ＪＡ三重南紀

平成 28 年 9 月末の現況

＝地域貢献情報＝
●全般的事項
当組合は、熊野市、御浜町、紀宝町の一市二町を事業区域として、農業者を中
心とした地域住民の方々が組合員となって、相互扶助（お互いに助け合い、お
互いに発展していくこと）を共通の理念として運営される協同組織であり、地
域農業の活性化に資する地域金融機関です。
当組合の資金は、その大半が組合員の皆さまなどからお預かりした、大切な財
産である「貯金」を源泉としております。当組合では資金を必要とする組合員
の皆さま方や、地方公共団体などにもご利用いただいております。
当組合は、地域の一員として、農業の発展と健康で豊かな地域社会の実現に向
けて、事業活動を展開しています。
また、ＪＡの総合事業を通じて各種金融機能・サービス等を提供するだけで
なく、地域の協同組合として、農業や助けあいを通じた社会貢献に努めていま
す。
組合員数

８，９２５人 出資金

●地域からの資金調達の状況
（１）貯金・定期積金残高

７７４，１５８千円

４６，９８５百万円

（２）貯金商品
種類

期間

預入額

商品の概要等
ＪＡと当座貯金勘定取引契約を結んだ
取引先が、ＪＡを支払い場所とする小

当座貯金

出し入れ自由

１円以上

切手・約束手形を振り出し、又は、為
替手形を引受け、その支払事務をＪＡ
に委任する為に開設される貯金勘定で
ある。
貯金通帳及び所定の入金申込書、払戻

普通貯金

出し入れ自由

１円以上 請求書により受入・払戻する要求払い
貯金である。

1

普通貯金・定期貯金及び定期性担保と
する当座貸越の機能を合わせた口座で
ある。
普通貯金の残高を超える支払時に、設

総合口座

出し入れ自由

１円以上 定された担保に応じた当座貸越によ
り、不足分が普通貯金へ自動的に融資
され、普通貯金の支払いを成立させる。
又、貸越中に普通貯金へ入金された金
額は、自動的に返済資金となる。
あらかじめ満期日（支払期日）を定め

定期貯金

て預入れ、貯金者は原則として満期日

スーパー定期

1 ヶ月～5 年

1,000 円以上

大口定期

1 ヶ月～5 年

1,000 万円以上 まで払戻の請求ができない期限付貯金

期日指定定期

1 ヶ月～3 年

1,000 円～

である。

300 万円未満

尚、定期貯金は預入れの都度 1 口ごと
に独立して貯金債権が成立する。

変動金利定期

1 年～3 年

1,000 円以上

据置定期

6 ヶ月～5 年

1,000 円～
1,000 万円未満
預入期間、及び取扱対象者に応じ、期
日指定定期、スーパー定期及び大口定

積立式定期預金

１円以上

期を組み合わせ、一冊の通帳にまとめ
て取扱いができる商品である。
尚、貯金契約は預入明細単位ではなく、
口座単位に包括的に成立する。
勤労者が財形法に基づく契約によっ
て、預入される貯金。貯蓄制度におけ

財形貯金
（ 勤 労 者 財 産 形 ５年以上

１円以上 る勤労者財産形成貯蓄契約は勤労者
（貯金者）と金融機関との間に行われ

成貯蓄）

る。

一定金額を毎月一定日の日に、一定期

定期積金

6 ヶ月～60 ヶ月

1,000 円以上 間掛け込む事を条件に一定の契約金額
を貯金者に支払う契約である。
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●地域への資金供給の状況
（１）貸出金残高
（単位：百万円）
正組合員

