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第68回神奈川県農業協同組合大会決議

「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合」を確立する改革の実践
～持続可能な農業・地域・組織づくり～

＜提案主旨＞
ＪＡグループ神奈川では、第65回大会で「“次代につなぐ”協同の力～かながわ農業と協同
活動の新たな創造～」を決議し、消費者に信頼され支持されるかながわ農業への挑戦、ＪＡ組
織基盤の拡充・強化とこれに資する協同活動の再構築、これらを支えるＪＡ経営の強化に取り
組んできました。
この間、食生活・ライフスタイルの変化に伴う、加工・業務用需要に対応した契約取引等が
拡大する一方、直売所等、地産地消の取り組みや食の安全に対する消費者の関心も一層高まっ
ており、これまで以上に需要にあった販売力の強化が求められています。
また社会全体では、震災以降、人と人の絆の重要性が再認識されたものの、急速に進む少子
高齢化や過疎化等により地域社会の機能低下が懸念されます。
さらに、ＴＰＰに象徴される国際化、規制改革の名の下に協同組合を否定するような政府主
導の「農協改革」が進められています。
こうした中、ＪＡグループ神奈川は「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合」として
の存在意義を確認し、「県民に信頼される持続可能な農業の実現」と「豊かで暮らしやすい地
域社会への貢献」を実現するための改革に取り組むことが課題となっています。
このため、農家組合員との徹底した話し合いに取り組み、ＪＡグループ神奈川が一体となっ
てＪＡ営農・経済改革プランの実践を通じたかながわ農業の担い手の所得向上、協同の理念に
基づく組織活動・総合事業の展開、農業振興・組織・事業を支えるＪＡ経営の強化を実践する
ことを決議します。
＜決議構成＞

Ⅰ．ＪＡ営農・経済改革プランの実践を通じたかながわ農業の担い手の所得向上
₁．都市農業の特徴を生かした販売力の強化
₂．営農指導機能の強化に向けた体制の整備
₃．営農サポート・経営相談等の充実
₄．生産購買事業の強化・再構築
₅．新規就農者等の支援強化
₆．都市農業政策・税制の実現と適正な農畜産物貿易ルールの確立
₇．県民の農業理解の促進と対外広報活動の強化

Ⅱ．協同の理念に基づく組織活動・総合事業の展開　
₁．継続的な組織基盤拡充・強化への取り組み
₂．准組合員とＪＡとの関係強化への取り組み
₃．地域に根ざした協同活動の展開
₄．暮らしやすい地域づくりに貢献する総合事業の展開
₄−₁．経済事業
₄−₂．信用事業
₄−₃．共済事業
₄−₄．厚生事業・介護保険事業

Ⅲ．農業振興・組織・事業を支えるＪＡ経営の強化　
₁．自己改革の着実な実践に向けた仕組みと経営基盤づくり
₂．新たな中央会の構築
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＜大会決議のイメージ図＞

Ｊ
Ａ
改
革

農協改革

●少子高齢化、人口減少
●ＴＰＰ等国際圧力
●地域社会の機能低下懸念
●規制改革

○農業従事者の高齢化
○食生活の変化
○輸入農畜産物の増加
○農地課税強化の動き

○食の安全・安心への関心
○都市農業振興基本法
　の制定

食と農を基軸として
地域に根ざした協同組合

協同組合の否定？

県民に信頼される
持続可能な
農業の実現

豊かで暮らしやすい
地域社会への貢献

Ⅰ ＪＡ営農・経済改革プランの実践を通じ
 たかながわ農業の担い手の所得向上
1.都市農業の特徴を生かした販売力の強化
2.営農指導機能の強化に向けた体制の整備
3.営農サポート・経営相談等の充実
4.生産購買事業の強化・再構築
5.新規就農者等の支援強化
6.都市農業政策・税制の実現と適正な農畜産物
貿易ルールの確立
7.県民の農業理解の促進と対外広報活動の強化

