な巡回検査による事務の堅確化をはかり、内部統制機能の強化にとり

くみました。

（２）「営農経済事業の成長・効率化プログラム」を通じて策定した各ソリューションを実践に移し、成

長・効率化の両面から収支改善にとりくみました。

資産管理事業

１．「かけがえのない農地をまもり、魅力ある緑豊かな地域を支える活動を展開します。」

（１）農地に関する相談活動を通じた農地保全・農業継承支援の強化につとめました。

農地に関する相談活動の実施件数 ９１件 （１１６件）

（２）「都市にあるべきもの」としての農地の活用や環境整備につとめました。

貸農園等受付数 ２４か所 ８２１区画 （２７か所 ８９５区画）

定期借地権管理戸数 １６９戸 （１６８戸）

（３）土地改良事業など行政と連携した圃場整備支援や農業水利施設の整備と維持管理につとめました。

市単土地改良事業 ８件 （８件）

ため池賠償責任保険 ７９６件 （８００件）

（４）都市農地相談センターと連携し、特定生産緑地の指定促進など都市農地活用・保全にかかわる情

報提供・情報発信を通じた資産継承相談にとりくみました。

２．「資産管理総合相談（保全・活用・継承）機能の拡充と基盤強化を図り、信頼される相談
活動の充実につとめます。」

（１）相続シミュレーションの積極的な展開および専門性の高い資産継承相談活動にとりくみました。

相続シミュレーション作成件数 １３６件 （１６２件）

（２）記帳代行サービス・遺言信託の普及拡大、遺言相談会の開催など次世代へつなぐ相談活動にとり

くみました。

記帳代行サービス契約件数 ５６２件 （５７０件）
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遺言相談会 １０回 １７名 （７回 １１名）
遺言信託個別相談 相談回数７回 １０名 （相談回数８回 １０名）
遺言信託件数 １件 （３件）

延べ１６０件、保管８４件（延べ１５７件、保管８６件）

（３）顧問税理士・弁護士など各種専門家と連携した相談活動にとりくみました。
税務相談 ７１件 （６８件）
法律相談 １０８件 （９５件）

（４）相続発生後の各種専門家と連携した相談・支援など、一人ひとりに応じた個別相談体制の強化に
つとめました。

相続相談件数 ４３件 （３５件）

３．「安全・安心・快適な住まいの実現と未来につながる資産価値を高める提案につとめます。」

（１）専門性の高い建物診断やリノベーションを通じた住宅の耐震化、省エネ化、長寿命化促進にとり

くみました。

リフォーム取扱件数（白蟻防除含む） ３，１６０件 （３，１６０件）

リフォーム取扱高（紹介案件含む） ６６２，２７３千円 （６００，３０３千円）

特殊建築物定期報告受託件数 ８件 （４件）

建物診断 １８件 （２３件）

耐震診断 ２件 （２件）

（２）多様化する暮らしのニーズや様々なライフスタイル・ライフステージに応じた快適な居住環境の

提案と施工監理による安全・安心な住まいの提案をおこないました。

新築建物取扱高 ７９５，１２１千円 （６３３，８０２千円）

住宅・一般施設（農舎・公会堂など） ９件 （７件）

工事監理受託件数 ９件 （１１件）

設計受託件数 ７件 （５件）

土木・造園工事（駐車場含む） ６９件 （８１件）

新築・リフォーム応援キャンペーン取扱件数 ３８件 （２６件）

（３）地域環境や社会情勢に応じた多様な活用提案による資産有効活用の支援強化につとめました。
土地建物仲介 ７５件 （１０５件）
面積 ３２，２４９㎡ （３２，６１６㎡）
取扱金額 ２，８０７，８１６千円 （２，１１７，１３３千円）

賃貸施設建設取扱数 １件 （１件）
賃貸住宅等建設取扱数 １７戸 （３２戸）
うち戸建賃貸住宅建設取扱数 １戸 （５戸）

環境に配慮した事業および工事取扱件数 ３８件 （１１４件）

（４）建築物件完了登録データベースなどを活用した定期的なアフターサポートの実施による組合員満
足の向上につとめました。

アフターサポート実施件数 ２８９件 （２８１件）
大規模リフォーム取扱件数 １９件 （１６件）

（５）空き家相談活動による地域の活性化、ならびに地域資源の有効活用にとりくみました。
空き家相談実施件数 ４件 （６件）

４．「施設管理機能の強化と入居者ニーズや賃貸市場動向に応じた個別提案を行ない、賃貸事
業における長期安定経営を積極的に支援します。」

（１）「あ・ぐり～んホーム互助会」の加入促進と長期空室物件支援活動などを通じた入居率向上活動
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の実施・家賃収納管理の強化にとりくみました。

