ＪＡ自己改革推進レポートについて
令和元年１２月２５日
Ｊ Ａ 鳥 取 県 中 央 会
１．ＪＡ自己改革実践状況
（１）ＪＡ鳥取いなばの取り組み
① 白ネギの出荷規格見直し
ＪＡ鳥取いなば白ねぎ生産出荷協議会は 11 月
13 日、令和元年度白ネギ販売対策会議を開き、出
荷規格変更を協議し、今シーズンの出荷から新規
格の適用を決めた。白ネギの葉の出荷規格を見直
し、秀品は「1 束全て 3 枚葉」という条件を、今
後は、「3 枚葉が 1 束に 1 本以上あり、2 枚葉も認
める」に変更。秀品率を向上させ、出荷量増加に
つなげる。
② 「グループホームわかばの家勝谷」令和２年４月オープン
ＪＡ鳥取いなばグループの福祉専門会社わかば
は 11 月 27 日、「グループホームわかばの家勝谷」
の起工式を鳥取市鹿野町で開いた。地域密着型の
施設として令和 2 年 4 月オープンを予定している。
既存のデイサービス施設をリフォームして活用し、
居室部分を増築。利用者が安心してサポートを受
けられる施設を作る。
③

トスクが県東部の小中学校に図書カードを贈呈
ＪＡ鳥取いなばグループのトスクは 12 月 9 日、
学校図書の充実に寄与するため、図書カードの贈
呈式を、小中一貫校の若桜町立若桜学園（中尾善
登校長）で開いた。トスク全店で「第 30 回東部
地区小中学校等に図書を贈ろうキャンペーン」を
実施し、計 78 校へ寄贈した。
④

女性大学でライフプランセミナー
ＪＡ鳥取いなば女性大学「ルシール」は 11 月
13 日、第 4 回講座「ハッピーマイライフセミナー」
をＪＡ本店で開いた。ライフプラン設計の基礎知
識のほか、短期・長期で行うべきこと、目標や夢
など総合的に考え、心・体・お金のバランスを取
ることが大切であると受講生に伝えた。

⑤ GI 産品「こおげ花御所柿」東京でトップセールス
ＪＡ鳥取いなばは 11 月 29 日、GI 産品「こお
げ花御所柿」の試食宣伝会を東京都の高級果物店
「京橋千疋屋」小田急新宿本館店で開いた。同
ＪＡの岡本達眞専務や郡家支店柿生産部の細田
邦男部長のほか、鳥取県の平井伸治知事が店先に
立ち、トップセールスで来店客らに美味しさをア
ピールした。
（２）ＪＡ鳥取中央の取り組み
① 松崎駅南梨生産団地の植え付け作業が始まる！
ＪＡ鳥取中央が産地力向上に向けて進めている
梨団地の棚が完成し、苗木の植え付け作業が始ま
った。湯梨浜町の JR 山陰本線松崎駅に隣接する
松崎駅南梨生産団地は 1.6ha で露地「二十世紀」、
「新甘泉」、
「王秋」を栽培していく。
「新甘泉 1,519
本」、「王秋 864 本」のジョイント用苗を 11 月 20
日～26 日にかけて植え付けを完了した。ジョイン
ト用の苗木は同ＪＡが行う苗木育成の委託事業
を活用。12 月には、
「二十世紀 49 本」と交配樹用の苗 32 本の植え付け作業を進めている。
「新甘泉・王秋」ともに、ジョイント網掛け無袋栽培で早期収穫を可能にし、作業軽減を
図る。成園は 2024 年を予定しており、45t、3,000 万円の販売を目指す。
② 直売所「旬鮮プラザ満菜館」が 10 周年大誕生祭を開催！
ＪＡ鳥取中央直売所「旬鮮プラザ満菜館」は 11
月 23 日～24 日の 2 日間、10 周年を迎える大誕生
祭を行った。会場には新鮮な農産物のほか、ＪＡ
鳥取中央長芋生産部による「ねばりっこ」の試食
販売や進物の発送、ＪＡえひめ南の「愛媛みかん」
詰め放題や、鳥取県産新品種米「星空舞」の試食
販売も行われた。
また、同直売所友の会による地元野菜とマーブルポークが入った豚汁やカニ汁を 500
杯ずつ無料提供し、来場者は冷えた体を温めながら美味しさを堪能した。
同会の中原会長は「10 周年を迎えることができてうれしい。これからも消費者に足を運ん
でもらえる店作り、イベントをこまめに行っていきたい」と話す。

