
2017▶2021

第4次5か年計画

     ’21 ビジョン

ダイジェスト版

http://www.jarokko.or.jp

JA兵庫六甲 企画管理本部（経営企画）
〒651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町2丁目12-13  TEL.078-981-6550 FAX.078-981-3165

［JA兵庫六甲 ’21ビジョンスローガン］

組合員･役職員と農業を支える地域住民
「W」と「A」で地域に描く農を軸とした「WA(輪)」を表現

私たちがとりくむ、次の5年。

現在は「JA」という愛称で親しまれている。
あえて“農協”とすることで原点回帰を目指すことを表現



目指すもの
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わたしたちは「創造」します
人・感動・緑のまちづくり

農業振興と環境保全

環境とまちづくり

くらしと文化の創造

経営と組織運営

代表理事組合長

吉田 康弘
よしだ    やすひろ

ごあいさつ

　組合員の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り誠にあ
りがとうございます。
　さて、平成24年度から第3次5か年計画「’16ビジョン」にとりくみ、農
業や地域の活性化のため、様々な活動を実践することができました。これ
もひとえに組合員の皆様のご助力のおかげであると心から感謝申し上げ
ます。特に合併15周年を迎えた平成27年度には、多様な「食」と「農」の
活動が各地で繰り広げられ、組合員と役職員が一体となり農業振興と
地域活性化にとりくむことができました。
　この5年間を振り返ると、日本経済は緩やかな回復傾向がみられるよ
うになったものの、消費税の増税や日銀のマイナス金利導入後も内外需
の伸びは弱く、実体経済への反映は総じて鈍かったと言えます。また、世界経済においても、金融市
場の不安定さから減速懸念が強まっており、依然として先行き不透明な状況に変わりはありません。
　農業・JAをとりまく環境も、人口減少、超高齢社会、農業の後継者や担い手の不足、食文化の変化
に伴う主食用米需要の減退などにより、農業の生産基盤をはじめとした地域経済が今後急速に脆
弱化していく恐れがあります。
　さらには、急進的な農協改革や諸外国との経済連携協定の動向など、JA運営の根幹に関わる重
大な転換期に直面することが予測されます。
　当JAは、このような現状を踏まえ、平成29年度よりスタートする第4次5か年計画「’21ビジョン」
のスローガンを『ＷeＡre 農協～食と農を通じて地域の未来をともに拓こう～』とし、組合員・役職
員が農業協同組合の原点に立ち返り、食と農を基軸とした地域貢献活動に一層努めてまいります。
　平成28年度に実施した組合員アンケートでは、『貯金・融資』に次いで、『地域農業の振興』『地産
地消のとりくみ』『安全安心な農畜産物の供給』に力を入れて欲しいとの声を多くいただき、JAの本
来的役割に対する期待を改めて実感いたしました。本年、西宮JA総合センターが完成し、平成30年
には神戸市東灘区に新たな拠点として、直売所併設の金融店舗が完成予定です。これらをJAの新
たな在り方を創造する店舗として、多くの方々にご利用いただき、都市と農村、消費者と生産者を結
ぶ懸け橋としてまいります。そして、さらなる魅力ある店舗づくり、協同活動を担う人材育成に励むと
ともに、組合員のくらし・地域農業の振興を力強く支えられるよう努めてまいります。
　組合員・地域住民の皆様におかれましては、地域社会の持続的な発展を共に目指し、当JAの事
業・活動への積極的なご参加とご協力をお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。

ひら

経営理念

人
わたしたちは、地球に
共に生きる一員として、
ＪＡ運動の推進者とな
る「人」社会から求めら
れる「人」を創造ります。

つ く

※わたしたち：「組合員と役職員」の意

目次

わたしたちは、こころの
琴線に触れるような事業
や活動をおこないます。
そして、この事業や活動
によってさらなる感動を
創造ります。 

感動

つ く

きんせん
わたしたちは、生態系
に配慮した農業生産や
自然と調和した緑あふ
れるまちづくりをすす
め、未来へと続く社会
を創造ります。

緑のまち

つ く
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2．地域農業を未来へつなぐためのとりくみ
都市農地保全に向けたとりくみ（1）