あ・ぐり～んホーム互助会加入戸数 ３，１７６戸 （３，２０１戸）

長期空室物件入居支援戸数 ６戸 （９戸）

お米割引券利用量 ６，６７０ｋｇ （６，２６５ｋｇ）

農協市場館割引券利用数 ６２０枚 （５７５枚）

家賃滞納金額 １４，３５７千円 （１９，２９２千円）

うち３ヶ月以上件数 ２４件 （２８件）

（２）「ＪＡハウジング」ホームページの運用強化と不動産ポータルサイトとの連携・連動など、多様

な広告媒体の活用による情報発信力の強化につとめました。

アクセス件数（月平均） ８，４３３件 （８，０３７件）

（３）定期巡回点検による管理受託物件の維持管理強化、ならびに組合員・入居者の満足度を高める地

域の特性に応じた積極的な個別提案活動にとりくみました。

定期巡回実施件数 延べ ３，９０６件 （延べ ４，１７０件）

入居契約件数 ２１９件 （２３２件）

（４）高齢入居者宅訪問活動や地域の旬の農産物・生活関連情報の提供など、ＪＡのＰＲ活動を通じた

入居者満足の向上やＪＡファンづくりにとりくみました。

単身高齢入居者宅訪問 延べ ３３２件 （延べ ３１０件）

緑茶でスッキリ健やかプレゼント 配付数 ３，３３６戸 （３，３１８戸）

５．「自己改革を通じ、組合員サービスの向上と充実にとりくみます。」

（１）営業時間外（夜間・休日）における賃貸住宅の緊急対応業務の再編をおこない、賃貸オーナー・

入居者双方にとってサービス拡充と、業務効率化の両面を達成しました。

６．賃貸住宅等管理受託実績（令和３年９月末現在）
（単位：戸、件、台）

賃貸住宅等管理受託実績（令和２年９月末現在） （単位：戸、件、台）

種類別管理物件 神戸西 神戸北 宝塚 西宮 三田 川西 尼崎 伊丹 合計

賃貸住宅（ファミリー） 1,965 101 63 569 232 247 270 45 3,492

ワ ン ル ー ム 443 0 56 209 299 55 113 0 1,175

住宅管理戸数合計 2,408 101 119 778 531 302 383 45 4,667

賃貸店舗管理件数 89 6 2 132 17 3 1 0 250

定期借地権管理戸数 27 78 17 36 0 0 0 11 169

月極駐車場管理台数 4,072 1,407 562 2,181 1,952 1,175 920 497 12,766

種類別管理物件 神戸西 神戸北 宝塚 西宮 三田 川西 尼崎 伊丹 合計

賃貸住宅（ファミリー） 1,969 101 63 579 235 247 266 45 3,505

ワ ン ル ー ム 473 0 56 209 299 55 113 0 1,205

住宅管理戸数合計 2,442 101 119 788 534 302 379 45 4,710

賃貸店舗管理件数 77 6 2 133 19 3 1 0 241

定期借地権管理戸数 26 78 17 36 0 0 0 11 168

月極駐車場管理台数 4,039 1,366 579 2,168 1,970 1,149 912 479 12,662
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生活文化事業

１．「農業をはじめとする総合相談活動により、組合員・地域住民に信頼されるＪＡをめざし
ます。」

（１）経営相談センターやくらしの相談員による総合相談活動と顧問弁護士・税理士による専門相談を
積極的に展開し、組合員および利用者の満足度向上につとめました。

法律相談 １０８件 （９５件）
税務相談（確定申告支援含） ７１件 （６８件）
有資格者 ファイナンシャルプランナー ２９７名 （２９７名）

２．「くらしを楽しみ、人と人とが交流できる生活文化・健康福祉活動を通じて豊かなくらし
の実現と協同の輪を拡げます。」

（１）高齢者福祉活動、ふれあい活動、スポーツ大会、イベント等の活動は新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、自粛しました。

（２）住民健診および各種検診の促進にとりくみました。
住民健診 １４会場 ３，３６０名 （１４会場 ２，８２２名）
イベント検診 ２会場 ７１名

（３）（株）ジェイエイアクトと連携した特典付き商品の促進にとりくみました。
ＪＡ葬祭ご利用特典付さつき定期積金 ９件 （１２件）

（４）兵庫県の「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に規定された自転車損害賠償保険等

の加入義務化への対応として、賠償責任保障（示談交渉サービス有り）付き標準傷害保険「ＪＡ安

心倶楽部」を（株）ジェイエイアクトと連携し取り扱いました。

ＪＡ安心倶楽部 新契約件数 ２件 （１１件）
ＪＡ自転車倶楽部 新契約件数 ７７件 （１３７件）

（５）女性組織活動とサークル・文化教室等の目的別活動を促進しました。
女性会組織 ７地区 会員数 ２，２９５名 （７地区 ２，５６７名）
生活会 ４６集落 会員戸数 ９７６戸 （５３集落 １，１５９戸）
各種サークル数 ２９０サークル 会員数 ３，０５７名（２９９サークル３，１２４名）
文化教室 ９１教室 会員数 ９９１名 （９３教室 １，０３３名）

（６）ＪＡ兵庫六甲こどもくらぶを運営し、次世代とのつながり強化につとめました。
ＪＡ兵庫六甲こどもくらぶ 会員数 １，５２７名 （２，２１３名）

３．「食農教育活動を通じて食文化や農業の大切さを共有できる地域社会づくりにとりくみま
す。」

（１）田んぼの教室、あぐりスクール、食農教育活動、収穫体験等の活動は新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、自粛しました。

（２）生産された場所から食卓までの距離が短く、大切な地球環境への負荷も小さい支店主催によるマ
ルシェで地産地消にとりくみました。

支店マルシェ 店舗数 １７店舗 （３３店舗）

（３）組合員が主体となり、地域に根ざした食農教育活動を活性化することを目的に「食農せんせい」
の登録者数の増加にとりくみました。

食農せんせい 登録者 １１５名 （１１１名）

（４）管内産農畜産物の店頭販売にとりくむ支店の拡大をはかるとともに、管内産花卉の消費拡大とＪ
Ａのイメージアップにつなげる施策として、事業所を美しい花々で飾る「花のある支店づくり運動」
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にとりくみました。
鉢花 １回 ６月実施 （１回 ６月実施）
切花 ２回 ７月、８月実施 （２回 ７月、８月実施）

（５）農と地域の活性化に寄与する地域団体への活動支援を通じて、支店と組合員・地域住民の連携関
係を強化する「ろくちゃん食農支援基金」の運用をおこないました。

取り扱い団体数、支援活動数 ９団体、１０件 （７団体、１０件）

４．「信用、共済事業を通じた組合員の農業・事業所得拡大と地域社会の発展に貢献します。」

（１）農業資金をはじめ各種事業資金、住宅ローンなどの積極的な展開により農業振興や地域振興にと
りくみました。

令和３年９月３０日 貸出金残高 ４０１，６９４，０６５千円

農業関係資金貸出実行額（令和３年４月１日～令和３年９月３０日まで）
６８件 １１１，２８１千円 （３３件 ２１９，２２７千円）

農業関係資金貸出残高 ４７５件 ７８４，３４５千円（３７４件 ８８９，４８４千円）
うち農業マネジメント資金 ５６件 １５８，２９１千円 （４５件 １２９，５２９千円）

賃貸施設ローン・事業ローン貸出実行額（令和３年４月１日～令和３年９月３０日まで）
１１９件 ７，６８０，９８３千円
（６６件 ２，４３０，５０８千円）

うちＪＡﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑﾛｰﾝ ８件 ７４６，６５０千円
（５件 ３４５，０００千円）

賃貸施設ローン・事業ローン貸出残高 ３，６８１件 １６３，３２１，０５３千円
（３，６５４件 １６８，３０４，１９５千円）

生活関係資金貸出実行額（令和３年４月１日～令和３年９月３０日まで）
生活関連ローン ２９４件 ５２０，２２０千円

（２９８件 ５４２，７１０千円）
個人住宅ローン ４６１件 １４，４４８，２２０千円

（４１６件 １３，６８１，８８０千円）
ローン相談件数 １，４７７件 （１，４０３件）
ネットローン相談受付件数 ７２９件 （６１５件）

ＪＡバンク農業金融プランナー資格取得 １０７名 （１０３名）

（２）新型コロナウイルス感染症の影響で被害を受けた方を支援する融資相談をおこない、運転資金な
どの資金繰り対応や、返済条件緩和などを実施し、管内の組合員・利用者の実情に応じた対応をお
こないました。
令和２年度より累計

