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〜食と農
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ふれあい活動〜

これ、しばって下さい！
松波小学校 稲刈り

松波小学校５年生28人は９月18日米作
り体験農園で稲刈りを行いました。
『いしかわ田んぼの学校推進プロジェクト』
の一環で、保護者やＪＡ女性部の指導を受
けながら「カグラモチ」を刈取り、グラウ
ンドのフェンスにはざ掛けしました。

ＪＡ内浦町
本

〒927-0602 石川県鳳珠郡能登町字松波10字54番地甲１

所（監査課・管理共済課・金融課）

営農経済課（農産物直売所おくのといち）

…… ☎72-1238 Fax72-1014
…… ☎72-2678 Fax72-0274

Aコープ内浦店 …… ☎72-2060

宮 崎 店

…… ☎72-1241

農機センター …… ☎72-2122

農産物集出荷場 …… ☎72-0315

JA内浦町ホームページ http://www.is-ja.jp/uchiura/

木郎給油所

…… ☎72-2077

葬祭センター …… ☎72-2424

（24時間対応）

自己改革に関する
組合員アンケート（事前試行調査）結果のご報告
平成30年１月下旬から２月にかけてご協力いただきましたアンケート結果（抜粋）について
お知らせ致します。いずれにおいても、ほぼ平均を上回る肯定的意見をいただきました。
対象者：正組合員200名 准組合員100名

１ ＪＡの総合事業
①ＪＡは必要だと感じますか？

②ＪＡの活動を応援したいと思い
ますか
ますか？

③総合事業は継続すべきか？

58%

74%

78%

「感じる」
「感
」 78％
（県平均 69.8％）

高 価「
」
最高評価「思う」と
お答えいただいた方 58％
（県平均 54％）

高 価「継続
」
最高評価「継続すべき」と
お答えいただいた方 74％
（県平均 64.6％）

これからも、組合員から必要とされる総合事業の提供に務めてまいります。
２ 自己改革の認知度
ＪＡの自己改革取り組みは
みは
ご存知ですか？

ＪＡの取り組みを伝える活動や意見をお
聴きする活動の強化。また、ＪＡの取り
組みの「視える化」に努めます。

25%

今後の予定は次頁です。
「全く知らない」 25％
（県平均 22.5％）

３ 准組合員制度
准組合員の利用制限は？

准組合員は「農業振興
の応援団」です。
皆さんの貯金や共済などのＪＡ
事業利用で間接的に正組合員を
サポートしていただいています。
87%

最高評価「制限しない方がよい」と
お答えいただいた方 87％
（県平均 87.8％）

全組合員の意見を反映した『ＪＡ自己改革』に取り組んでいます。
2

政府が進める「農協改革集中期限」まであとわずかの期間となった中で、着実に自己改革
を実践し目標達成できるよう、第６回理事会において特別決議を採択しましたのでここに
お知らせします。

− 自己改革の実践に関する特別決議 −
「農協改革」の進捗状況いかんによっては、政府などにおいて、総合事業や准組合員制度のあ
り方等、今後のＪＡ運営に重大な影響を与えるものであり、ＪＡに不利益な結論が導き出されな
いよう着実に自己改革の成果をあげる必要がある。
このため、我々、組合員および役職員は、従来以上に自己改革の必要性と重要性を認識し、よ
り一層の危機感を持って、下記事項に取り組むこととする。

記
１． 我々は、総力を挙げて、自ら掲げた自己改革工程表に基づき、スピード感をもって着
実に自己改革を実践し、取り組み成果を上げる。
２． 我々は、組合員と役職員による徹底した対話を通じて自己改革に取り組み、農業と地
域の未来を切り拓く。
３． 我々は、自己改革の取り組み状況や成果を内外に積極的に情報発信するとともに、総
合事業の強みを活かし、組合員の利用・参加・参画による安定した経営基盤を確立する。
以上、決議する。
平成30年７月26日
第６回内浦町農業協同組合理事会