Ⅱ 協同の理念に基づく組織活動・
 総合事業の展開
 1.継続的な組織基盤拡充・強化への取り組み
 2.准組合員とＪＡとの関係強化への取り組み
 3.地域に根ざした協同活動の展開
 4.暮らしやすい地域づくりに貢献する総合事業の展開
　○経済事業
　○信用事業
　○共済事業
　○厚生事業・介護保険事業

Ⅲ 農業振興・組織・事業を支えるＪＡ経営の強化

1.自己改革の着実な実践に向けた仕組みと経営基盤づくり
2.新たな中央会の構築

准組合員
の増加

人と人の絆の重要性

【農業･ＪＡをめぐる情勢】 【経済・社会情勢】
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Ⅰ．ＪＡ営農・経済改革プランの実践を通じたかながわ農業の
　　担い手の所得向上
₁．都市農業の特徴を生かした販売力の強化

実需者ニーズに応える生産販売計画に基づき売れる農畜産物づくりを展開するとと
もに、地域の特色ある農畜産物の育成・販売に取り組み、農業所得の向上をはかります。

⑴　生産販売計画の策定・実践

①　地域の特性に合わせた生産販売計画に基づく共販体制を強化するとともに、市場、量

販店、業務・加工用取引を通じた有利販売を進めます。

②　買取販売を通じた生産者の手取り向上に取り組みます。

③　ファーマーズマーケットをはじめとするＪＡ直売施設を地域農業活性化の拠点と位置

付け、利用者ニーズの把握や有利品目への作付提案等を実践します。

④　ＪＡ間流通体制を整備し、県産農畜産物の販売拡大をはかります。

⑤　地元レストラン、学校給食等への地場産農畜産物の供給拡大をはかります。

⑥　農商工連携や₆次産業化、輸出対策の研究等、新たな需要を開拓します。

⑦　販路拡大等に関する情報を関連部署が共有し、連携して取り組む体制を整備します。

⑵　生産履歴記帳の普及拡大等を通じた安全・安心の確保

生産履歴記帳の普及拡大・定着化等、県内農畜産物の安全・安心を確保する取り組みを

徹底します。

₂．営農指導機能の強化に向けた体制の整備

販売から生産に至る広範なコーディネート能力が発揮できる営農指導員の育成と、
多様な担い手のニーズに的確な対応ができる体制を整備します。

⑴　人材確保・育成および体制の整備

①　販売提案から生産指導までできる営農指導員を階層別・計画的に確保・育成します。

「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合」を
確立する改革の実践

～持続可能な農業・地域・組織づくり～
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②　ＴＡＣ等地域農業の担い手に出向く体制を整備・拡充し、訪問活動を強化します。

③　営農指導機能強化に向けたＪＡの取り組みを支援するため、中央会・連合会は県域の

支援体制を整備します。
⑵　事業間連携の強化

ＴＡＣ等を通じて得た情報共有の徹底や、関係部署の連携強化を通じ課題解決型の提案

を充実します。

₃．営農サポート・経営相談等の充実

行政等関係機関と連携し、未利用農地対策や有害鳥獣対策の実施等を通じ、営農環
境の改善に取り組みます。また、農業経営の一層の効率化を進めるため、担い手に対
する経営分析・相談対応を強化します。

