ＪＡ自己改革推進レポートについて
令和２年１１月２５日
Ｊ Ａ 鳥 取 県 中 央 会
１．ＪＡ自己改革実践状況
（１）ＪＡグループ鳥取の取り組み
① 県知事懇談で食農教育など 6 項目を要望
ＪＡグループ鳥取は 11 月 4 日、鳥取市で平井県知事と農政懇談会を開き、ＪＡ・連合会の
代表らが出席した。県に対し、県内小・中学校における「国消国産」運動に根差した食農教
育の深化に向けた取り組みや、生乳生産量 6 万トン維持及び高品質牛乳生産のための生産施
設整備への支援など 6 項目を要望した。
平井県知事は「新型コロナ禍で農業振興などＪＡグループの果たす役割は大きい。県内農
業を守り、育てていくためにも引き続き、ＪＡと協力していきたい」と述べた。
ＪＡ鳥取県中央会の栗原会長は「県独自の支援に感謝する。今後も生産者の不安を払拭す
るよう、高収益作物次期作支援交付金や需要に基づく主食用米生産の対策など、国への早期
の働き掛けをお願いする」と話した。
②

特産品で応援！ 県中学校駅伝
ＪＡグループ鳥取は、地域教育の一環として、11 月 11 日に県中学校体育連盟が米子市で
開いた県中学校駅伝競走大会に協賛し、県産米など県内農産物の提供を通じて、次代を担う
若者を応援した。
大会には男女 34 チームが出場し、ＪＡ鳥取県中央会の栗原会長が女子の部のスターターを
務めた。
男女優勝チームに県のオリジナル品種米「星空舞」や決勝ゴールテープを提供し、生徒数
150 人以内で優勝を除く最高位の学校に「わかば賞」として梨「王秋」を贈った。

男子の部で優勝した八頭町立八頭中

（２） ＪＡ鳥取いなばの取り組み
① 郡家保育所の園児がサツマイモ収穫体験
郡家支店は 10 月 7 日、支店行動計画の一環とし
て郡家保育所の園児 25 人を招き、サツマイモ収穫
体験を八頭町のほ場で開いた。支店職員 9 人、同支
店女性会会員 4 名も参加し、園児をサポートした。
収穫体験では同ＪＡ営農指導員がサツマイモ堀
りのコツを説明。園児はサツマイモのつるをたど
り、宝探しをするように収穫を楽しんだ。
園児は大きいサツマイモを掘り当てると「大き
い」「早く食べたい」と歓声をあげて喜んだ。
②

あんぽ柿の皮むきスタート
ＪＡ鳥取いなば広域あんぽ柿加工施設で、特産
の柿「西条」を使った「あんぽ柿」の加工が 10 月
18 日にスタートした。
加工施設では専用の乾燥機をフル稼働させ、と
ろりとした食感と濃厚な甘さに仕上げる。この季
節を代表する人気の商品として需要が高く、東
京・大阪・京都・広島などに出荷している。
同ＪＡの谷脇営農指導員は「生産者の所得増大
につながるようしっかりと加工作業に取り組みたい」と意気込んだ。

③

光合成促進機を導入。収量増へ
鳥取市にある（株）メイワファームは 10 月 28
日、所有するイチゴハウスに二酸化炭素（ＣＯ２）
濃度を適度に高め、光合成を促進する、ＬＰガス
使用の「光合成促進機」を導入した。設置はＪＡ
鳥取いなば資材課や同ＪＡいなば燃料センター、
全農とっとり県本部が連携した。
促進機はＬＰガスを燃焼させ、送風機でＣＯ２を
均一に、イチゴに適正な濃度で循環させる。
厳寒期の収量と販売金額の大幅増に期待が高まる。
いなば燃料センター高田本部長は「県内でも導入しているところは少ない。生産者の
所得増大につながるようイチゴ以外の品目にも導入し、普及拡大したい」と話した。

④

らっきょうの工程学ぶ
鳥取市立用瀬小学校の 3 年生 39 人が 10 月 16
日、福部町の「らっきょう畑」と「らっきょう加
工センター」を見学した。
見学会では福部支店上原支店長らが、10 月下旬
から始まる開花や、加工品の甘酢漬けの工程など
を説明し、ＪＡを代表する特産「砂丘らっきょ
う」について理解を深めた。
上原支店長は「見学を通してらっきょうを好き
になってもらい、地域農業に興味を持ってもらいたい」と話した。
谷口教諭は「普段自分たちがなにげなく食べている、特産物の工程や生産者の苦労、思
いを感じてほしい」と話した。