ＪＡが行う自己改革 今後の予定
★ 第３回クリーンウオーキング
ȁġ଼ĴıාĲıĳĲĩĪ
★ 直売所おくのといち『いきいきフェステイバル』
ȁġ଼ĴıාĲıĳĸĩാĪ
ȁ!ȁ˦˝ඤ׆͈ႁুࡨ٨ڰ͈ڟ൲̤̯ͬͭͅٯ̵̱̳ͣ͘Ȋ
★ ＪＡグループ石川
「担い手応援フェア」
〜未来へつなごう、石川の農業〜
̛!଼ĴıාĲĳ˔ĩാĪ
!̛!̛ࡇॲުജা́܁ˏ܁Ȃࡇඤ͈̞ز2-111ྴܰ࿅́Ȃ̞͈͂زփএம̯͂ͣ
̈́ͥှࢹ͈߸۾ಃͬ࿒ঐ̱Ȃٳट̱̳͘ȃ

★ 自己改革アンケート調査実施
̛!଼ĴıාĲĳȡ଼ĴĲාˏ
!̛!̛Ȩ˦˝͈ুࡨ٨̳ͥ۾ͅڟழࣣ֥ͺϋΉȜΠȩ࣭͈ͬழࣣ֥ͬచયͅঔ̱̳͘ȃު৪̺
̫ͅ࿒̱̹Ȩ˦˝ুࡨ٨͈ڟȩͬ࿚̠ਹါ̈́ͺϋΉȜΠ̳́ȃ
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できごと、

第16回年金友の会グラウンドゴルフ大会
９月６日（木）内浦しおさい広場で開催し52名が
参加されました。さわやかな秋空のもと、わきあい
あいと楽しいひと時を過ごし親睦を深めました。

優

勝

堂前 芳紀さん

準優勝

尾上 照雄さん

第３位

大網 定市さん

第４位

森下 純子さん

第５位

田端 義機さん

第６位

仕明 子浪さん

実りの秋 米初検査全量１等

８月11日（祝）おくのといちにおいて「誕生祭」
を開催しました。今年は、暑さの中、「国重太鼓」の
メンバーの皆さんによる勇壮なバチさばきに会場が
大いに盛り上がりました。

ＪＡ女性部 なたね油でＴＶ撮影
８月30日（木）石川ＴＶ「アグリポート」の取
材撮影がありました。遊休農地対策部会が手がける
「内浦産なたね油」を使ってＪＡ女性部が海洋深層水
の玉ねぎ、ミニトマトや夏野菜で色鮮やかな天ぷら
を披露しました。

▲

９月５日（水）、米（能登ひかり）の初検査が行わ
れました。この日検査された15.9ｔは、全て１等と
格付けされました。中谷組合長は、「今年度は昨年
より仮渡金を引き上げ、更に組合員のため有利販売
に努めてほしい。」と挨拶しました。新米は、直売所
「おくのといち」で販売されます。

おくのといち誕生祭

慎重に検査し、
全量１等で安心した
ＪＡ職員たち

石川県JA-SS 接客コンテスト
７月26日（木）金沢市のＪＡ石川教育センターで
行われ、当ＪＡから、木郎給油所の田中洋平が出場
し、見事優秀賞に輝きました。今後もこれを機に、
お客様によりよいサービスが出来るようスタッフ一
同頑張ります。

ＪＡ共済 交通安全旗引継式
９月10日（月）本所において松波駐在所の高橋巡
査長を招き「交通安全旗リレー式」が行われました。
高橋巡査長より高齢者による事故防止、早めのライ
ト点灯をアドバイスされました。

▲

交通安全宣言

みなさんのおかげ
で優秀賞をいただ
くことができまし
た（田中）
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職員代表
大平 貴志

おらっちゃのJA 第５回

木郎給油所＆農機センター

夏季美化コンテスト総合１位 最優秀賞受賞!!
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वफ֯͗शΚΕɼ͵
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ʱͳ͢ͱɼ͏ͯͲ͕
ܲـͶ͕رΕԾ͠͏ɽ
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今後もお客様に居心地のよいサービスステーションを
提供できるよう努めます。（スタッフ一同）

自然災害は脅威です
能登地区を襲った
大雪・断水!

