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◎組織・管理関係 

Ｑ1.  目的別積立金について、情報システム対策積立金が新設されましたが、当積立の用途は具体的に決まっ

ているのでしょうか。また、今後増額する可能性はありますか。 

Ａ1.  現在の県下ＪＡが利用している第 3 次農協情報システムの内、会計システムが令和 5 年度に抜本的に更

新されます。また、サーバと言われるシステムの根幹であるコンピュータの保守期限が同じ時期に期限

を迎え更新が必要となります。その際の費用を積み立てておき、更新費用を確保するために新設いたし

ました。第 3 次農協情報システムを利用しているほとんどのＪＡで積立てを予定しています。積立目標

額については、既に試算がされており、今のところ増額する予定はありません。 

 

Ｑ2. 農業農村振興基金を始めとする積立金運用の利息などの運用果実については、各事業の運営にどのよう

に活かされていますか。 

Ａ2. 各種積立金による資産の運用果実については生産基盤拡大のための投資等、農業所得の向上、組合員教

育文化活動のための資金として使用しており、地元農産物の購入など援農活動にも役立てています。最

終的には組合員の皆様の事業利用の増進につなげ、JA の取組の発展を目指しています。 

 

Ｑ3. 4 月から総合ポイントの基準を見直し、付与率も向上していると思いますが、ポイント利用を軸とした

今後の事業活動の施策を教えてください。 

Ｑ4. 令和 3年度、新総合ポイント基準が出されています。おそらくポイントカードの導入の目的の一つには、

事業横断的な利用による事業活性化があげられると思います。このたびの基準見直しにより、ポイント

勘定（ポイント費用付与、日常消費行動による供給値引き）が前年度以上に高まるようポイント利用可

能部署に対して徹底を頂けるよう望みます。 

Ａ3.4.  今年度の具体的な事業活動は JA 内でポイント検討会を開催し、ポイントの利便性を活かした部門横断

的な事業施策、ポイント取引データを活用した施策を考えて参ります。また、購買窓口などで、組合員・

利用者の購買品購入時にはポイント利用の声掛けを行う様指導して参ります。未記帳状態になりやすい

ボーナスポイント等の後方付与につきましてはカード記帳を促す方法を検討します。 

 

Ｑ5. 令和 3 年度の総合財務計画において、ポイント引当金計上されています。引当金は未使用ポイント残高

と関係している事であり、税務否認もされます。ポイント基準も変更となった事から、令和 3年度の期

中のポイント付与額、還元額およびその内容を示してください。 

Ａ5. ポイント付与につきましてはＡコープや SSのポイント倍デー、KIOSK端末のスロット等の施策を行って

います。また A コープではポイント引換商品なども PR して還元率を高めています。令和 3 年度にはさ

らに付与・還元の施策を講じて、結果報告を総代会資料の引当金明細として報告します。 

 

Ｑ6. 支店運営委員会でも意見が出ていますが、愛ちゃんカードが、せめて県内ＪＡで共通になるとありがた

いです。 

Ａ6. 各ＪＡのポイント付与基準、還元基準に違いがあるため、県下ＪＡで共通利用はできない状況でありま

す。ご了承願います。 

 

Ｑ7. 令和 3 年度の事業計画として「施設投資については、ちさと地区・本店周辺の施設再編へ向けた準備」

とあります。具体的にどのようなことが計画されているのですか。 

Ｑ8. 第 2 号議案 令和 3 年年度事業計画（組織・管理）の中で、施設投資の「ちさと地区・本店周辺施設再

編へ向けた準備」の内容及び計画について説明をお願いします。 
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Ａ7.8. 施設投資計画については、ＧＣしんしろの営業体制の見直しを図りつつ、営農センター機能をちさと地

区に集約する方向で検討しています。また、本店周辺整備については、現在の本店は築 50 年を越える

ということで老朽化が進んでおり、本店の建て替えを含めて検討している状況であります。スケジュー

ルについては、ちさと地区へ営農センター機能を移設した後、エーコープしんしろ店の改装を含めて令

和 8年度完成を予定しております。 

 