新規融資相談 ６０件

既存貸出の条件変更相談 ８２件

（３）年金友の会活動の充実と年金振込口座をご指定いただいた方への特典の充実をはかり、年金振込

指定口座の普及と、年金に関する相談活動にとりくみました。

年金友の会活動 会員数 ７３，６４２名 （７１，６６３名）

年金相談会 相談件数 ６４６件 （８１９件）

年金受給者専用定期貯金・定期積金

「あんしん」（令和３年４月１日～令和３年９月３０日まで）

定期貯金 ５４，４４１件 １２４，３９１，５８３千円

（４５，６１０件 １０６，２７６，０４８千円）

定期積金 １２，０７８件 ７，４８５，３４１千円

（１５，８５６件 ９，６５６，９７９千円）
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年金受取予約専用定期貯金・定期積金

「ゆとり」（令和３年４月１日～令和３年９月３０日まで）

定期貯金 １４０件 ２１７，５８０千円（１２９件１９９，２６０千円）

定期積金 １０６件 ６１，８２０千円（１０２件 ４９，２７８千円）

（４）組合員および利用者ニーズに応じた金融商品を提供し、貯金商品の魅力向上につとめました。

令和３年９月３０日 貯金残高 １，５６８，２８１，３９３千円

各種優遇金利定期貯金商品

ＡＴＭプラス （令和３年４月１日～令和３年９月３０日まで）

２，７３９件 １，３５７，９４３千円

退職金定期貯金（延べ） （令和３年４月１日～令和３年９月３０日まで）

２４６件 １，９５３，７１４千円

サマーキャンペーン （令和３年５月１７日～令和３年８月３１日まで）

定期貯金（期間 １年） ２３，９３１件 ７９，５８２，３５２千円

新規定期貯金キャンペーン （令和３年６月１日～令和３年８月３１日まで）

定期貯金（期間 １年） ２，２８２件 １３，２１１，６９２千円

ＪＡネットバンク契約件数 ２０，８０７件 （１４，４３８件）

（５）組合員および利用者の将来の資金ニーズに備える定期積金の普及につとめました。

令和３年９月３０日 ５７，５８２名 給付契約金額 ５８，４１２，０８５千円

（６）ライフシーンに合わせた、ＪＡカードの普及につとめました。

令和３年９月３０日 ＪＡカード会員数 １７，６０５名 （１７，５６７名）

（７）資産形成の提案活動による証券投資信託の販売にとりくみました。

証券投資信託窓口販売実績 ３１，１４０千円

（８）保障点検による提案活動により組合員の保障の充実につとめました。

長期共済新契約 １０，８４１件 ９６，４１９，９３９千円

長期共済満期支払 ６，６８１件 ２０，３０８，６７０千円

長期共済事故支払 ３，０８２件 ３，８８９，２２６千円

（９）「医療系共済」「年金共済」など幅広い生存保障提案活動を展開しました。

年金共済新契約 ７７１件 ５１９，０６３千円

年金共済金支払 ６，２６７件 ４，２７６，６６３千円

がん共済新契約 １９４件 １，０８７千円

医療共済新契約 １，９４４件 ２４１，０７２千円

介護共済新契約 ４１１件 １，６２６，６９２千円

生活障害共済新契約

（一時金型） ２９５件 ２，７４７，２００千円

（定期年金型） １８４件 １７７，４２０千円

特定重度疾病共済 ３４８件 ４３０，７００千円

（年金共済は年金年額、がん共済は入院共済金額、医療共済は治療共済金額、介護共済は介

護共済金額、生活障害共済は生活障害共済金額または生活障害年金年額、特定重度疾病共

済は特定重度疾病共済金額です。）
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（10）自動車共済を中心に自賠責・傷害共済等、短期共済の拡充に積極的にとりくみました。

自賠責共済新契約 ３，６５５件 ６６，２５３千円

自動車共済新契約 １４，６４３件 ６５６，５１４千円

自動車共済事故支払 １，２１９件 ３４３，６２７千円

賠償責任共済新契約 ９９０件 ２，３１８千円

傷害共済新契約 １５，０９９件 ４４，５７５千円

傷害共済事故支払 ４９１件 ２７，１８５千円

５．「適切な事業運営を通じて安心して利用できる信用、共済事業をめざします。」

（１）健全性の維持を重視し金融情勢の変化に対応できる余裕金運用につとめました。
預 金 １，１３０，９８０，０３５千円
有価証券 ４１，９９３，４１１千円

（２）迅速な事故処理と弁護士との連携による自動車事故の相談活動の充実にとりくみました。
自動車事故受付 ７９１件

（３）建物更生共済を中心に、火災などの被害による共済金を支払いました。
建物更生共済事故支払共済金 ５２６件 １７５，６９７千円
火災共済事故支払共済金 ２４件 ３，４７４千円

６．「自己改革を通じ、持続可能な店舗運営体制を構築することにより組合員サービスの向上
につとめます。」

（１）新しい生活様式に合わせて、また組合員・利用者の利便性の確保と合わせて、店舗運営の効率化

につとめました。

企画管理

１．「すべての部署・役職員が事業活動を通じて農に関わり、農に貢献します。」

（１）総合ポイントサービスの制度拡充により、会員拡大、加算・還元項目の充実をはかるとともに、

内容の周知につとめました。また、重点・総合事業利用ボーナスポイントをはじめとした、事業利

用に応じた公平な還元をおこなうなど、ＪＡの総合力発揮にむけてとりくみました。

総合ポイント会員数 １２４，５９０名 （１２３，２１８名）

加算ポイント数 ４９２，４５８件 ９８，６７５，３８３ポイント

（４７２，４９６件 ９４，９７５，３８２ポイント）

２．「協同活動の活性化に向けた仲間づくりと組合員の意思反映促進をはかります。」

（１）正組合員家族を対象にした一戸複数正組合員化へのとりくみと、事業利用者の准組合員加入促進

による新たな仲間づくりを積極的に展開しました。令和３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大

防止をふまえ、支店ふれあい委員会や組合員座談会については感染症対策を講じたうえで規模を縮

小して開催、延期または中止しています。ふれあい委員会委員長交流会については、中止しました。

また、令和３年６月に閣議決定された規制改革実施計画に基づき、准組合員の意思決定および事

業利用の方針を令和４年度の総代会にはかるため、「組合員制度検討委員会」にて協議しました。

新規加入組合員数（純増） 正組合員 △９４名 （△７２名）

准組合員 ２２３名 （７８９名）

組合員数（令和３年９月末） 正組合員 ３０，７６３名 （３０，９２３名）

准組合員 ９６，７３４名 （９５，３８０名）

合計 １２７，４９７名 （１２６，３０３名）
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支店ふれあい委員会 全地域 １０回 １４３名 （２１回 ３４５名）