（３） ＪＡ鳥取中央の取り組み
① 福高祭にブース地元産アピール
10 月 4 日、倉吉市で開かれた「福高祭 2020～
with コロナ新時代への挑戦」で直売所出荷者の
野菜販売ブースを設け、地元産をアピールした。
ブースではＪＡ間交流しているＪＡえひめ南の
みかんジュースなども販売した。
福高祭は「復興から福高へ」をテーマに、2016
年 10 月に発生した県中部地震からの復興を目的
に地元商店街等が 2017 年から開催。
当ＪＡは生産者への支援と地元産新鮮野菜を食べて元気になってもらいたいとキャベ
ツ、トマト、キュウリなど野菜の詰め合わせを 500 人にプレゼントした。栗原組合長は
「顔の見える安全・安心な野菜を食べ、地域の人に元気になってほしい」と野菜を手渡
した。
②

ブロッコリーゆるキャラ「ロコト」最優秀賞に決定
ＪＡ鳥取中央琴浦ブロッコリー生産部は 10 月
6 日、琴浦町で「琴浦ブロッコリーゆるキャラ
コンテスト 2020」の表彰式を開いた。最優秀賞
の同町立船上（ふなのえ）小学校 6 年の松田さ
んに表彰状と記念品を渡した。
コンテストは町内の主要特産物にメインキャ
ラクターがいないことや、他産地との差別化を
図るために企画。町内の小・中学生を対象に、
105 通の応募から最優秀賞と優秀賞を決めた。
松田さんの作品「ロコト」は町の形をブロッコリーの茎に見立て、腕の力こぶが同部
の活気を表している。松田さんは「琴浦町を盛り上げるキャラになって欲しい」と喜ん
だ。
今後、同部のマスコットキャラクターとして、情報発信やポスターなどで周知する。

同部の寺岡生産部長は「選ばれた作品を生産部で育て、琴浦ブロッコリーの発展と地域
振興につなげる」と話した。
③

県のオリジナル品種米「星空舞」販売
10 月 8 日、県のオリジナル品種米「星空舞」
の令和 2 年産の販売をスタートした。
同日は倉吉市の直売所「旬鮮プラザ満菜館」
で約 140kg を入荷。「鳥取県の新しい品種の新米
を楽しみにしていた」と買い求める来店客でに
ぎわった。
当ＪＡでは 587 戸が 338 ヘクタールで栽培す
る食味の良さに加え耐暑性で 1 等米比率が高い
のが特徴。令和元年産は 95％を超える好成績となり、令和 2 年産では栽培する農家が増
えた。
直売所には「すりたて工房」があり、精米したての今ずり米も販売する。

④

第 24 回中部農業みらい宣言を実施！
10 月 26 日、第 24 回目定例記者会見「中部農
業みらい宣言」を開いた。ＳＮＳでの販売戦略
第 4 弾として、特産の長芋「ねばりっこ」の活
用方法とおいしさを「ＹｏｕＴｕｂｅ」を使い
全国にＰＲしていくことを発信した。
主に料理投稿を配信している男性クリエイタ
ー（チャンネル登録数 41.7 万人）と女性クリエ
イター（チャンネル登録数 7.7 万人）による動
画 2 本立てとし、どちらも 11 月下旬に投稿予定。男性クリエイターが紹介するレシピに
ついては、チラシを作成し店頭で配布を予定している。
栗原組合長は「ねばりっこでもＳＮＳとチラシを併用することで店舗での購買意欲の
向上、家庭需要の増大を促すとともにネット販売への誘導につなげていく」と意気込み
を話した。

（４）ＪＡ鳥取西部の取り組み
① 初の９元中継で市場と意見交換。秋冬ブロッコリー販売９億円超目指す
10 月 1 日、これからシーズンを迎える秋冬ブ
ロッコリーの販売対策リモート会議を行い、ＪＡ
鳥取西部初の 9 元中継を行った。
鳥取市のＪＡ全農とっとりや名古屋、京都、大
阪、神戸、奈良、米子の各市場をネットでつなぎ、
担当者らと 9 分割のモニターで顔を合わせて意
見を交わした。

②

ＡＥＤを更新設置。講習会を開く
鳥取県西部地震から 20 年の節目を迎えた 10
月、管内支所などに設置しているＡＥＤ（自動
体外式除細動器）の更新に合わせ、職員を対象
としたＡＥＤ取り扱い講習会を開催している。
講習会は 10 月 2 日、中山支所を皮切りに、28
日まで設置支所で、全 40 回開催。