⑴　労働力確保等の取り組み

①　准組合員を対象とした農業研修の開催等を通じて援農組織を育成し、担い手に労働力

を斡旋できる仕組みを構築します。

②　担い手の労働力を確保するため、ＪＡ等による農作業受託を進めます。

⑵　農地利用集積と未利用農地対策の強化

行政や農地中間管理機構等と連携して、担い手への農地利用集積を支援するとともに、

耕作放棄地を含む未利用農地対策を強化します。

⑶　農業経営管理支援等の充実

①　税務申告の支援や記帳代行に加え、生産販売データや決算データに基づく経営分析等

総合的な農業経営管理支援に取り組みます。

②　農業者年金の加入促進と受給相談に取り組みます。

③　「農業所得増大・地域活性化応援プログラム」等を活用し、₆次産業化・高付加価値

化に取り組む担い手の初期投資負担の軽減、新規就農者支援、相談機能の発揮等、総合

的な支援を実施します。

⑷　有害鳥獣対策の充実・強化

①　行政や地域住民と連携した有害鳥獣対策に取り組みます。

②　鳥獣被害防止対策の充実、行政間の連携強化を国・県・市町村に働きかけます。

⑸　農作業安全対策の強化

①　農作業事故情報の共有化と事故防止方策への反映、ＰＤＣＡサイクルによる安全対策
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の着実な実践等により、死亡事故の撲滅と事故件数の減少をはかります。

②　労災保険特別加入制度への加入促進等を通じ、農作業事故にかかる保障の充実をはか

ります。

₄．生産購買事業の強化・再構築

施肥コストの低減や物流コストの引き下げ等、総合的な生産資材コストの低減に取
り組むとともに、ＪＡ取扱品目の価格設定に対する理解促進を強化します。

⑴　生産コスト低減対策等の強化

①　土壌診断結果を踏まえた施肥設計の提案等、営農指導を通じた生産コストの低減対策

に取り組みます。

②　ホームセンター等の定点観測と組合員ニーズを十分に踏まえた「ＪＡ重点対策品目」

を設定し、価格競争力を強化するとともに、ＪＡ取扱品の優位性について周知に努めます。

③　県域物流の導入等による配送コスト削減に取り組み、業務の効率化と価格への反映に

努めます。

④　利便性の高い資材店舗づくりを進めるとともに、店舗における営農相談活動を充実し

ます。

⑤　取引条件に応じた弾力的な価格設定や決済サイトを設定します。

⑵　営農指導・ＴＡＣ活動等を通じた情報の提供

営農指導・ＴＡＣ活動等を通じ、系統取扱商品の特徴・優位性の周知に積極的に取り組

みます。

₅．新規就農者等の支援強化

新規就農者や定年就農者に対する就農相談から研修、組織化等、定着に向けた支援
を強化します。

⑴　相談機能の強化

①　就農相談窓口を明確にし、行政や農業高校、農業アカデミーと連携して支援に取り組

みます。

②　新規就農者等に対しＪＡ青壮年部や女性組織、生産部会等への参加を促し、地域の仲

間づくりを促進します。
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⑵　総合的な就農支援

①　就農希望者に対する農地の紹介、施設・機械取得のための補助事業の紹介、資金等の

総合的な就農支援に取り組みます。

②　農業者として必要な技術・知識を習得できるよう研修会を体系的に整備します。

③　ＪＡ直売所等、販路の提供に努めます。

₆．都市農業政策・税制の実現と適正な農畜産物貿易ルールの確立

関係機関と連携した農政活動を強化し、将来にわたり安心して農業経営が継続でき
る農業政策・税制の実現と適正な農畜産物貿易ルールの実現に取り組みます。

⑴　都市農業を支える農業政策の確立

①　都市農業振興基本法の成立を踏まえ、将来にわたり安心して農業経営が継続され、農

地が適切に保全されるよう、実効ある政策や税制の実現に向け強力に取り組みます。

②　国や県に対し、再生産可能な経営・価格安定対策の確立に向け施策提案等の活動を展

開します。

③　市町村に対し、農業振興施策が充実するよう、働きかけます。

④　国政学習会や農政懇談会等への組合員の主体的な参加や地元議員との連携促進をはか

り、地域の実情や組合員の要望を反映した具体的な政策等提案を実施します。

⑵　適正な農畜産物貿易ルールの確立に向けた運動の展開

①　ＴＰＰについては、合意内容に係る本県農業への影響を踏まえ、全国と連携し、再生

産が確保されるよう万全な国内対策の確立を求めて運動を展開します。

②　ＷＴＯ・ＥＰＡ等農業交渉については、多様な農業の共存を可能にする農畜産物貿易

ルールの実現に向け、運動に取り組みます。

₇．県民の農業理解の促進と対外広報活動の強化

食と農に関する情報を消費者・地域住民に発信し、地域農業の理解・支援者を拡大
するとともに、ＪＡグループ神奈川の自主企画番組を効果的に活用した対外広報活動
に取り組みます。