新たなモデルの展開による担い手の育成支援（2）

都市と農村、消費者と生産者をつなぐ新たな都市部戦略の実践（3）

農と地域の活性化を目指すパートナーとして、准組合員との結びつき強化（4）

3．自己改革実践のための体制整備
地域・地区の特性を活かした運営体制の強化（1）

改正農協法に対応するための体制整備（2）

1．組合員所得の増大に向けて挑戦するとりくみ
多様なチャネルに向けたさらなる攻めの農畜産物販売（1）

さらなる生産コスト削減へのとりくみ（2）

特色あるブランドの開発や加工等を通じた農畜産物の高付加価値化（3）

手取り拡大のための経営ノウハウ蓄積支援（4）

4．

6．

03 04

～食と農を通じて地域の未来をともに拓こう～

人と人との結びつきを強化し
協同活動を活性化するためのとりくみ

営農と豊かなくらしを支え、
大切な資産を次世代につなげる
ためのとりくみ

5．

信頼される健全経営への
とりくみ

1．

3．

組合員所得の増大に向けて
挑戦するとりくみ

地域農業を未来へつなぐための
とりくみ2．

自己改革実践のための
体制整備

スローガン

第4次5か年計画「’２１ビジョン」

～食と農を通じて地域の未来をともに拓こう～
ひら

わたしたちは、農と地域に根ざした様々な活動を通じて、地域社会の発展にとりくんできました。
そして、これからも、地域農業の振興と豊かなくらし・まちづくりに貢献し、
地域になくてはならない存在を目指し続けます。

▶P4へ

▶P5へ

変わらぬ
使命のために
引き続きとりくむこと
一人にできることは小さくとも、
人と人がつながりあい、協力しあえば解決できること。
いつの時代にもそれを支えていくのが
わたしたち農業協同組合の大切な使命。

変革に向けて
とりくみを
強化すること
時代の流れにしっかりと適応しながら、
地域農業を発展させ、
未来へとつなげていくための『挑戦』。
そして、そのために必要となる組織の
体制、風土、人材づくり。

変
革
に
向
け
て
と
り
く
み
を
強
化
す
る
こ
と

ニ イチ
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5．営農と豊かなくらしを支え、大切な資産を次世代につなげるためのとりくみ
組合員所得増大のための多様な活動と事業の展開（1）

強い農業基盤づくりに向けた担い手育成や農地活用・技術提案等の実施（2）

大切な資産を未来につなぐためのとりくみの充実（3）

健康で心豊かなくらしを実現するための生活文化活動の展開（4）

食と農の大切さを伝える食農教育活動の推進や積極的な情報発信（5）

農とくらしを守りより豊かにするための信用・共済事業の展開（6）

総合力発揮によるさまざまな連携・ビジネスマッチングの展開（7）

6．信頼される健全経営へのとりくみ
安心で快適に暮らせる地域社会づくりへの貢献（1）

安定的に農協運動にとりくみ続けるためのコスト低減の実践（2）

農協運動の推進を担う、プロ意識と温かみのある役職員の育成（3）

計画的かつ効果的な施設整備の実施（4）

コンプライアンスならびにリスク管理態勢の強化（5）

4．人と人との結びつきを強化し協同活動を活性化するためのとりくみ
組合員の意思疎通・意思反映の場づくり（1）

未来の協同組合運動を担う仲間づくり（2）

地産地消運動のさらなる活性化と地域農業の応援団づくり（3）

変
わ
ら
ぬ
使
命
の
た
め
に
引
き
続
き
と
り
く
む
こ
と
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～食と農を通じて地域の未来をともに拓こう～