Ｑ9.  過疎化が進み、今までの様に集落推薦で総代選出が負担になって来ました。地区別総代会人数は変更で

出来ないでしょうか。 

Ａ9.10. 総代の定数は定款により定められています。選出については正組合員が総代に立候補し、正組合員の投

票により総代を決める事となっておりますが、例年は、総代の候補者が総代定数である 500人になる様、

各集落に推薦をお願いし無投票当選とさせて頂いています。今後は女性総代を増やして女性の意見を事

業運営に取り入れて行く事も必要である事、また、少子高齢化が進む中、集落での推薦が難しいと言っ

たご意見も頂いておりますので、推薦方法等について検討して参ります。 

 

Ｑ11. 総合損益計画の事業管理比率が前年度より 5ポイント高まっている要因は何でしょうか。 

Ａ11. 令和 3年度の事業利益計画は、信用事業の運用利回り低下による減益、共済事業の保有高減少に伴う減

益を見込んでおります。また、事業管理費計画に関しまして前年実績対比で増額となっております。主

な原因は令和 3年度の人件費の計画額の増額です。具体的には、令和 2年度には特例業務負担金の戻し

入れにて人件費が減額されましたが、計画では戻し入れを見込んでいない事、また、早期退職者の見込

みを計上している事であります。加えて、令和 2年度はコロナ禍での営業短縮等により雑給が減額され

ておりますが、令和 3年度計画では通常業務を想定していること等です。以上のような要因により事業

管理比率の計画が前年度実績より増加しています。 

 

Ｑ12. 給与の在り方がよく分かりませんので、誤解もある事と思いますが、職員のやる気と本気に報いるため

に、もう少し給与を引き上げても良いのではないかと思います。また、非常勤理事の給与基準がよくわ

かりません。農協の将来性に向けて若い職員の採用や、研修や待遇も含めて少しでもそちらに投資する

必要があると思います。 

Ａ12. 非常勤理事の報酬につきましては、常勤役員も含め県下ＪＡの平均値から算出しており、当ＪＡの 

報酬額は平均値以下となっております。ＪＡ経営の重要な役割を担っておられる非常勤理事の皆様には

そのことを理解して頂き、重責を担うことを承認して頂いております。 

 

Ｑ13. 附帯決議について、総代会で選任した理事で構成する理事会があるわけですから、個別の事案の軽微な 

補正についてはそこで決議してもらえれば良いのではないでしょうか。 

Ａ13. 総代会はＪＡの最高意思決定機関でありますので、理事会の判断では総代会で決議して頂いた議案を変

更することはできません。当議案は、総代会で決議した議案に、誤字、違算などの軽微な誤りが発覚し

た場合、再度総代会を開催し、修正する旨を諮ることはせずに、理事会にて変更が出来るようにするた

めの議案であります。 

 

Ｑ14. 議決権行使全般について、「賛否に〇のない場合は賛成と見なす」と記載がありますが、賛成誘導には

ならないのでしょうか。仮に総代会無効の訴えを起こされた場合、組合は弱い立場に立たされることは

ないのでしょうか。 
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Ａ14. 会社法によりますと、提出された議決権行使書に賛否の記載が無い場合、「賛成」「反対」「棄権」などの

意思表示があったとして取り扱う事が認められており、その旨を議決権行使書に記載することが規定さ

れています。「棄権」が「原案に賛成ではない」という事を意味する為、賛否の記載が無い場合には「賛

成」の取扱いをするのが一般的とされております。当ＪＡでは適正に議決権行を行う観点から、賛否不

明等の場合の取り扱いを理事会で決定し、記載に当たっての留意事項を書面議決権行使書に記載してお

ります。 

 

Ｑ15. インターネットをもっと活用してほしいと思います。例えば、私はいま農政推進委員会（以前の生産組

合長）をしていますが、「〇〇の周知依頼」などの文書が来ます。組合のページを見たところ載ってい

ませんでした。外部向けＰＲに重点が置かれているようですが、内向け通常業務の周知活動にもインタ

ーネットを利用してほしいと思います。 

Ａ15. ホームページはＪＡ外への広報活動の一環として、外部への発信をメインにしています。また、誰でも

情報を自由に閲覧できることから、組合員の皆様への情報を、悪意を持った第 3者が取得してしまう懸

念もあり、開示する情報は一般的な内容としています。またＪＡの行事、会議体、通知等全てを掲載す

るのは更新頻度が高くなり、記載する情報の管理が煩雑化する懸念もありますのでご理解ください。 

 