⑴　消費者理解対策の促進

①　直売所を通じた地産地消や、食農教育等の准組合員・地域住民との交流活動を通じ、
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地域農業の理解・支援者づくりを進めます。

②　「みんなのよい食プロジェクト」を継続展開し、県産農畜産物の認知度向上と都市農業・

農地が果たす多面的機能についての理解醸成対策を強化します。

③　地元紙等へ農業関連広告の掲載、ホームページの活用等を通じ、県産農産物とそれを

生み出すかながわ農業の理解促進をはかります。

⑵　自主企画番組の効果的活用

自主企画番組であるｔｖｋ「かながわ旬菜ナビ」・ＦＭヨコハマ「JA　Fresh　Market」

を効果的に活用し、地域の旬の農産物の魅力や地産地消の取り組み等、都市農業・ＪＡの

役割を発信します。

⑶　報道機関を通じた地域社会へのメッセージの発信

農業やＪＡの果たす役割が地域社会に浸透するよう、報道機関に対する情報の積極的な

提供や、報道関係者との意見交換会の実施、ＪＡ役員自身によるメッセージの発信（トッ

プ広報）等に取り組みます。

⑷　食農教育活動の展開

行政や学校をはじめ地域の様々な組織と連携し、体験・交流活動等、農業が持つ教育力

を活かした食農教育を展開します。

Ⅱ．協同の理念に基づく組織活動・総合事業の展開　
₁．継続的な組織基盤拡充・強化への取り組み

正組合員の世代交代に対応し、組織基盤の拡充･強化を継続して進めるため、組合
員加入促進、組合員後継者や女性のＪＡ運営への参画等に取り組みます。

⑴　組合員の加入促進

①　正組合員の世代交代に継続的に対応するため、組合員家族・新規就農者を対象とした

組合加入促進に取り組みます。

②　事業利用者に加え、援農希望者や農業体験参加者・ファーマーズマーケット利用者等

を対象とした組合加入促進に取り組みます。

⑵　組合員後継者や女性のＪＡ運営参画および青年・女性組織との連携強化・活動支援

①　組合員後継者や女性の理事、総代への選出に加え、各種委員会等、さまざまな機会を
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通じ、組合員後継者や女性の意見の反映をはかります。

②　青年組織・女性組織の活動展開やリーダー育成を支援するとともに、魅力ある組織活

動を通じ部員の新規加入促進に取り組みます。

③　ＪＡ常勤役員と青年組織・女性組織の意見交換会の開催等を通じ、連携を強化します。

⑶　協同組合理解の取り組み

①　組合員・役職員が協同組合に対する理解を深めるよう、協同組合に関する研修等の学

習活動を充実します。

②　事業利用者をはじめとした地域の方々に向けて、ＪＡグループ神奈川が地域社会に果

たす役割や協同組合の良さを発信します。

₂．准組合員とＪＡとの関係強化への取り組み

准組合員は農業や地域の発展を正組合員とともに支えるパートナーであり、農業振
興の応援団であるとの認識を全ての組合員が共有し、諸活動への参加を促すととも
に、准組合員の意見等がＪＡ運営に反映される仕組みをつくります。