組合員座談会 全地域 ４回 ６０名 （７回 １００名）

３．「環境に配慮したとりくみや地域貢献活動を実践するとともに、協同活動が活発に行われ

る拠点づくり・施設整備につとめます。」

（１）ＣＳＲ（組合の社会的責任）活動として、「地域の安全・安心見守り活動」をはじめとした地域

貢献活動に積極的にとりくみ、組合員や地域住民が安心して暮らせる地域社会づくりにつとめまし

た。また、ＪＡ兵庫六甲ＥＭＳ（環境マネジメントシステム）へのとりくみのなかで、業務品質や

生産性向上をはかりました。

安全・安心パトロールの実施

青色回転灯装備による防犯パトロール車両の登録 １台 （１台）

こども１１０番の実施 車両 ３５４台 （３５４台）

事業所 ８３か所 （８３か所）

赤ちゃんの駅等子育て支援設備の設置 ８か所 （８か所）

ＡＥＤの設置 ８１か所 （７９か所）

※ＪＡ兵庫六甲ＥＭＳ（環境マネジメントシステム）・・・環境改善、業務改善、食と農を伝える活動、経費削減、

法令遵守へのとりくみといった環境保全の貢献にとど

まることのない幅広い活動

※ＡＥＤ（自動体外式除細動器）・・・突然の心停止の際、救急車が到着するまでの数分間にこの機器を使って心

肺蘇生をおこないます

（２）環境やエネルギーの効率化に配慮したとりくみとして、支店等の事業所にてグリーンカーテンや
野菜の栽培をおこないました。また、太陽光発電装置の設置や公用車の総台数の削減および電気自
動車、電気自動車の普通充電器を導入しています。

太陽光発電設置事業所数 延べ１９か所 （延べ１９か所）
電気自動車導入事業所数 ８か所 （８か所）
電気自動車普通充電器設置事業所数 １６か所 （１６か所）

（３）組合員の協同活動がより活発におこなえるための、快適で利用しやすい施設づくり・改修にとり
くみました。
昆陽池支店の建替工事・多田支店耐震改修工事の実施、山口支店地区統括店舗の建設・甲東支店の
建替・東谷支店ふれあい会館の建替の検討など。

（４）７月１３日から９月９日にかけて、新型コロナウイルスワクチンの職域接種を本店大ホールにて
実施しました。子会社・関係団体を含めた役職員とその家族、ならびに近隣ＪＡの役職員等を対象
に、合計１，９００名の接種をおこないました。

４．「食と農の魅力と価値を伝える広報活動を通じて、組合員や地域社会からの理解・共感を
高めます。」

（１）組合員・地域社会から地域農業に対する理解・共感を高めるため、広報誌やＷｅｂサイト、ＳＮ

Ｓなど多様な広報媒体を活用するとともに、パブリシティ活動をより一層強化し、効果的な情報発

信につとめました。

また、合併２０周年記念事業の一環として記念動画を制作し、支店窓口等での放映を実施したほ

か、記念冊子を発刊し、広報誌とともに組合員へ配布しました。

もぎたて通信の発行 １回 ４５，０００部（１回 ５０，０００部）

フェイスブック投稿件数 ３２４件 （１４０件）

インスタグラムのフォロワー数 ５，７３９名 （２，９５９名）

マスメディアへの情報発信件数 ２２件 （１５件）
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５．「自律創造的に協同の理念を実践する人材育成にとりくみます。」

（１）ＣＤＰにもとづく長期的視点に立った人材育成と、協同組合運動の担い手となる職員の育成につ

とめ、組合員満足を最大限に高めるために、ＣＳ・ＥＳ向上運動や活力ある職場づくりにとりくみ

ました。

また、組合員の課題を解決するために行動できる自律創造型職員の育成につとめました。

※ＣＤＰ（キャリアデベロップメントプログラム）・・・職員一人ひとりの将来像に着目して、専門能力・実務能

力やマネジメント能力を開発育成していくプログラム

（２）農業者むけの労災保険特別加入団体および労働保険事務組合による労災保険の維持および加入促

進につとめました。

労働保険事務組合 委託事業主数 １０２名 （９９名）

農作業安全協議会 加入者数 ２７名 （２７名）

農業機械安全使用協議会 加入者数 ２３５名 （２２６名）

労災加入説明会の開催 開催数 １回 （１回）

６．「より便利で身近な事業所運営体制と持続可能な経営基盤を構築します。」

（１）各地区の特性に沿った事業活動が展開できるよう、地区戦略を通じて、積極的に事業間連携をお
こないました。また、環境変化に適応し、健全経営を守るとともに、将来にわたって組合員と地域
のお役に立ち続けられるよう、経営改革（各種業務集約の実施や事業所再編、各事業の成長・効率
化戦略の実施等）にとりくみました。

（２）規模別店舗再編や統合店舗の検討など、地域・組合員にとって身近な拠点構築にとりくみました。

（３）利用者接点の強化に向けて、移動金融店舗による出向く相談活動を実施し、リモート相談体制、
オンラインサービス体制づくり等の検討にとりくみました。

７．「デジタル時代に対応した既存ビジネスの再構築と変革に向けたＩＴ化の促進にとりくみ
ます。」

（１）組合員、利用者にかかる個人情報の漏洩防止・適正管理につとめるとともに、Ｗｅｂ学習を通じ
て全職員の意識向上をはかるなど、情報の安全管理につとめました。また、情報漏洩リスクの軽減
をはかるため、ペーパーレス会議システムを活用するとともに、さらなるセキュリティ環境の強化
をはかるため、「インターネット分離」の検討をすすめました。
※Ｗｅｂ学習・・・パソコンを使用したインターネット上でおこなう学習方法

※インターネット分離・・・インターネット接続環境と業務端末を物理的もしくは仮想環境を用いて分離すること

（２）ＲＰＡやＡＩ－ＯＣＲ等を活用し、定型業務の自動化を促進しました。

※ＲＰＡ・・・Robotic Process Automation の略。ソフトウェアロボットが、業務プロセスを自動化すること

※ＡＩ－ＯＣＲ・・・Artificial Intelligence－Optical Character Recognition の略。ＡＩ（人工知能）技

術を取り入れたＯＣＲ（光学文字認識機能）で、手書きの書類や帳票等を読み取りデータ

化することで生産性を高めることができるツール

（３）新型コロナウイルス感染症対策として、積極的にＷｅｂ会議システムやテレワークシステムを活
用することで、会議や研修での３密回避や移動時における不特定多数との接触機会を減らすといっ
た「新しい生活様式」にとりくみました。