③ 農業祭での寄付金を贈呈！
ＪＡ鳥取中央は 5 日、倉吉市にある児童養護施設社会福
祉法人「因伯子供学園」に寄付金などを贈呈した。これは、
地域貢献活動の一環として児童の健全育成を目的に毎年
行っている。寄付したのは 12 月 1 日に同ＪＡ本所で開い
た収穫感謝大農業祭で来場者に募った寄付金とみかん 1
箱、「ＪＡ中央サミット」で協定を結んだＪＡえひめ中央
のみかんゼリー5 個を贈呈。同ＪＡの栗原組合長が同学園
を訪れ、吉田園長に目録を手渡した。吉田園長は「毎年感
謝している。子どもたちの自立支援のためにも大事に使わ
せていただく」と話す。
④ 第１回就農相談会を開催！
ＪＡ鳥取中央では、毎月第２水曜日に就農相談会を開
き、新規就農者の獲得につなげていく取り組みを始めた。
同ＪＡ管内の農業に興味を持つ人を対象に、農作業の
流れや就農するまでに必要な手続きなどを生産部や行
政、農業大学校などの関係機関と連携を図りながら説明
し、継続的な支援体制、就農へのプロセスにつなげて
いく。初回となる 12 月 11 日には、新規就農予定者 3
人が参加し栽培したい品目や栽培体制、栽培するにあた
っての資金面などの聞き取りをしながら、農業大学校の
研修制度などについて幅広い情報を提供した。参加者等
から、遊休農地の活用や就農後の初期費用などについて
質問があり、ＪＡ担当者などが分りやすく説明した。梨
作りに興味を持った愛知県からの参加者は「就農する時
の問題点や不安な点を、現場の生の声が聞けたことで方
向性が見え参加して良かった」と話す。
（３）ＪＡ子どもフェスタについて（ＪＡ鳥取県中央会）
ＪＡ鳥取県中央会は 12 月 7 日、琴浦町で「ＪＡ
子どもフェスタ」を開催し、第 55 回わかば作文・
図画コンクールとＪＡ共済鳥取県小・中学生第 63
回書道・第 42 回交通安全ポスターコンクールの受
賞者を表彰した。「わかば」コンクールは、次代を
担う子どもたちが、農業に親しみ、農業・食の大切
さの理解促進を図る目的で、中央会が毎年実施して
いる。受賞作品には、農業体験を通した感動や、農
業に携る家族への思いなどが素直に表現された作品が多かった。
わかば作文の部で県知事賞を受賞した八頭町立郡家東小学校 2 年の山本衣織さんは
「毎年家族で行っている、楽しい田植えを書いた」と話した。図画の部で同賞を受賞した

鳥取大学附属中学校１年の西川莉々子さんは、「自宅に届く、祖父が栽培する柿を想いな
がら描いた」と受賞を喜んだ。表彰式後、食農教育クイズやアトラクション「バルーン・エ
レクトーンショー」、大山乳業農協の白バラスイーツバイキングなどを親子で楽しんだ。
（４）ＪＡ全農とっとりのＪＡ自己改革の実践
① 「鳥取アグリフェスタ 2019」を開催
11 月 27 日に「鳥取アグリフェスタ 2019」をハ
ワイアロハホールにて開催した。県内の担い手農
家、営農組織の方を中心にＪＡ職員、行政関係等、
多数来場した。午前中は講演、各農業技術の紹介、
午後には圃場にて自動運転トラクターやドローン
などのスマート農業機械の実演会を行った。全農
とっとりは今後も農家の皆様へ情報提供を行い、
関係機関と連携しながら農家所得向上に向けて事
業を進めていく。
②