⑴　准組合員とＪＡとの関係明確化

①　准組合員は農業や地域の発展を正組合員とともに支えるパートナーであり、農業振興

の応援団であることを確認し、様々な機会を通じて全ての組合員への浸透をはかります。

②　組合加入時に、総合事業を利用することが地域農業の振興に貢献し、安全・安心な食

の提供にかかわっていることへの理解をはかります。

⑵　准組合員とＪＡ・農業との結び付き強化

①　ＪＡの事業報告やキャンペーン等の情報提供、准組合員が参加しやすいイベントや

様々な協同活動を通じ、准組合員とＪＡの結び付き強化に継続して取り組むとともに、

准組合員の意見等のＪＡ運営への反映方法について検討します。

②　農を切り口としたイベントや援農希望者の募集等、准組合員と農業とのかかわりを深

める仕組みをつくります。

₃．地域に根ざした協同活動の展開

食と農を基軸として地域に根ざした協同組合として、組合員・地域住民のニーズに
応える支所（店）を拠点とした協同活動の展開を進めます。
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⑴　地域協同活動の展開

①　ＪＡと組合員等との結び付きを強化するための諸活動の見直し・再構築を進め、支所

（店）を拠点とした組合員が主体となった活動や、次世代や准組合員も参加しやすい活

動を展開します。

②　地域協同活動の中心となる組合員リーダーの養成を進めます。

③　趣味の多様化や幅広い世代に対応し、暮らしやすい地域づくりに貢献する生活文化活

動、健康増進活動、福祉活動を展開します。

④　助け合い組織等、組合員の自主的な活動の充実をはかるとともに、ＪＡと組合員組織、

行政との連携を強化します。

⑤　子育て世代や一般市民を対象に農や食の大切さを切り口とした活動を通じ、ＪＡの新

たなファンづくりを進めます。

⑥　組織担当部門以外の役職員も積極的に組織活動に参画し、組合員と役職員のつながり

を強めます。

⑵　他の協同組合等との提携

①　県内外ＪＡとの連携、姉妹ＪＡや災害時防災協定の締結等、組合員・役職員の日常的な

交流を基礎として、災害時の支援等にも対応できるネットワークづくりを進めます。

②　県内農畜産物の生協での取り扱いや直売所での水産物販売等、他の協同組合と連携し

た地産地消の取り組みを進めるとともに、県内の各種協同組合の相互理解を深めます。

₄．暮らしやすい地域づくりに貢献する総合事業の展開

食と農を基軸として地域に根ざした協同組合として、担い手の営農を支援し暮らし
やすい地域づくりに貢献する各種事業を総合的に展開し、組合員・地域からの信頼と
支持を高めます。また、ＪＡ事業部門間および連合組織間の連携を強化し、農業所得
の向上、資産の管理・保全や有効活用、相続・遺言等への対応等総合的な相談機能を
発揮します。

₄－₁．経済事業

ＪＡ・中央会・ＪＡ全農かながわが連携したＪＡ営農・経済改革プランの実践によ
り、販売事業と購買事業の充実・強化に取り組みます。
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⑴　販売事業の強化