（４）迅速な契約締結の実現に向けて電子契約システムを導入しました。

８．「（株）ジェイエイアクトや（株）ジェイエイファーム六甲、社会福祉法人ジェイエイ兵
庫六甲福祉会と連携し、サービスの充実および事業の効率化をはかります。」
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（１）事業連携を高めるため、人的交流などをおこない事業の効率化をはかりました。

（２）農業支援、農地保全、担い手育成を目的として、（株）ジェイエイファーム六甲への支援をおこな

いました。

人的支援・機械の無償貸与等 ３２，９７５千円

コンプライアンス（法令等遵守）・リスク管理・内部監査

１．「業務の健全性と適切性を守るため、法令等遵守および適正なリスク管理をおこないます。」

（１）総合的リスク管理をおこなうために各事業におけるリスクを評価し、定期的なリスクアセスメン

ト委員会の開催により、潜在的リスクの洗い出しと未然防止策の策定にとりくみました。

開催回数 ５回 （１０回）

（２）内部統制システム基本方針の下、重要勘定科目と関連性の高い業務にかかる自主検査の実施にと

りくむとともに、内部統制の適正運用につとめました。

（３）法令等遵守態勢の確立にむけて、コンプライアンス・プログラムの実践や進捗管理、マネー・ロ

ーンダリングおよびテロ資金供与対策、反社会的勢力への対応、各種リスク管理態勢確保のための

モニタリング、リーガル・チェック等にとりくみました。

（４）各事業部門・専門家と連携し、不祥事、苦情、事務ミス等の発生原因について調査と解決にむけ

た迅速な対応をおこない、不祥事未然防止・再発防止につとめました。

（５）個々の組合員・利用者の状況をきめ細かく把握し経営実態等を踏まえて、系統金融検査マニュア

ルで求められる金融円滑化管理に則った適正なリスク管理の下、円滑な資金供給や貸付条件の変更

等につとめました。

（６）「自主検査（点検）チェックリスト」の見直しをおこない、各事業所による自主点検を毎月実施

し、事務リスク管理態勢の整備と不祥事未然防止にとりくみました。

また、点検の取りまとめ結果を理事会へ報告するとともに、関連部署と連携して不備事項の改善

につとめました。

あわせて、適切な事務遂行のため、事務改善等検討委員会を開催し、事務改善の定着につとめま

した。

開催回数 ４回 （５回）

（７）未だ収束の兆しの見えない新型コロナウイルス感染症にかかる対応について、適宜情報収集をお

こない、組合員・利用者・役職員の安全確保を最優先に考慮しながら、組合員支援・事業継続・感

染拡大防止にむけて対策を講じました。

２．「内部管理・統制態勢強化に向けた内部監査の充実にとりくみます。」

（１）令和３年度内部監査実施計画にもとづき、各事業所に監査を実施しました。

また、リスクアプローチにもとづく月次の監査実施計画を策定し、事務処理の適切性や有効性を

検証・評価するとともに内部管理態勢の充実につとめました。

定期・随時監査 ６８か所 （４８か所）

早朝監査 ０か所 （２３か所）

※リスクアプローチ・・・リスクの高い領域や項目に重点を置いて監査をしていく手法
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６．地域密着型金融へのとりくみ（中小企業等の経営の改善及び地域の活性化のためのとりくみの状況を含む）

（１）農業者等の経営支援に関する取組方針
当組合は、経営理念のもと、農業者をはじめ地域の皆様に利用される総合事業体として営農・経済事業

や金融機能のみならず、環境・文化・福祉といった面も視野に入れた事業・活動を行っています。
なかでも、農業者等の経営支援を重点取り組み事項の１つとして位置づけ、農業技術・生産性向上に向

けた各種研修会やセミナー等を開催するほか、低利の農業関連融資を活用していただくための普及・推進
活動にも取り組んでいます。

（２）農業者等の経営支援に関する態勢整備
各営農センターに営農相談員を配置するとともに、県の改良普及センターとも連携して、農業者の農業

技術・生産性向上に向けた相談・指導に応じています。
また、支店の融資担当者も農業経営や農業関連融資に関する知識を深め、農業者からの幅広い相談に応

じることができるよう、日々研鑽しています。
（３）農山漁村等地域活性化のための融資を始めとする支援

農業者の多様なニーズに応えていくため、農業融資担当部門と営農・経済部門とが連携し農業融資に関
する訪問・資金提案活動を実施するとともに、各種プロパー農業資金に対応し、また、農業近代化資金や
日本政策金融公庫資金の取扱いを通じて農業者の農業経営と生活をサポートしています。

（４）担い手の経営のライフステージに応じた支援
担い手となる認定新規就農者、認定農業者等に対し、補助事業や農業資金融資を活用していただくなど

経営と生活をサポートしています。
（５）経営の将来性を見極める融資手法を始め担い手に適した資金供給手法の取り組み

農業融資については、ＴＡＣ等営農・経済部門と連携し、取引実績や青色申告書等を活用した経営分析
を通じて、農業者に適した資金提案を行っています。また、農業者に対する農業近代化資金、農業経営改
善促進資金、アグリマイティ資金等の融資について、ＪＡバンクアグリ・エコサポート基金を通じた利子
補給を行っています。

（６）農山漁村等地域の情報集積を活用した持続可能な農山漁村等地域への貢献
「地域密着型支店づくり」による支店運営、農産物直売所の運営等を通じ、組合員、地域住民、消費者

等のニーズを把握し、より身近な事業運営を行っています。
また、次代を担う地域の小学生等に対しては、農業への理解を促進するため、「あぐりスクール」等に

よる食農教育活動に取り組んでいます。
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「’21 ビジョン」主な数値項目の進捗状況の報告 
営農経済活動 

   
 