Ｑ16. 総代懇談会において、詳しく正確、的確な説明をいただきありがとうございました。コロナ禍の厳しい

状況の中健全な運営経営をされており頭が下がります。問題、反対と思うことはありません。どの部署

の方もですが、職員の皆さんが、笑顔で親切に対応して下さっていて素晴らしいと思います。 

Ｑ17. ＪＡ活動は生産・消費活動が一貫した身近な企業体であると実感いたしています。その上で日常生活か 

ら世界事情を見通せることのできる活動であると思います。草取りをし、汗を流した作物が国内で、海 

外で消費される商品となったらどんなに素晴らしい事かと思います。 

Ａ16.17 今後も組合員の皆様の期待に応えられますよう、役職員一同精進してまいりますので、よろしくお願いい

たします。 

 

◎金融共済関係 

Ｑ18. 第３号議案定款の一部変更の「電子債権記録業に係る業務に関する規定の削除」とありますが、今後 

は記録をしないということですか。或いはＪＡ愛知東独自でシステムを構築するということですか。電 

子業務は重要視されていますので止めてしまうのかどうかをお聞きしたいと思います。 

Ａ18. 電子債権記録業とは、手形などに替わるパソコン等を利用した電子決済手段で、当ＪＡは平成26年より、

一般社団法人全国銀行協会が設立した電子債権記録機関「株式会社 全銀電子債権ネットワーク」通称

「でんさいネット」に参加しておりました。しかしながら、普及率が低くいこと等の理由から、県下す

べてのＪＡが脱退することとなり、当ＪＡにつきましても、第 3号議案において規定変更の上程をさせ

ていただき脱退することとします。 

 

Ｑ19.  1 号議案について、預金利息収入があるにもかかわらず、貯金者に支払う貯金利息はかなり少ないと思

いますが、なぜでしょうか。 

Ａ19. 預金利息勘定残高の主な内訳は系統定期預金利息と、信用受取奨励金となっております。令和 2年度末

で預金利息残高は貯金利息残高を下回っております。奨励金についてはＪＡの経営を支える収益とさせ

ていただいております。貯金金利については低金利政策の影響を受けていますのでご理解ください。 

 

◎営農関係 
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Q20. 担い手づくりに関しまして、生産者の皆さんは、生産している農産物の市場評価等をモチベーションに 

しており、より良いものを作るために頑張っておられると思います。市場評価等のきめ細かな情報を各部

会などに提供をお願いしたいと思います。 

A20. 市場評価につきましては、各部会の総会、目揃え会、出荷反省会等において、市場、経済連から情報を入

手し提供しており、生産者と情報共有しています。品目ごとオンリーワン戦略に取組んでいますが、今後

は品目を広げて行きたいと思います。 

 

Q21. 耕作放棄地についてですが、その使用用途として営農型太陽光発電が有効だと言われています。稲作より

収益率が高く、農地の有効活用となると思われます。また、安定した収入が見込まれると思います。農協

の取組を教えて頂きたいと思います。 

A21. 営農型太陽光発電につきましてはメリット、デメリットがありますので、慎重な対応が必要です。他の JA

の動向も踏まえて、ご提案できる事があればお示ししたいと思います。 

 

Ｑ22. 農協の育苗センターではジャンボタニシの対処についてどのように行っていますか。 

Ａ22. 真冬に田起こしし、水稲苗を広げる前に水田へ全体にビニールを敷き、侵入を防ぐ対策をしています。 

本年は育苗センター終了後、ドローンによる薬剤散布の実証実験を 7月 12日に行いました。 

 

Ｑ23. 農協に対してジャンボタニシの事について苦情はありませんか。 

Ａ23. 現在、苦情はありませんが、田植え後３週間までの被害が懸念されますので、対策についての問い合わ 

せが多く寄せられています。 

 