１．営農経済活動
2021年度目標

180億円

44戸

98.0％

70.0％

2,844千人

2,940人

160集落

△15％

主な数値目標

4．協同活動・経営管理

３．生活文化活動

２．資産管理活動
項　目

農地に関する相談（貸農園・農作業委託取次等）

農地法・生産緑地法等に関する研修会

相続シミュレーション作成件数

賃貸住宅入居率

記帳代行サービス契約件数

資産管理購買取扱高

　　（うちリフォーム取扱高）

2016年度実績

―

―

291件

90.2％

607件

32億円

13億円

2021年度目標

24件

8回

200件

90％以上

650件

40億円

17億円

項　目

支店マルシェ等農業イベントの開催拠点数

食農教育活動

農業向け融資の取扱

農業金融プランナー資格保有者

貸出金残高（地方公共団体向けを除く）

資産管理相談活動を通じた各種ローン取扱数

貯金残高（地方公共団体向けを除く）

共済契約者数

2016年度実績

31支店

286回

56件

56人

3,212億円

48件

1兆3,099億円

95,371人

2021年度目標

56支店

300回

5年間で500件

150人

3,362億円

100件

1兆3,759億円

100,000人

項　目

改正農協法へ対応するための
役員選出制度見直し

公認会計士監査に対応するための
内部統制強化

認定農業者など多様な担い手との
意思疎通の強化

組合員数

　　（うち正組合員数）

　　（うち准組合員数）

正組合員一戸複数化率

組合員座談会（開催数／参加者数）

　　（うち准組合員座談会の開催数）

注）ビジョンの内容につきましては、
達成状況や環境変化に対応できるよう、
2019年度（平成31年度）に
中間見直しを行います。

2016年度実績

審議会の開催

マニュアル整備と
モニタリング強化

意見交換会の企画

121,919人

31,710人

90,209人

163％

163回／2,799人

2回

2021年度目標

2019年役員改選

高精度な
内部統制の実現

全戸訪問・意見交換会

132,400人

33,000人

99,400人

170％

190回／3,310人

56回

2016年度実績

155億円

22戸

90.3％

63.7％

2,432千人

2,725人

104集落

2017年モデル経営体設定

項　目

販売高（米・青果・花卉・肉牛）

販売高3000万円農家数

【米】　　直接販売率（うるち、もち米）

【青果物】直接販売率

直売所来店者数

直売所出荷者数

集落営農とりくみ集落数

水稲生産コスト削減率

JA HYOGO ROKKO ’21 VISION



07 08

神戸西地区

「’21ビジョン」の策定にあたり、
組合員アンケートを実施しました。
（回答者数・・・10,737名）

自由意見欄にご記入いただいたご意見です。

１位 … 貯金・融資

２位 … 直売所での農畜産物販売

３位 … 安全安心な農畜産物の提供

４位 … 農畜産物の出荷

５位 … 地産地消のとりくみ

６位 … 地元農畜産物の販路拡大

７位 … 食農教育のとりくみ

８位 … 共済

９位 … 金融店舗でのミニ直売

10位 … 介護支援などの高齢者福祉

4.0点

3.9点

3.9点

3.8点

3.7点

3.7点

3.6点

3.5点

3.4点

3.4点

声
組合員

アンケート結果
（平成28年7月実施）

各事業を5点満点で評価してください。

●農業をしていなくても食や農に興味を持ち、地産地消できる
ようなとりくみをしてもらいたい。（正）
●農家の後継者不足で農地が今後どうなっていくのか心配で
す。私たちの食を守るためにも農地の保全に力を入れてもら
いたい。（准）

神戸北地区

●土地を有効利用し国内生産を重視。安全安心なものを提供
して欲しい。ＪＡの原点を忘れずに、みんなに愛されるＪＡで
あって欲しい。（正）
●直売所の野菜が好きですが、地元農業の将来が大丈夫かと
心配です。農業を大切にして下さい。（准）

宝塚地区

●農業者の高齢化、後継者不足により、休耕田や耕作放棄田が
増えている。JA主導で積極的な対策を期待します。（正）

●准組合員が農業にとりくんでみたいと思うような、体験型イ
ベントを企画して欲しい。農産物がもらえる定期貯金がある
と楽しい。（准）

西宮地区

●家庭菜園、貸農園、ベランダでのプランター栽培など、都会型
ミニ農業が盛んである。それらに対する情報提供、具体的な
指導を行う事でより深い興味・知識を持たせ、食の基本であ
る農業啓発へと繋げてほしい。（正）
●直売所の農畜産物が大変美味しくて、リピーターになりまし
た。味、値段、鮮度もよく気に入っています。（准）

三田地区

●農業者のための農業協同組合であることが基本である。今離
農者が増加している現状から、農業経営が行き詰まっている
ことは明白である。未来ある農業経営ができるための事業活
動を考えていただきたい。（正）

●三田市も人口減少の波は来ます。若者の三田市への移住
をかねて、新規就農者の増加対策が必要だと思います。
（准）

川西地区

●増え続けている空き家の有効利用について検討を進め、過疎
化対策も含め農業振興へとつなげて欲しい。（正）

●安全安心な農畜産物の直売所増設等、地産地消のとりくみ
をお願いします。地元の旬の美味しいものをたくさん食べた
いです。（准）

尼崎地区

●都市農業が安定して継続が図れるような施策を講じて欲し
い。例えば福祉農園、市民農園の充実化やＪＡの支店での農
産物販売による利用者の拡大。また、農地の相続税に関する
行政への働きかけもしてほしい。（正）

●農業にたずさわる人達の意見を聞き、あらたに農業にたず
さわる若い人達を巻き込み、育てる。地域に密着した農協な
ので、高齢者対策・支援事業も力を入れて欲しい。（准）