項 目 
 2021 年度半期実績 2021 年度目標 

（中間見直し実施後） 
 

販売高（米・青果・花卉・肉牛） 
 

７１億円 160 億円 ※ 

販売高 3000 万円農家数 
 

１０戸 35 戸 ※ 

【米】直接販売率（うるち・もち米） 
 

実施中 98.0%  

【青果物】直接販売率  ７９．７％ 70.0%  

直売所来店者数  １，２３２千人 2,844 千人  

直売所出荷者数  ２，６７１人 2,940 人  

集落営農とりくみ集落数  １１４集落 160 集落  

水稲生産コスト削減率  実施中 △10％ ※ 

資産管理活動                         

項 目 
 2021 年度半期実績 2021 年度目標 

（中間見直し実施後） 
 

農地に関する相談（貸農園・農作業受託取次等）   ４４６件 24 件  

農地法・生産緑地法等に関する研修会  １３５回 8 回  

相続シミュレーション作成件数  １，２２８件 200 件  

賃貸住宅入居率  ９５．６％ 90.0％以上  

記帳代行サービス契約件数  ５６２件 650 件  

資産管理購買取扱高  １７.７億円 40 億円  

（うちﾘﾌｫｰﾑ取扱高）  ６.６億円 17 億円  

生活文化活動  

項 目 
 2021 年度半期実績 2021 年度目標 

（中間見直し実施後） 
 

支店マルシェ等農業イベントの開催拠点数  １７支店 56 支店  

食農教育活動  １３７回 300 回  

農業向け融資の取扱  （累計）４９９件 5 年間で 500 件  

農業金融プランナー資格保有者  （累計）１０７人 5 年間で 150 人  

貸出金残高（地方公共団体向けを除く）  ３，７３４億円 3,394 億円 ※ 

資産管理相談活動を通じた各種ローン取扱数  ２２件 100 件  

貯金残高（地方公共団体向けを除く）  １兆４，８５３億円 1 兆 4,237 億円 ※ 

共済契約者数  ９５，４４３人 100,000 人  

※2021年度目標数値については、環境変化等を踏まえ一部中間見直しを実施しております。 

ＪＡ兵庫六甲の 

自己改革 
 
 

JA 兵庫六甲では、第 4 次 5 か年計画「’21 ビジョン」を掲げ、自己改革に取り組んでいます。 

すべての農業者が安心して継続的に農業を営めるよう、 

組合員の所得増大・農業生産の拡大・地域の活性化を最優先課題として、 

組合員・地域住民と共に地元の農業を盛り上げていきます。 

 

７.ＪＡ兵庫六甲の自己改革のとりくみ状況 
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ＪＡ兵庫六甲は自己改革を通じて 

組合員の所得増大 農業生産の拡大 地域の活性化 

に向けた取り組みを強化しています 

 

   売力の強化 

     

消費者に喜ばれる売り場づくりに取り組み、 

多様な方面へ販売ルートを拡大することによって、 

より多くの人たちに地域の農畜産物をお届けします。 販 
【貯金キャンペーン】 

 

新規定期貯金キャンペーンでは 

農協市場館で利用できる 

事業利用券を延べ  45,078枚
配布し、9月末現在で 4割超 

ご利用いただきました。 

 

 

 

令和３年度も、新型コロナウイルス感染症の拡大が組合員の農業所得に
多大な影響を及ぼしましたが、当ＪＡでは販売品販売高の回復と 
農業経営者の所得安定化に向けたさまざまな対策に取り組んでいます。 

※利用期間：Ｒ3．6.1～Ｒ4．1.31 

 

  

 

          
 

 

【オンライン販売の取り組み】 

 

直売所・量販店地場産コーナーの取り組み      
 

インターネット販売「JAタウン」での販売をより強化したほか、 
食品ロス削減を軸としたオンライン販売やＳＮＳを活用した販売会など
新たな販売方法にも挑戦しました。 

お野菜レスキューＢＯＸ 

令和 3年度上期  販売高 697 千円 

  

 

インスタ LIVE・オンライン販売 

                    令和 3年度上期  

販売高 708 千円  

  

住宅ローンキャンペーンでは 

ご契約特典として農協市場館で 

利用できる事業利用券を 

9月末現在で 

ご利用いただきました。 322枚 
 

 

 

※利用期間：Ｒ3．4.1～Ｒ4．1.31 

  

 

          
 

JAタウン販売 

令和 3年度上期 販売高 3,637 千円 

  

 

【住宅ローンキャンペーン】 

 

 総   合  事   業   を  活   か  し  た 
販   売    促     進 

 【農協市場館ＬＩＮＥ登録者数】

令和 2年度上期   令和 3年度上期 
 

10,587名 
 

 登録者数    4,940名 

      ＵＰ!! 
  

 来店者数拡大を目指して
 【量販店地場産コーナー店舗数】

令和 2年度上期   令和 3年度上期 
 

73店舗 

 

75店舗 
 

 販売ルート拡大を目指して

5,647名 

 

24



近隣量販店の価格の方が
優位な重点品目は、 
生産サイクルに合わせて 
キャンペーンを実施 
 
【バスタ液剤 500ml】 
キャンペーン価格 

2,170 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【水稲播種拠点の成苗供給実績】 

 

共同利用による省力化 
 

【園芸育苗施設供給実績】 

園芸育苗センターの再整備により、 

セルトレイによる苗の利用拡大に 

取り組み、各農作業の省力化を支援 

しました。 

三田水稲育苗センターを水稲の播種拠点として位

置付け、成苗の取り扱い地域を拡大しました。全地

域を対象に箱施用剤処理済苗の供給を行うことで、

生産者の労働力軽減を図りました。 

51,599枚 
令和 2年度上期 

 

51,929 枚 
令和 3年度上期 

 

生 産支援の強化 スケールメリットを活かしたコスト低減や、 

栽培にかかる労働力の省力化など、 

生産支援の強化に取り組んでいます。 

調査期間：令和 3 年 9 月 1 日～ 9 月 21 日   

調査店舗：近隣量販店等 15 店舗  

対象品目： 35 品目 

 ＪＡ当用価格 量販店（平均） 
高度化成オール 14 

20kg 
1,580円 1,771円 

牛糞堆肥 40Ｌ 310円 338円 

トレボン乳剤 100ml 890円 1,043円 

バスタ液剤 500ml 2,400円 2,267円 

 

資材の低価格化 
 

【近隣量販店の価格調査】 

 

近隣量販店の平均価格より 

優位な価格の品目 

  2４品目/35品目 

 

 

59,120枚 
令和 2年度 

 

60,493 枚 
令和 3年度 

 

 1,373枚 

  ＵＰ!! 
 