多収米等の生産提案の取組拡大
全農はＪＡと連携し、生産者の所得、営農の安
定を目指して実需者ニーズを踏まえた生産提案型
事業を行っている。業務用実需者との契約栽培の

拡大に取り組み、収量増で所得確保が見込める「多
収品種」や、
「用途別適性のある品種」の作付けを
提案し、営農支援を行いながら生産拡大を図って
いる。(176 ㌧・前年比：360％)
提案品種は、作期分散や病害抵抗性など各地域の生産ニーズに基づき選定し、「あきだ
わら」「やまだわら」「ほしじるし」「とよめき」など農研機構が開発した品種を中心に扱
っている。現在、「販売・購買・営農」3 部門が連携し、販売面では実需者と産地との契
約栽培提案・結び付き、購買面では栽培暦の作成など、営農面では有望品種の選定や栽培
技術支援を行っている。今後も「全農の総合力」を発揮し、取組拡大を進める。
（５）担い手金融リーダー会議を開催（ＪＡ鳥取信連）
ＪＡバンク鳥取は、ＪＡグループをあげて担い手支援に取り組んでいく中で、ＪＡバンク
鳥取として担い手金融対応強化を図るため、全ＪＡおよび信連に、担い手金融実務の責任者
となる「担い手金融リーダー」を設置している。
担い手金融リーダーの主な業務は、①担い手に対する融資・相談対応、②行政等関係団体
との連携にかかる窓口業務、③農業融資実務に関する研修等の実施などとしている。
ＪＡ鳥取信連は、令和元年 12 月 3 日に県内ＪＡの担い手金融リーダー約 20 名参集のもと、
担い手金融リーダー会議を開催した。
会議では、ＪＡバンク鳥取中期戦略の農業金融にかかる令和 2 年度の主な取組事項である
農業金融競励制度や農業近代化資金の保証料助成制度および新規の取り組むＪＡバンク鳥
取農業融資基盤拡充に対する助成事業等について説明し、取り組んでいくことを確認した。

また、県内ＪＡにおける農業融資の優良事例報告、農林中央金庫による全国事例紹介と
して信用・営農部門の連携事例等の報告および農業法人投資育成制度の活用について説明を
受けた。ＪＡバンク鳥取では、このような優良事例を参考にしながら、担い手金融リーダー
が中心となって農業融資シェアを向上させ、農業メインバンクとしての役割を一層発揮して
いく。
（６）令和元年度書道・交通安全ポスターコンクールについて（ＪＡ共済連鳥取）
ＪＡ共済では、組合員およびその家族の生命・財産を危険から守るための保障活動・地域
貢献活動に積極的に取り組み、組合員のしあわせの輪をひろげるよう努力している。
その一環として共済事業の相互扶助・思いやりの精神を、次代をになう小・中学生にも伝
えていくとともに、児童・生徒の書写教育に貢献することを目的として、小・中学生を対象
とした「書道コンクール」を開催し、また、児童・生徒の図画工作・美術教育の高揚をはか
り、交通安全思想を幅広く社会に訴えることを目的とした「交通安全ポスターコンクール」
を開催している。
本県においても、令和元年 6 月～9 月にかけてＪＡの所在区域内における小・中学校を対
象に作品の募集を募り、書道部門 8,172 点(半紙の部 7,850 点、条幅の部 322 点)と交通安全
ポスター部門 486 点の力作が寄せられた。
応募作品は、令和元年 10 月 4 日（金）に両部門の審査員により審査会が開催され、各部
門・学年（小 1～中 3）ごとに金賞、銀賞、銅賞の 162 点と金賞作品の中から特別賞 13 点が
決定された。金賞作品は、全国コンクールへ出品され、交通安全ポスター部門の農林水産大
臣賞をはじめ、銀賞 2 点、銅賞 2 点と書道部門では銅賞 1 点、佳作 6 点に入賞した。
また、鳥取県コンクールの金賞、特別賞の受賞作品は、令和元年 12 月 7 日（土）に開催
された「ＪＡ子どもフェスタ」において受賞者を招き、表彰式が行われた。
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