①　ＪＡ・中央会・ＪＡ全農かながわが連携してＪＡ営農・経済改革プランを実践します。

②　ＪＡ畜産事業センターの事業推進・事業運営体制を強化し、県内の畜産生産基盤の維

持、支援に取り組みます。

⑵　購買事業の強化

①　ＪＡ直売所の運営やＪＡ女性部組織への取り組みを強化するとともに、准組合員や地

域住民に対するＪＡ生活事業の活性化をはかります。

②　組合員の経営安定のため、信用・共済等事業間連携による資産管理事業の「総合事業

としての日常化」を進め、組合員の資産管理を支援できる体制を強化します。

₄－₂．信用事業

農業とくらしへ貢献し、組合員・利用者の満足度を高め、「地域に一層必要とされ
るＪＡバンク」を実現します。

⑴　農業メインバンク機能の強化による担い手の農業所得向上と地域農業活性化への取り組

み強化

担い手への総合的なサポート体制を確立し、担い手の多様なニーズに対して迅速かつ的

確に対応するとともに、農業専門金融機関として培ってきた農業金融相談スキルを活用し

た積極的な農業経営アドバイス等により、担い手の農業所得向上を目指します。

また、地域農業活性化に向けて新規就農者サポートや農業生産法人化サポート等へ積極

的に取り組みます。

⑵　利用者基盤拡充と利用者満足度向上による地域インフラとしての地位確立と事業量拡大

組合員・利用者へのきめ細かな対応により、次世代へと繋がる「世帯」との取引深耕、

および年金受給まで繋がる「生涯メイン先」の拡充をはかります。

併せて、農業と地域・利用者をつなぐ金融サービスの提供により利用者満足度を一層高

め、ＪＡ・農業ファンを拡大することによって、地域インフラとしての地位確立と事業量

拡大を目指します。

⑶　信用事業運営の合理化・効率化による競争力ある事業推進態勢の構築

信用事業運営の合理化・効率化をはかり、ＪＡの出向く体制を強化します。

また、県域センター機能（県域での事務集中化等）を拡充し、組合員・利用者に対して
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従来以上に専門的かつ幅広いサービスを提供することにより、競争力ある事業推進態勢を

構築します。

₄－₃．共済事業

「安心」と「満足」の提供、組合員・利用者の豊かな生活づくり、地域社会への貢
献という₃つの使命を遂行するため、地域全体の「ひと・いえ・くるまの総合保障」
確立に向けた取り組みを実践します。

⑴　全戸訪問による世帯内深耕と地域への保障拡充

₃Ｑ訪問活動において、あんしんチェックの徹底をはかり、ライフプランに合わせたき

め細かい対応を行い、総合保障の提供と保障拡充の促進に取り組みます。

また、はじまる活動については、世帯内未加入者を最優先訪問先と位置付けて重点的に

取り組みます。

⑵　エリア戦略の展開による支所（店）における地域特性を踏まえた普及推進

エリア戦略による地域特性に応じた普及活動の展開により、必要な人（推進対象者）に

必要な共済（仕組み）を提供することで、地域における保障拡充と将来に渡る事業基盤の

維持・拡大をめざします。

⑶　迅速・適正な組合員・利用者サービスの提供に向けた取り組みの強化

煩雑化する事務手続きを解消するため、情報技術の活用とＪＡの事務負担の軽減をはか

り“わかりやすい”“速い”を実現し、組合員・利用者の利便性と満足度の向上をめざします。

さらに、大規模災害発生時に損害調査・支払査定が円滑に実施できるよう査定体制を強

化していきます。

⑷　地域貢献活動の継続的実施と農業振興への支援

交通事故対策活動や組合員・利用者の健康管理活動等、豊かで安心して暮らせる地域貢

献活動に取り組みます。

また、ＪＡグループの取り組みと連動した農業振興・営農活動等の農業者の所得向上を

めざした取り組みを支援していきます。
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₄－₄．厚生事業・介護保険事業

組合員・地域住民が健康で豊かな生活を送ることができるよう、医療・保健・高齢
者福祉の良質なサービス提供体制を総合的に展開し、健全な事業運営に取り組みます。

⑴　地域の基幹病院としての医療提供体制の充実

①　医師・看護師等医療従事者の安定的な確保により、診療基盤の充実に取り組みます。

②　救急医療をはじめ、高度な急性期医療に積極的に取り組みます。

③　地域医療機関との連携をさらに強化し、地域医療の発展に貢献します。

④　組合員・地域住民への医療情報等の積極的な提供に取り組みます。

⑵　健康増進活動の充実・強化

①　疾病の予防と早期発見のため、健診体制の充実・強化に取り組みます。

②　受診率向上のため、ＪＡと連携し健康講話、健診結果事後指導等健康増進活動の啓発

に取り組みます。

⑶　地域の実情に応じた高齢者福祉サービスの提供

①　地域関係機関との連携をさらに強化し、介護老人保健施設等の利用者や地域の要望・

環境変化に応えた介護サービスの提供に取り組みます。

②　地域の実情に応じ、訪問介護および居宅介護支援事業等を実施するとともに、組合員

が必要な介護サービスを受けられるよう、相談体制を整備します。

③　介護保険事業の適切な経営管理に取り組みます。

Ⅲ．農業振興・組織・事業を支えるＪＡ経営の強化　
₁．自己改革の着実な実践に向けた仕組みと経営基盤づくり

自己改革の着実な実践をはかるため、「重点実施事項」の明確化による経営資源の
再配分等に留意した中期計画を策定し、ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を徹底する
とともに、人材の育成や内部管理態勢の強化に取り組みます。加えて、県情報システ
ム基本計画に基づく取り組みを進めます。