Ｑ24. 管内のジャンボタニシの発生状況について教えてください。 

Ａ24. ジャンボタニシは寒さに弱いこともあり、作手地区、北設地区では、発生が確認されていません。発生 

が確認されている地域は旧新城地区では全域、旧鳳来地区では一部の集落で確認されています。 

 

Ｑ25. ジャンボタニシの具体的な対応策を教えてください。 

Ａ25. 田植え移植時に被害が出る前にスクミノン粒剤を散布することで食害防止を図る方法や、浅水管理し４

ｃｍ以下に水位を維持し摂食行動を抑制する方法などが行われています。また移植前の対策として秋又は

春に殺貝効果のある石灰窒素を散布し、貝密度を下げる方法も検討しています。しかし魚毒性が高いため

漏水防止を行うなど管理が大変なこと、また窒素成分を多く含むため元肥の量を減らすなどの調整が必要

になります。 

 

Ｑ26. スクミノン１０ｋｇの価格が高価ですので補助制度はありませんか。 

Ａ26. 最も効果があるのがスクミノンですが、残念ながら補助制度はありません。 

 

Ｑ27. ワンタッチ肥料やロング肥料に使用されているマイクロプラスチックについて海洋汚染問題となってい

ますが、今後の取組みはどのようになっていますか。 

Ａ27. 2019年の G20により海洋プラスチック汚染を 2050年までにゼロにすることが採択されています。農業分

野では現在、被覆肥料殻の流出防止啓発活動、被覆樹脂の分解性向上や使用量削減に向けた技術開発の

支援・普及、代替技術の開発支援・普及を行っています。技術面では被覆樹脂の薄膜化を実現させ、樹

脂量の削減を図っています。 
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Ｑ37.「日本のお茶は危険である」との一部報道がありました。農協として、どのような対応を考えているのか

お聞かせください。 

Ａ37. 当ＪＡで栽培するお茶に関しては農薬を使用する期間や成分、使用基準の指導を徹底しています。また、

当ＪＡで使用している農薬については、農薬取締法、食品安全基本法、食品衛生法に基づいた登録と規

制がされており安全性は担保されています。したがって、正しい農薬の使用方法により栽培された農産

物は安全です。また、消費者の要望や栽培コスト削減のため、農薬の使用量は年々減少しています。現

在、この報道による影響は全くなく、持越し在庫も少なく、昨年より高値で販売されています。京都府

立医科大学や奈良県立医科大学では、お茶に含まれるカテキン類に新型コロナ不活性化効果がある報道

が出されました。今回の報道につきましては、安全、安心なお茶であるとのＰＲ等もしっかりと行って

まいりたいと思います。 

 

Ｑ38. 支店での購買を増やしていただけたら通合がいいと思います。たとえば草刈り機の紐、帽子、食料品 

では卵等です。 

Ａ38. 支店では売り場の面積が限られていること、生鮮食品等は消費期限管理、冷蔵庫等の保管用設備が必要 

となること、農機器具部品などは、専門知識が必要な職員が対応しなければならない場合もあることか 

ら、現在の規模を拡充することは難しい状況ですのでご理解を頂きたいと思います。 

 

Ｑ39. 放耕作放棄地が多くの場所にありますが、毎年放棄地が増加してきて、野生動物が多く出現して迷惑し

ています。政治的に要望を出して欲しいと思います。 

Ａ39. 昨年７月に当ＪＡで開催された国会議員との意見交換会において、地域事情に合わせた鳥獣害への施策

等を要望しました。今後も、国、県等に対し中山間地への要望を行ってまいります。 

 

Ｑ40. 種子の自国産への取り組みはどのようになっていますか。 

Ａ40. 当ＪＡで種子の生産を行う事は計画していません。店頭では、国産の種子は人件費の関係から価格が高 

くなりますので、一部の種子を除き低価格の海外産種子を用意させて頂いています。 

 