 330枚 

  ＵＰ!! 
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   だからこそできる支援と情報発信 JA 
生産者に対する支援策の展開 

   

 

 

延べ310 件 

（令和 2 年度上期訪問数） 

 

 

単身高齢入居者への訪問活動 

   JA ハウジングでは、管理物件に入居されている 

一人暮らしの高齢者宅を定期的に訪問し、 

健康状態や入居物件に変わりがないかなど 

相談活動に取り組んでいます。 

 

延べ332 件 

（令和 3年度上期訪問数） 

SNS でリアルタイムに情報発信 

d各直売所では安全・安心にご利用いただくための対策を

実施するとともに、ＳＮＳを通じて農畜産物の旬情報等

をリアルタイムに発信しています。 

御影     

      農野花     

地域農業の振興やコロナ禍における影響に対してＪＡ兵庫六甲の

独自支援事業の実施や行政と連携した公的支援策の周知・伴走支援

等を行いました。 

 

経営継続補助金完了件数     
236 件 

 

 

 
 

 

 

 

Ｊ
Ａ
兵
庫
六
甲
公
式
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は 

全
部
で

18
ア
カ
ウ
ン
ト 

 

【当ＪＡ独自支援事業】 

 

 

 

【公的支援策の周知・伴走支援】 

 

 

インスタグラム 
フォロワー数 

5,739 名 

2,532 名 

ＪＡ兵庫六甲 

神戸西営農    

基幹的産地レベルアップ支援事業 

支援対象品目：黒大豆枝豆 

 
 

 

 

 

 
フォロワー数 

3,207名 UP！！  
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８．店舗体制

（１） 本店、支店、出張所、店
（令和３年９月末現在）

店 舗 名 住 所 ＡＴＭ台数 電話番号

本店

御影支店

神戸元町出張所

垂水支店

垂水駅前出張所

伊川支店

西神文化センター出張所

櫨谷支店

押部支店

神出支店

平野支店

玉津支店

岩岡支店

須磨支店

山田支店

小部支店

西鈴蘭台出張所

谷上支店

有野支店

道場支店

八多支店

大沢支店

北神長尾支店

淡河支店

上淡河支店

宝塚長尾支店

宝塚支店

宝塚西支店

宝塚西谷支店

宝塚安倉支店

西宮支店

夙川支店

西宮中央支店

瓦木支店

甲東支店

名塩支店

名塩駅前店

山口支店

下山口支店

三田支店

三輪支店

藍支店

本庄支店

広野支店

高平支店

神戸市北区有野中町2－12－13

神戸市東灘区御影郡家1-14-8

御影ＪＡ総合センター1階

神戸市中央区海岸通１番地 農業会館１階

神戸市垂水区向陽3－1－27

神戸市垂水区天ノ下町1－1－158

神戸市西区池上4－4－1

神戸市西区伊川谷町潤和1058

神戸市西区櫨谷町長谷68－1

神戸市西区押部谷町西盛323－2

神戸市西区神出町田井459－1

神戸市西区平野町下村325

神戸市西区玉津町今津109

神戸市西区岩岡町岩岡944－1

神戸市須磨区北落合1－4－36

神戸市北区山田町中字長尾サ28－2

神戸市北区鈴蘭台東町4－5－26

神戸市北区南五葉1－2－25

神戸市北区谷上東町7－3

神戸市北区有野中町1－4－20

神戸市北区道場町塩田18－2

神戸市北区八多町附物783－2

神戸市北区大沢町中大沢字尾上1－2

神戸市北区長尾町宅原2990

神戸市北区淡河町淡河字久保垣748－1

神戸市北区淡河町野瀬715

宝塚市山本中3－17－16

宝塚市米谷2－4－29

宝塚市小林2－3－27

宝塚市大原野字南宮2－4

宝塚市安倉中5－11－5

西宮市江上町8-21

西宮ＪＡ総合センター1階

西宮市石刎町10－26

西宮市神明町2－13

西宮市大森町2－53

西宮市神呪町3－41

西宮市名塩1－25－10

西宮市名塩新町8

西宮市山口町上山口1－5－1

西宮市山口町下山口1－9－2

三田市川除677－1

三田ＪＡ総合センター1階

三田市三輪1－8－6

三田市下相野323

三田市東本庄1319－2

三田市上井沢26

三田市下里478

１

１

―

１

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

１

１

２

１

２

１

１

１

１

１

２

２

１

１

１

１

１

078-981-6550

078-858-5031

078-333-5851

078-708-8001

078-707-1212

078-974-1901

078-974-2810

078-991-1055

078-994-1055

078-965-1055

078-961-0555

078-912-5412

078-967-1055

078-792-1494

078-581-2014

078-591-0911

078-591-6780

078-581-1046

078-981-5281

078-986-2159

078-982-0001

078-954-0311

078-986-2685

078-959-0101

078-958-0101

0797-88-0137

0797-86-0351

0797-71-5241

0797-91-0002

0797-84-5871

0798-34-0555

0798-73-0264

0798-67-2284

0798-67-2010

0798-51-3131

0797-61-0611

0797-61-1241

078-904-0253

078-904-2391

079-563-4191

079-563-4545

079-568-1321

079-568-1315

079-567-1111

079-569-1101
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（２） 店舗外ＡＴＭ設置場所

店 舗 名 住 所 ＡＴＭ台数 電話番号

川西支店

久代店

加茂店

美園店

多田支店

東谷支店

尼崎支店

立花出張所

武庫支店

塚口支店

大庄支店

小田支店

園田支店

園田駅支店

昆陽池支店

伊丹支店

神津支店

昆陽の里支店

天神川支店

猪名川支店

六瀬支店

川西市栄根2－6－37

川西ＪＡ総合センター1階

川西市久代1－22－25

川西市加茂2－1－31

川西市美園町12－9

川西市多田桜木2－11－21

川西市見野2－29－4

尼崎市上ノ島町3－25－25

尼崎市立花町2－1－21

尼崎市武庫元町1－28－5

尼崎市塚口町1－11－1

尼崎市大庄西町3－18－18

尼崎市潮江1－4－5

尼崎市口田中1－28－1

尼崎市東園田町4-95-14

伊丹市昆陽1－224－2

伊丹市中央2－9－16

伊丹市森本3－8

伊丹市池尻1－150－2

伊丹市北野1－17

川辺郡猪名川町柏梨田字前ヶ谷157－10

川辺郡猪名川町笹尾字黒添ヱ21

２

１

１

１

１

１

１

１

２

２

１

１

１

２

１

１

１

１

１

１

１

072-759-6971

072-759-3306

072-759-7782

072-759-7781

072-793-1551

072-794-1021

06-6424-2105

06-6429-8888

06-6433-3333

06-6424-2171

06-6416-7981

06-6499-6921

06-6491-5831

06-6495-2223

072-779-3151

072-772-1691

072-782-2105

072-781-2542

072-781-1669

072-766-0012

072-768-0221

場 所 ＪＡバンク兵庫 台 数

神戸西資産管理センター池上店 神戸市西区池上3－3－2 ＡＴＭ ２

名塩支店（生瀬） 西宮市生瀬町2－9－5 ＡＴＭ １

六甲のめぐみ 神戸市西区押部谷町高和字性海寺山1557-1 ＡＴＭ １

山陽マルナカ玉津店 神戸市西区小山3－6－34 ＡＴＭ １

イズミヤカナート西神戸店 神戸市西区竜が岡1－21－1 ＡＴＭ １

三田市役所 三田市三輪2－1－1 ＡＴＭ １

イオンモール猪名川店 川辺郡猪名川町白金2－1 ＡＴＭ １
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（３） その他事務所