西日本豪雨
能登地方の大雨

９月４日
台風２１号被害

අࡄ͠ΗΉͪ͢և༹Ͷ͕ݡ͏ਅ͢͝Ήͤɽ
ɻฑ೧ͺɼ݆̏ઉʀஇਭɼͨ͢ͱ݆̕ʛ̗݆Ͷ͖͜ͱɼॷʀ߿ӏʀୈ෫ʀӏͳࣙષ
ࡄ֒ڶҘͶ͖͠ڽΗΉͪ͢ɽஏҮև༹Ͷͺɼඅ֒ͺ͵͖ͮͪͲ͢Β͖͑ʃ
ɻݒߍਫ਼ࡃڠͶ͟Յև༹ͺɼࠕҲౕඅ֒͗͵͏͖͕͖֮ΌԾ͠͏ɽඅ֒Ͷ͍ͮͪݒ͍͗
ΕΉͪ͢Δ͟࿊ཙʀ͕ͦԾ͠͏ɽ
ȁ˦˝͉ͅুடबྔͬু̮̥ͣٺͅ
̤̳ͤͥ༗વ̮ͬဥփ̱̤̳̀ͤ͘ȃ
ȁ˦˝֥̦ॿ̞̳͈́͘Ȃ̤̮ͅࠚܨ
̩̺̯̞Ȋ

˦˝ඤ׆ȁۯၑވफه
˰ˡ˨ġĸĳĮĲĳĴĹ
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ェスティバル開催決定!!
フ
き
い
き
い
10月27日（土）日頃の感謝の気持ちをこめて、
いきいきフェスティバルを開催します。
恒例のメッタ汁ふるまいや女性部特製『松茸ごはん』販売もあります。
農産物品評会への出品もお待ちしております。
『みんなで、おくのといちへ行こう!!』 今年は何か良いことあるかも〜

ＪＡ内浦町
地域貢献活動

లˏٝ·ςȜϋ;Ȝ΅ϋΈࠨ""
Ƞ!ழࣣ֥͈͙̯֚̈́ͭͅ౷̧֖̞̱̱̠ͬͦ͘͡ͅȟ

【日

時】平成30年10月21日(日)

７：00〜

【集合場所】直売所おくのといち

【参加対象】地域の皆さん （軍手・ゴミ袋は、ＪＡで用意します。
）
※参加者には、美味しいおにぎり・お茶を用意します。
参加希望者は10月16日(火)までに最寄りの窓口またはお電話にてお願いします。
お問い合わせ 管理共済課 少橘

TEL７２−１２３８

営業時間変更のお知らせ
ご迷惑をおかけいたします

■10月１日〜３月31日まで変更致します。
農産物直売所 (月〜金曜日) AM8：30〜PM5：30
おくのといち (土日・祝日) AM8：30〜PM5：30

木郎給油所

ご葬儀は安心と信頼のＪＡへ
☎０７６８−７２−２４２４

(月〜土曜日) AM7：30〜PM6：30
(日曜・祝日) AM7：30〜PM5：30

ＪＡ内浦町葬祭センター
（年中無休・24 時間電話受付）

理 事 会 だ よ り
第６回理事会

編 集 後 記
８月22日（水）開催（全議案承認）

【審議事項】

暑すぎた夏もようやく終わり、虫の声に
秋の気配を感じて来ましたね。
長雨にヤキモキしたり、台風21号の直

第１号議案 本所・Ａコープ建設工事について

撃にヒヤヒヤ〜

第２号議案 「資産査定規程」および「資産の償却引当規

ました。

程」の改正について
第３号議案

ようやく収穫を迎えられ

10月27日にはいきいきフェスティバル

コンプライアンス・マニュアルの一部改正に

が開催されます。職員一同例年にも増し

ついて

て、皆様に楽しんでいただけます様、心待

第４号議案 信用手数料徴収規程の一部改正について

ちにしております。たくさんのご来場お待

第５号議案 オンラインキャッシャの導入について

ちします。

《編集者Ｓ》