Ｑ41. 遺伝子組み換え農産物への依存はありますか。また、家畜からの二次的影響は大丈夫でしょうか。 

Ａ41. 遺伝子操作には、従来からの交配技術と、遺伝子組み換えと、ゲノム編集があります。ゲノム編集に 

ついては、自然界でも起こりうる現象を利用しており、比較的安全とされています。特定の遺伝子を 

組み込む遺伝子組み換えが、安全性への疑念と、特定企業が食料の抱え込みを行うのではないかと懸 

念されているところです。特に、油の抽出や飼料穀物への混入が懸念されますが、現在ＪＡが取り扱 

っている飼料については、遺伝子組み換え穀物は含まれていません。（遺伝子組み換えは、外部からの 

遺伝子を元の遺伝子に挿入する技術、ゲノム編集はその生物が元々持っている遺伝子を組替える技術 

の事を言います。） 

 

Ｑ42. 中山間地の新規就農者のサポートをお願いします。 

Ａ42. 担い手育成総合支援協議会は、ＪＡ管内を網羅して事業を行っていますが、市町村ごとの取組みの違い

はあります。該当地区では、施設投資に対する支援を中心に行われていますので、計画的に活用してい

ただきたいと思います。 

 

 

Ｑ43. 農家として営農窓口が 18：00まで開いていると助かります。 



- 6 - 

 

Ａ43. 現在はコロナウイルス感染予防対策下での営業という事もあり、17：00までの窓口営業となっています 

がご連絡いただければ対応させていただきます。 

 

Ｑ44. 回覧されている共同購入カタログ等について、ネット注文できるようになりませんか。 

Ａ44. インターネットの注文は注文された組合員の皆様の個人情報を暗号化する仕組みが必要です。現在のホ

ームページにはネット注文機能及び暗号化機能が付いておりませんのでご理解願います。 

 

Ｑ45. 「日本いじめるには食料止めれば良い」にならない為の対策はどのように考えているのでしょうか。「政

府がやってくれないのなら、ＪＡが取り組む」という姿勢はどうでしょうか。 

Ａ45. 令和元年度の食料自給率は、小麦の反収が上がったことによりカロリーベースで前年より 1 ポイント上

がり３８％、生産額ベースで前年並み６６％です。飼料自給率では前年並み２５％です。一方エネルギ

ー自給率は 9.6％で、食料とエネルギーが日本の弱点と言えます。ＪＡとしましては、食糧安保の政策

を行政に働きかけ、一般消費者にも、我が国の食糧事情を周知し、農産物の生産向上にご協力願える様、

努力してまいります。 

 

Ｑ46. 8号議案の「農産物の受検及び代金等の受領手続きの委任について」ですが、農産物に関わることは、農

協の本来業務と思いますが、これを委任するというのがよく分りません。上部団体、物流組織（業界環

境）との関連でやむをえないと言うことかなとも感じられますが、委任することによる弊害を低減する

ための対策に言及することが大事ではないでしょうか。 

Ａ46. 本議案は、農産物検査、政府並びに米穀安定供給確保支援機構等からの売渡代金、補助金等の交付申請、

請求、受領、及び返還に関する一切の権限を、ＪＡに対し「包括的」に委任することを定めた議案です。

これによって、個別承諾を取らなくても、組合員のみなさんに代わり、ＪＡが登録検査機関として国が定

める農産物検査法に基づき米麦大豆そばについての受検の実務を代行し、また、国、地方公共団体等から

の補助金等についても、ＪＡが実務を代行することができます。このことによる組合員への弊害はありま

せん。平成 23 年の福島原発事故では、米穀安定供給確保支援機構が組合員の米を買取ることになりまし

た。この時、当該議案が承認されていたため、ＪＡが売渡代金等の事務を組合員の代わりに行うことがで

きた事例もあります。ＪＡから他の団体に業務を委任する趣旨ではありません。 

 

◎生活関係 

Ｑ47. 今後の車社会が電気化及び水素燃料となっていく中で、ＪＡとしての方向性はどのように考えています 

か。 

Ａ47. 産業界では経済産業省の「グリーン成長戦略」を推進する過程であらゆる分野での脱炭素化が進むと考

えられ、ＪＡが基幹事業としてきた石油、ガス事業は転換期を迎えてくることは認識しております。今

後の燃料需給バランスについては生活部の中で検討中であります。脱炭素化に対応するための施設につ

いては、高額投資となるのでしっかりと考えていきます。 

 