事 務 所 名 住 所 電話番号

共済事故相談センター

経営相談センター

神戸西営農総合センター

神戸北営農総合センター

三田営農総合センター

阪神営農総合センター

宝塚営農支援センター

西宮営農支援センター

川西営農支援センター

尼崎営農支援センター

伊丹営農支援センター

猪名川営農支援センター

都市農地相談センター

神戸西資産管理センター

神戸西資産管理センター池上店

神戸北資産管理センター

宝塚資産管理センター

西宮資産管理センター

西宮資産管理センター下山口店

三田資産管理センター

川西資産管理センター

尼崎資産管理センター

伊丹資産管理センター

[子会社]

株式会社 ジェイエイアクト 本社

株式会社 ジェイエイファーム六甲

[関係団体]

社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会

オアシス向陽

オアシス神戸西

オアシス神戸北

オアシス宝塚

オアシス西宮

オアシス三田

オアシス川西

オアシス大和

オアシス尼崎立花

オアシス千歳（特別養護老人ホーム）

オアシス千歳リハビリデイサービスセンター

オアシス伊丹池尻

オアシス猪名川

神戸市北区有野中町2－12－13

神戸市北区有野中町2－12－13

神戸市西区平野町印路660－1

神戸市北区八多町屏風1145

三田市川除677－1

三田ＪＡ総合センター1階

伊丹市北本町3－50

宝塚市大原野字南宮2－4

西宮市江上町8-21

西宮ＪＡ総合センター1階

川西市下加茂1－27－5

尼崎市武庫元町1－28-5

伊丹市昆陽1－236－2

川辺郡猪名川町万善字南アジャリ178

伊丹市北本町3－50

神戸市西区伊川谷町潤和1058

神戸市西区池上3－3－2

神戸市北区谷上東町7－3

宝塚市小浜3－12－23

小浜ふれあい会館1階

西宮市江上町8-21

西宮ＪＡ総合センター1階

西宮市山口町下山口1-9-2

三田市三輪1－8－6

川西市栄根2－6－37

川西ＪＡ総合センター2階

尼崎市塚口町1－11－1

伊丹市中央2－9－16

神戸市西区伊川谷町潤和1058

神戸市北区八多町屏風1145

神戸市垂水区向陽 3－1－27

神戸市西区伊川谷町潤和 1058

神戸市北区淡河町野瀬 715

宝塚市小浜 3－12－23

小浜ふれあい会館2階

西宮市江上町 8-21

西宮ＪＡ総合センター3階

三田市川除 677－1

三田ＪＡ総合センター2階

川西市栄根 2－6－37

川西ＪＡ総合センター4階

川西市大和西 4－2－8

尼崎市上ノ島町 3－25－25

伊丹市中央 4－5－6

伊丹市中央 4－4－2

伊丹市池尻 6－186－1

川辺郡猪名川町上野字北畑43

078-981-5544

078-981-6657

078-961-1277

078-981-5540

079-563-4192

072-773-5177

0797-91-1565

0798-34-0322

072-757-3575

06-6433-3441

072-772-3302

072-767-8020

072-773-5177

078-974-4564

078-975-2181

078-583-4310

0797-84-9325

0798-34-0336

078-904-3636

079-563-4194

072-757-3637

06-6424-2152

072-773-6180

078-975-5400

078-987-3720

078-704-2766

078-974-2805

078-950-9223

0797-85-5003

0798-61-5221

079-569-7156

072-756-8650

072-791-6366

06-6424-2401

072-771-1500

072-771-1580

072-785-5070

072-766-8001
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Ⅱ 財務状況や事業に関する開示項目

１．金融再生法開示債権区分に基づく保全状況

（単位：百万円、％）

（注）１．上記の債権区分は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（平成10年法律第
132号）第６条に基づき、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、次のとおり区分し
たものです。

①破産更生債権及びこれらに準ずる債権

法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる

債権

②危険債権

経営破綻の状況にはないが、財政状況の悪化等により元本および利息の回収ができ

ない可能性の高い債権

③要管理債権

３か月以上延滞貸出債権（元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として

３か月以上延滞している貸出債権）および貸出条件緩和貸出債権（経済的困難に陥った

債務者の再建又は支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な

一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権）

④正常債権

上記以外の債権

債権区分 令和３年９月末 令和３年３月末

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 ４７２ ５５９

危険債権 ３，２１２ ３，４６５

要管理債権 - -

小 計（Ａ） ３，６８５ ４，０２５

保全額（合計）（Ｂ） ３，６６４ ３，７３９

担 保 ３，３４９ ３，３００

保 証 １９１ １９５

引 当 １２４ ２４３

保全率（Ｂ／Ａ） ９９．４５ ９２．８９

正常債権 ３９８，１４１ ３８７，５４７

合 計 ４０１，８２６ ３９１，５７２
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２．自己資本比率（単体）

３．主要勘定の状況

（単位：百万円）

４．有価証券等時価情報

（単位：百万円）

（注）１．時価は市場価格等によっております。
２．取得価額は取得原価又は償却原価によっています。

３．満期保有目的の債券については、取得価額を貸借対照表価額として計上しております。
４．その他有価証券については時価を貸借対照表価額としております

※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

令和３年９月末 令和３年３月末（参考）

１２．３３％ １２．５５％

令和３年９月末 令和３年３月末 令和２年９月末

貯 金 １，５６８，２８１ １，５１３，０５５ １，４９８，６６３

貸 出 金 ４０１，６９４ ３９１，４１８ ３８５，２４８

預 け 金 １，１３０，９８０ １，０８０，４４７ １，１０２，３５１

有 価 証 券 ４１，９９３ ３７，０８１ ２３，５６６

長期共済保有高 ２，００１，３８６ ２，０３４，２６８ ２，０５９，２４３

保有区分
令和３年９月末 令和３年３月末

取得価額 時 価 評価損益 取得価額 時 価 評価損益

売買目的 ― ― ― ― ― ―

満期保有目的 ― ― ― ― ― ―

その他 ４１,５１０ ４１,９９３ ４８２ ３６,９３３ ３７,０８１ １４８

計 ４１,５１０ ４１,９９３ ４８２ ３６,９３３ ３７,０８１ １４８
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