伊丹地区

●伊丹市内の「スマイル阪神」の盛況振りを考えると、地元の
野菜などが重宝されると思うので、個配・宅配システムの
導入をされると良いと思います。（正）

●子供が農業を体験して、作物の美味しさなど知る機会を増
やして欲しいです。（准）

猪名川地区

●農業の高コスト体質（肥料･農薬・農機具導入・メンテナンス
などの経費・ランニングコスト（電気代等））からの転換。儲かる
農業につなげていくことが、農地を守り、安全安心な食料を
守っていくことになる。（正）

●学校給食で美味しいお米を子供達に食べさせてください。米
は美味しいという印象を子供達に持ってもらい、日本のお米
のファンになってもらいたい。（准）

Q．

１位 … 貯金・融資

２位 … 安全安心な農畜産物の提供

３位 … 介護支援などの高齢者福祉

４位 … 地元農畜産物の販路拡大

５位 … 直売所での農畜産物販売

６位 … 地産地消のとりくみ

７位 … 農畜産物の出荷

８位 … 食農教育のとりくみ

９位 … 新規就農者の育成支援

10位 … 金融店舗でのミニ直売

■… 正組合員
■… 准組合員

4,053pt

3,411pt

3,306pt

3,121pt

2,913pt

2,819pt

2,089pt

1,969pt

1,721pt

1,643pt

今後、更に力を入れるべき事業を5つ選んでください。Q．

JA兵庫六甲が現在もしくはこれから行う主な事業47項目について、
下の2つの問いに回答いただきました。その上位10項目です。

※（正）は正組合員、（准）は准組合員を示しています。
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『大地のめぐみ、豊かなくらし、
夢ある地域… 私のJAから』
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スローガン

［主な数値項目］

①組織活動目標

②事業目標

③経営目標

6月 オアシス猪名川 開設
8月 武庫支店 竣工
12月 尼崎営農支援センター

オープン

3月 農畜産物アンテナショップ
六甲の懸け橋オープン

5月 神戸元町店
リニューアルオープン

農産物マルシェの拡大、
3基の玄米色彩選別機導入

9月 ジェイエイファーム六甲
設立

組合員数
　　（うち正組合員数）
　　（うち女性正組合員数）
年金友の会 会員数
食農教育活動人数
貯金
貸出金
長期共済保有高
医療系共済契約件数
購買品供給高
　　（うち生産購買）
販売品販売高
相続シミュレーション作成件数
資産管理購買供給高
　　（うちリフォーム取扱高）
　　（うちリフォーム取扱高累計）
総資産
組合員資本
事業総利益
事業利益
労働生産性

122,000人　▶

42,000人　▶
16,700人　▶

70,000人　▶

24,000人　▶

1兆2,000億円　▶

4,800億円　▶

2兆1,326億円　▶

37,000件　▶

51億円　▶

50億円　▶

157億円　▶

1,200件　▶

42億7,363万円　▶

12億円　▶
55億円　▶

1兆3,000億円　▶

780億円　▶

150億円　▶

30億円　▶

1,200万円　▶

目標数値 平成28年度末実績

7月 農協市場館 マルシェ六甲
オープン

9月 丹波ひかみ地区（集中豪雨
被害に伴う復旧支援）の
ボランティア活動に参加

10月 農家のおにぎり屋 川西店
オープン

10月 社会福祉法人
ジェイエイ兵庫六甲福祉会へ
介護福祉事業を移管

11月 オアシス尼崎立花 開設 
12月 オアシス伊丹池尻 開設
2月 移動販売車導入

4月 ろくちゃん食農支援基金設立
10月 最先端園芸施設ゆめファーム兵庫六甲 開設

2月 食いしん坊マラソン大会開催

●准組合員、利用者との意見交換会の開催
●総合ポイント制度拡充

合併
15周年

第3次5か年計画

「’16 ビジョン」振り返り
2012年（平成24年）4月～2017年（平成29年）3月

121,919人

31,710人
12,009人

65,207人

15,421人

1兆3,587億円

3,881億円

2兆1,686億円

32,742件

36億1,625万円

34億8,712万円

154億8,406万円

1,817件

32億1,505万円

13億5,853万円
77億44万円

1兆4,550億円

739億4,629万円

140億5,273万円

11億6,269万円

1,062万円

平成24年度
（2012年度）

平成25年度
（2013年度）

平成26年度
（2014年度）

平成27年度
（2015年度）

平成28年度
（2016年度）

4月 自己改革を提唱
5月 熊本県ボランティア活動参加
9月 北海道ボランティア活動参加
10月 産地厳選 特別栽培米

三田産コシヒカリ奥三田 販売開始

2月 農協市場館 米工房稲穂園・
ほんまもん園田の郷リニューアルオープン

3月 西宮JA総合センタービル 竣工
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