Ｑ48. 葬祭事業の在り方について、コロナ禍で従来とは違うスタイルになってきています。民間のコーディネ

ーターを入れるなどの改善は考えていますか。 

Ａ48. コロナ禍の中で、小規模葬が増えてきているのは確かなことです。生活環境が変化していく中、様々な

形態・規模・地区において遺族や会葬者のニーズに対応しつつ、喪家目線や気持ちに寄り添った葬儀施

行を行う事が大切であると考えます。同時に、地域と共に生活してきた故人に対し安易に家族葬で終わ

らせるのではなく、ともに生活してきた組・地区等の地域住民も参加できる「地域葬」の提案・確立を
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してまいります。 

 

Ｑ49. ガソリンの価格について、他店との格差が大きいのは仕入先に問題があるのではないですか。 

Ａ49. 価格についてはＪＡカード、ＱＲコードの値引き、ポイント値引きなどで対応しています。また、県下

ＪＡの仕入れは元売から経済連を経由し、配送、品質管理を含め安心して利用していただける良質な商

品であります。今後ともＪＡＳＳのご利用をお願い申し上げます。 

 

Ｑ50. 当地区のＳＳの燃料販売価格が他のＳＳに比べて高いように思います。セルフ化すれば価格の抑制がで

きると思いますが、セルフ化の計画はありますか。 

Ａ50. セルフ化については機械・システムの変更に大きなコストがかかり、現時点では計画はありません。し 

かしながら、ＪＡカード、ＱＲコードの値引き、ポイント値引きなどで、できる限りお値打ちな価格で

提供できるよう努力していきます。またタイヤ交換や自動車のメンテナンス等、きめ細かなサービスを

させて頂きたいと思います。 

 

Ｑ51. 当地区のＳＳは現在、日曜日が定休日ですが日曜日を営業していただけると便利で助かります。 

Ａ51. 営業日については、地元のご利用者の意見を伺いつつ、また曜日別の収益性を鑑みながら検討したいと 

思います。 

 

Ｑ52. 給油所の営業について、5月の連休（祝日）と定休日が合わさり、田植時期でもありますので、連続 

する定休日を再考して頂きたい。 

Ａ52. 令和 3年 5月については、4日(火・みどりの日)に農繁期対応として臨時営業させていただいており 

ます。また、令和 2年は 5日（火・子供の日）、令和元年は 2日（木・国民の日）と 4日（土・みど 

りの日）に臨時営業しております。引き続き農繁期における連休については、3連休にならないよう 

対応してまいります。 

 

Ｑ53. ガソリンスタンドで携行缶に入れる際、その都度、住所、氏名を記入するのが大変手間がかかります。

登録制にできないのでしょうか。 

Ａ53. 令和 2年 2月 1日の改正消防法により、携行缶給油の都度、住所・氏名・使用目的等を記入した注 

文書および、本人確認（運転免許証等）をお客様から SSへ提示することとなっています。ご面倒をおか

けしますがご理解をお願いします。 

 

Ｑ54. ポインカードについて 産直店舗、Ａコープ等では、クレジットカード決済は、どこのカードでも 

ポイント付与されますが、ガソリンスタンドでは、他社カードでは、ポイントカードが利用できな 

いのは残念です。 

Ａ54. ＪＡカードの普及と利用推奨の一環として、他社クレジットカードではポイント付与還元を行えないシ

ステム仕様となっていますのでご理解をお願いします。また、給油所でＪＡクレジットカードを利用す

ると、クレジットカード特典のほか、ＳＳ独自の特典もあり、お値打ちになっておりますのでＪＡクレ

ジットカードを取得して頂きご利用ください。 

 

 

 

◎店舗関係 
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Ｑ55. 第 6 号議案 Ａコープ事業の県域共同出資会社への経営移管の解消と今後の店舗運営についてですが、

