
地域の
農業・社会を
活性化し
暮らしを
支えます！
JA石川かほくの自己改革

元気内灘とれたて市／世界の凧の祭典
支店周辺の美化運動／地域園児との交流

内灘支店

　陶芸教室／つばた町民八朔まつり
相続対策セミナー／地元野菜の即売会

津幡支店

　ふるまい鍋・もちつきふるまい
つばた町民八朔まつり／相続対策セミナー

支店周辺の美化運動

津幡東支店

新鮮野菜百円市／かほく四季まつり・海浜清掃
税務セミナー／園児・組合員作品展示

宇ノ気支店 プランター植栽
かほく四季まつり・海浜清掃
門松づくり／組合員作品展示

高松支店

JA石川かほく 自己改革に向けた取り組み
JA石川かほくでは、多くの組合員が必要とするサービスを総合的に提供し、今後とも必要
な組織であり続けるために「自己改革」に取り組んでいます。私達は「自己改革」の実践
を通じて、農業者の所得向上に取り組むことに加え、
正組合員・准組合員の皆様に “暮らしを支える事業”
を提供していきます。
また、組合員の皆様の生活の利便性確保は、少子高齢化
や今後の人口減少が想定される環境において、地域農業
や地域社会を守ることにつながると考えています。
JA石川かほくは、管内の農業を守り、豊かで暮らしやすい
地域社会を正組合員、准組合員の皆様と一緒に築き上
げていきます。

農業者の
所得増大

地域の
活性化

農業生産の
拡大

JA自己改革
基本目標

これからも、JA石川かほくは…

を目指します！

「農」への働きがいづくり
そして

幸せな暮らしを実感できる地域づくり
みんなで暮らしやすい地域を

つくるんだな

〒929-0326 石川県河北郡津幡町字清水チ329番地
TEL：076-288-3331　FAX：076-288-7535 JA石川かほく 検索

各支店の取り組み

全
力！
自
己
改
革！
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ファーマーズ
マーケット・
農産物直売所

信用事業
・

共済事業

豊かで
暮らしやすい
地域社会の
実現のために
JA石川かほくは、皆様の営農や暮らしのあらゆる面に役立てて
頂けるような総合事業を行っており、多様な事業を総合的に展開
することで、地域農業の振興や地域づくりに努めています。
とりわけ、収支が厳しい農業関連事業は、信用事業や共済事業
などを含めた総合事業だからこそ、営農指導員の配置や大規模
な農業施設投資を実現できています。

「組合員・地域住民とのつながり・ふれあい」「社会貢献」として、様々な活動を展開しています。

米の生産拡大

農業関連事業

生産者直売所
そくさいかんの
賑わい創出

生活関連事業

地域コミュニティの活性化

いけなら紫
チョコサンド いけなら紫細うどん いけなら紫甘納豆

6次産業化商品の開発

まこも焼酎 ほくの里 Monbei かほくの恵み

JAグリーンかほく 周年祭・春の展示会

手作り惣菜・赤飯の販売 果樹なんでも相談会 春の展示会

野菜・果実のブランド産地の維持

河北潟小松菜 高松ぶどう

若い担い手の育成

生産コストの低減

高密度苗播種作業

生産量の増加

JA全農式トロ箱培養液栽培 うぃずOne

女性大学 スマイルスクール
食・農・暮らし等様々な分野のカリキュラムを通じて
自分を磨き、楽しく学び、仲間づくりを行っています。

にっこり百彩会

そくさいかん 産直部会女性部
地元農産物を地域の方に知ってもらおうと、
イベントや講習会を実施しています。

農業体験（食育教育）

笑顔ほくほく秋祭り
農産物直売会、歌謡ショー、産直会員もちつきなどの
催し物があり、毎年多くの方にご来場頂いています。

JA石川かほくマスコットキャラクター ほくの里

お茶の間「茶論」や声掛け訪問活動など
心のふれあい交流活動を行っています。

農業体験や学校給食の提供を行うなど、
地元農産物への理解を深めています。

JA石川かほく設立20周年を記念して生まれました。
JA・地域農産物のPRなど多くのイベントに参加しています。

JA共済 アンパンマン
こどもくらぶ

ほのぼのヘルプ

JA-SS

自動車センター

地域農業推進大会

JAカード特別割引・ポイントサービス

ほのぼのデイサービス

夏の展示会

年金友の会

JAさわやか健康ウオーキング上高地

年金来店感謝デー
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