③

米川清掃ボランティア
10 月 2 日、本所裏を流れる米川沿いの美化に
取り組む毎年恒例の清掃ボランティアに職員 50
人が参加した。
職員らは、花壇に生える雑草を鎌などを使っ
て手作業で取り除き、袋に詰めて回収した。

④

稲刈り体験で収穫のありがたさ実感
10 月 26 日、淀江小学校に隣接する田んぼで
児童達は、黄金色に実った稲の収穫体験を行
い、気持ちのいい汗を流した。
児童らは鎌の使い方を習うと、一株ずつ丁寧
に刈り取り、切り口を揃えるなど体を使う農作
業の大変さを実感しながら収穫の喜びを体験し
た。

⑤

鳥取和牛の給食に舌鼓
尚徳小学校の学校給食に 10 月 28 日、鳥取和牛
を使った献立「プルコギ」が登場した。
和牛肉給食は、県産和牛の消費喚起と食育の推
進を目的に、11 月末まで 3 回、鳥取県牛肉販売
協議会の県産牛肉等学校給食提供事業を活用し、
県内小中学校や特別支援学校 181 校の献立に加
えられる。

（５）ＪＡ全農とっとりの取り組み
令和２年産「星空舞」新米イベントを開催
ＪＲ大阪駅アトリウム広場にて 10 月 24 日、県のオリジナル品種米である「星空舞（ほ
しぞらまい）」の令和 2 年産新米の販売 PR をルクア大阪店と連携し開催した。
イベントでは「星空舞」期間限定商品の展示コーナーや期間限定販売の「星空舞パック
ご飯」や「星空舞甘酒を使った限定ドリンク」
「その他鳥取県産農産物加工品」などが紹介
された。
また、星空舞商品購入者対象のプレゼントコーナーとして、購入レシートの金額に応じ、
「星空舞」グッズなどをプレゼント（「星空舞」ロゴ入りしゃもじ、トートバッグなど）す
る企画や、「星空舞」クイズラリーなども開催した。
さらに、イベント会場では現在放映されている星空舞テレビＣＭや平井県知事出演のＰ
Ｒ動画の放映がされ、「星空舞」の令和 2 年産新米を大消費地の皆さまにお届けした。

イベント会場

阪急オアシス（ルクア大阪店）での販促

（６）ＪＡ鳥取信連の取り組み
メイン強化先への訪問活動の取り組みについて
ＪＡバンク鳥取では、将来にわたり関係を強化・再構築すべき農業者（個人・法人）を
メイン強化先と位置付け、営農部門と信用部門（必要に応じて信連農業金融センター）と
連携・同行訪問を行っている。
訪問活動では、農業者の現状・経営上の課題・ＪＡへの意見要望や競合他社の動向等を
ヒアリングし、メイン強化先の営農改善・フォローアップを図るほか、顧客の資金等ニー
ズの的確な把握、アンケート調査実施と結果の活用により、顧客満足（ＣＳ）の向上を図
ることとしている。
今年度もメイン強化先に対し年 2 回の訪問を基本としている。今年度上期実績では、県
下のメイン強化先 207 先を訪問し、下半期においては、アンケート調査の実施と訪問によ
り関係の強化を図っていく。

（７）ＪＡ共済連鳥取の取り組み
ホテルモナーク鳥取、羽衣が提供する「地産地消メニュー」の充実化
ＪＡ共済では、ホテルモナーク鳥取、羽衣において、地域貢献活動の一環として県産食
材を使用した地産地消料理を企画・販売しているが、今回新メニューが追加となった。
ホテルモナーク鳥取では、
「鉄板焼きプラン」が 9 月より販売が開始となり、移動式ステ
ーキワゴンを用いて、お客様の目の前でシェフが鳥取和牛などを焼き上げ、音や香りも楽
しむことができるメニューとなっている。また、羽衣においても、「鳥取和牛ステーキ会
席」と「牛づくし会席」が 8 月より販売が開始となり、両施設とも地産地消メニューの充
実化を図っている。
また、両施設では、
「Ｇｏ Ｔｏトラベルキャンペーン」が利用可能となっており、さら
にホテルモナーク鳥取のパトリエでは、
「とっとりＧｏ Ｔｏ Ｅａｔキャンペーン」プレミ
アム食事券が利用可能となっている。

ホテルモナーク鳥取 地産地消メニュー

羽衣 地産地消メニュー

『鉄板焼きプラン』

『鳥取和牛ステーキ会席・ふるさと』