その経緯と今後の事業運営について教えてください。 

Ｑ56. 6号議案について共同出資会社発足の当初の目的の説明、そしてそれがどういう経緯でなぜ解散するのか

などの説明がありませんでした。今後は出資会社委託前に戻って、当組合が経営するという事ですが、

経緯からすると厳しい環境になると思われます。経営の見通しについての説明がありませんでした。 

Ａ55.56. Ａコープ事業は、平成 25 年度に県下 10ＪＡ37 店舗にて、員外利用規制対応と大規模化による収益向上

を図るため、ＪＡ・経済連の共同出資会社である㈱エーコープあいちへの経営移管により運営してきま

した。しかしながら、ここ数年、恒常的な営業赤字から抜け出せず、令和 3年には 7ＪＡ21店舗に

まで縮小し、県域での経営成立は難しいと判断したため、令和 5 年 3 月末をもって ㈱エーコープあ

いちが解散することとなりました。よって、令和 5 年 3 月末をもって、経営移管を解消し、令和 5

年 4月以降は当組合が事業運営を行うこととするため、令和 3年度総代会の上程事項としました。令和

5年 3月末の解消にもかかわらず今回上程させて頂いたのは、すでに㈱エーコープあいちの解散が決定

しており、令和 4年度中に準備を行い、業務移管をスムーズに行うためです。今後の店舗運営について

は、県域での店舗運営から当組合単独での店舗運営となりますので、独自の仕入れ先や商品の選定を行

い、当組合の特徴を十分発揮できる店舗体制を構築していきます。数値目標等の具体的な経営戦略につ

きましては、令和 4年度中に策定し、お示しをしたいと考えております 

 

Ｑ57. 注記表にあるＧＣしんしろに関しての固定資産減損処理に関してですが、前年度においても減損処理を

行っていると思いますが、今年度についても減損処理をおこなった経過を説明してください。 

Ｑ58. グリーンセンター新城が 2期にわたり減損損失計上がなされています。特に、生産農家に直結する産直

出荷施設であり、令和 3年度計画ではより採算が確保できる事業運営・経営改善を望みます。 

Ａ57.58. 令和年度は、施設を維持するための必要な支出であるとの判断から、経年劣化した施設の更新及び利用

者の利便性を考えた投資をさせて頂きました。収支も次第に改善しつつありますが、令和 2年度は会計

基準に従って減損処理をさせて頂きました。減損会計処理は、固定資産の価値を一括して減額する事に

よって、その後の減価償却費が減少する為、利益が相対的に増加するというメリットもありますが、新

たな施設投資に費用を掛ける事が難しいというデメリットもあります。令和 3年度については、事業計

画に基づき、計画達成は勿論、店舗運営に於いても採算が確保出来るように取り組んで参りますのでご

理解・ご協力をお願いします。 

 

Ｑ59. 最近、食料品等を取扱うドラッグストアが進出してきています。競合する店舗の対応をＡコープはどの

ように考えていますか。 

Ａ59. ドラックストアについては、生鮮食品等、食品に力を入れた店舗運営にシフトした展開を図る業態にな 

って来ております。限られた商圏で利用者の奪い合いが起きていることも否めません。Ａコープについ

ては、安心・安全な国産品、県内産品の優先。また、地元産直出荷者のご協力をいただいた地域の皆様

に安心してご利用していただける店舗運営を目指しておりますので、一層のご愛顧を頂けるように取り

組んで参りますのでご理解をお願いします。 

 

Ｑ60. 各産直店舗等の仕入れ先について、経済連に頼ることなくＪＡ愛知東独自の方法でやっていくことが必

要ではないのですか。また、現場での職員数が少ないあまり、仕入れを含めた職員教育ができていない

のではないかと思います。 

Ａ60. 産直店舗では、経済連以外の業者からの仕入れも行っており、商品によって選定をしています。仕 

入れ方法や、価格交渉などの業者との折衝は、各担当に一任することなく所属長と検討しながら行 
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っていますが、内部研修会などを行って職員のレベルを引き上げて行きたいと思います。 

 

Ｑ61. 北部店について建物の老朽化が目立ち、また利用者数も減ってきているようですが今後どのような 

計画となっていますか。 

Ａ61. 現在、地元利用者の方を中心に「利用者懇談会」を開催しており、意見をいただきつつ方向性を検 

討している段階です。組合員・利用者の意見を踏まえて早急に方向性を決めていきたいと考えています。 

 

 