⑴　ＪＡの自己改革の実現に向けた中期計画等の策定と進捗管理

①　ＪＡ組織・事業の将来見通しや経営理念に基づく課題を抽出し、全体戦略と中期経営

目標を盛り込んだ中期計画を策定します。
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②　中期計画の策定にあたっては、営農・経済事業機能の強化と持続的提供に向けた経営

資源の再配分や経営基盤の維持強化、適切な施設投資等について具体化します。

③　中期計画等は、「重点実施事項」を明確化し、可能な限り数値目標を設定することで、

ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を徹底します。

⑵　ＪＡの業務執行体制（ガバナンス）の強化

①　農協法改正を踏まえ、実態に即した適切な理事体制を構築します。

②　戦略を描き実践できるトップマネジメント力の充実・強化をはかります。

⑶　人材の育成と人事労務管理の充実

①　営農指導体制の強化等、必要な人材の確保に向けた採用活動の充実強化と職員の年齢・

性別構成の変化を見据えた女性の活躍促進に取り組みます。

②　「求められる職員像」の実現に向け、目標管理を通じた上司による指導の充実や体系

的な研修の実施等により、計画的な人材育成を進めます。

③　ストレスチェックの実施や幹部職員への意識付けの強化、こころの相談室の活用促進

等により、総合的なメンタルヘルス対策に取り組みます。

⑷　内部管理態勢の強化

①　コンプライアンス重視の健全なＪＡの職場づくりに向け、役員が先頭に立ち、各部署

の管理職が中核となって役職員のモラル向上に取り組みます。

②　組合員に対する受託経営責任を全うするため、内部統制の整備および定着化を進めます。

③　ＪＡの監事監査・内部監査とＪＡ全国監査機構が連携した業務監査を実施します。

④　大規模地震の発生時等においても必要な事業の継続が可能となる態勢を整備します。

⑸　次期ＪＡグループ神奈川情報システム基本計画に基づく取り組み

①　ＪＡＳＴＥＭ新システムへの円滑な対応に向け、ＪＡ・連合会・情報センターが連携

して端末機等のシステム基盤を段階的に整備し、安全かつ確実な移行を実施します。

②　担い手の農業所得向上を目的とした販売力の強化、営農指導機能の強化等ＪＡグルー

プ神奈川営農・経済改革プランの取り組みに資するシステムの研究・開発に取り組みま

す。

③　情報システムの活用による法令遵守、業務効率化・堅確化、事務合理化等を促進する

ため、システム機能の拡充・改善を行います。

④　不正アクセス防止等のセキュリティ管理および、災害発生時におけるシステム安全対

策の強化に取り組みます。
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₂．新たな中央会の構築

農協法改正を踏まえ、ＪＡグループ神奈川の総合力を高め、ＪＡ改革の実践を推進
する新たな県中央会を構築します。

⑴　ＪＡグループ神奈川の総合力を高める中央会の構築

ＪＡグループ神奈川の各組織の意思結集や総合力発揮をはかるとともに、ＪＡ改革の実

践に向け、会員が期待する代表、総合調整、経営相談、監査、教育、調査・研究等の機能

を担う新たな中央会を構築します。

⑵　ＪＡ全国監査機構の監査法人化への対応

ＪＡ全国監査機構から移行する公認会計士法に基づく監査法人の設立と体制整備に全国

組織と連携して対応します。