２，４８３

准組合員

２，９０７

地方公共団体

１，４０３

員 外

地方公社等

―

金融機関

６７２

その他員外

１２５

計
合

２，２０１

計

７，５９２

（２）制度融資取扱い状況
（単位：百万円）
資金名

残高

制度の概要等

中核農業者育成資金個人

３０ 中核農業者支援

近代化資金

個人

２８ 農業・運転・施設・農機具取得

近代化資金

県単特定

６ 緊急復旧資金

農業基盤整備

３９ 農業施設及び耕地整理等

スーパーＬ

２６１ 農地取得（認定農家）

スーパーＳ

２４６ 運転資金（認定農家）

畜産経営維持緊急支援資金

２３０ 畜産経営維持資金

その他

７４ 農業別・政府対策資金関係

（３）融資商品
資金名

対象者

資金使途

商品の概要等

農業近代化資金

農業者

農業設備等

農業経営資金

農業者

農業設備、農機、運転 農業経営に必要な資金

営農ローン（当貸）

農業者

運転資金

農業運転資金

フリーローン

組合員

負債整理以外

生活に必要とする資金

マイカーローン

組合員

自動車購入

マイカー購入・車検等

住宅ローン

組合員

マイホーム建設等

変動金利型、固定金利型

教育ローン

組合員

教育資金

高校～大学等学資資金
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農業者の設備、農機取得

●地域密着型金融への取組み
（１）農業者等の経営支援に関する取組基本方針
中小企業者等の経営支援に関しては、
「金融円滑化にかかる基本方針」に基づ
き、新規貸付相談や貸付条件変更等の申し込みに対して、真摯かつ適切な対応
に努めております。
また金融機関としてコンサルティング機能を充分に発揮できるよう、研修・
セミナーの受講により担当者の能力向上に努めています。
（２）農業者等の経営支援に関する態勢整備
「金融円滑化にかかる基本方針」に基づき、管理責任者・担当者の設置およ
び統括部署を明確化し、金融円滑化管理委員会において協議を行なっています。
また、必要に応じて弁護士、税理士等外部専門家と連携し、経営支援を行な
えるような態勢整備をしています。
（３）農山漁村等地域活性化のための融資を始めとする支援
三重県農業の基盤となる担い手育成確保を図るため、部門横断的な担い手対
応部署のメンバーとして、担い手金融リーダーを配置し、営農事業、経済事業
等と連携を図るとともに、担い手の資金調達対策等に対応しています。
（４）ライフサイクルに応じた担い手支援
担い手の経営のライフサイクル（就農（創業期）・発展期・成熟期・再生期・
承継期）に応じた支援に取り組んでいます。
具体的には、農業経営資金等の各種農業資金、制度資金を提供しています。
（５）経営の将来性を見極める融資手法を始め担い手に適した資金供給手法の取組み
農業負債整理関係資金を提供するなど経営不振農家に対する経営支援等に取
り組んでいます。なお、担い手への資金提供に際しては、不動産担保や個人保
証に過度に依存することなく、融資先の経営の将来性を見極める融資を行なう
ため、三重県農業信用基金協会等と連携し担い手支援に努めています。
（６）農山漁村等地域の情報集積を活用した持続可能な農山漁村等地域への貢献
三重県下ＪＡバンクでは、
「ＪＡバンク食農教育応援事業」に取り組んでいま
す。子供たちに食と農業の関わり等への理解を深めてもらうことを目的として
いるもので、県内小学校高学年への教材本の寄贈や、農業体験学習の受入れな
どに取組んでいます。
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●文化的・社会的貢献に関する事項
（１）文化的・社会的貢献に関する事項
【地方公共団体への協力】
地域社会のよりよい環境づくりと発展のため、市町の行う地域の再開発や道
路・学校・公園など公共施設の整備事業に対して、融資等を通じて積極的に協
力しております。
各市町の収納代理金融機関として、税金等の公金事務の窓口を担当し、多くの
皆様にご利用頂いております。
【地域への奉仕活動】
４月１８日（月）紀宝町道の駅ウミガメ公園において、伊勢志摩サミットに備
え「テロ対策紀宝地区パートナーシップ」が行った、テロ攻撃を想定した訓練
に参加しました。
「テロ対策紀宝地区パートナーシップ」は、平成２８年１月に設立。紀宝警察
署をはじめ、官公庁・ライフライン・運輸関係、JA 三重南紀を含む団体２４機
関で構成されていて、テロの未然防止に向けた情報共有自主警備体制の強化活
動を行っています。
４月２５日（月）愛知県日進市の児童福祉移設「中日青葉学園」を JA と JA
全農みえの関係者が訪問し、地域特産の「カラマンダリン」「セミノール」「サ
ンフルーツ」を贈呈し、
「毎年たくさんのみかんを届けて頂き感謝しています。
」
「食育に役立てたい」と感謝の言葉を頂きました。今回で１３回目の訪問にな
ります。
４月２６日（火）伊勢志摩サミット開催にあたり、気持ちよく三重県に訪れて
貰おうと「おもてなし大作戦」を実施。三重県下 JA グループ役職員３，０００
人によるクリーンアップ活動を行いました。JA 三重南紀も熊野市、御浜町、紀
宝町管内で、業務前の時間を利用し清掃活動を行いました。
５月１５日（日）日本棚田百選の一つ、丸山千枚田で各方面から訪れた棚田オ
ーナー８６組（５３１人）が参加し「平成２８年度丸山千枚田田植えの集い」
が開催されました。JA 三重南紀からは、山本理事長（現会長）と室谷営農振興
部長が参加しました。
毎年、
「交通安全落語」や「交通安全講話」
「反射敏捷性測定」等をプログラム
に組込んだ「高齢者向け交通安全教室」を開催しています。今年度は、１１月
２７日（日）御浜町にて開催を予定。交通事故に遭わないための留意点を楽し
みながら習得できる交通安全落語を林家久蔵師匠に披露して頂き、
「笑い」を通
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じて交通安全に対する理解を深めて頂きます。
【食農教育活動への取組み】
食への関心、興味を高揚し、食の大切さ食を支える農の役割、地産地消への
理解を深めるとともに、地域の食文化、命と健康の尊さに対する理解を深める
ことを目的とした活動を行っています。
６月６日（月）鵜殿小学校１・２年生８６名、６月１０日（金）金山小学校
１・２・３年生７９名、６月２２日（水）五郷小学校全校生徒１４名を対象に
「さつまいも苗の植え方」出前授業を開催。営農指導員に植え方を教わりなが
ら１本１本丁寧にさつまいも苗を植えました。出前授業は行いませんでしたが、
６月８日（水）には、神上小学校の全校生徒が、JA 三重南紀が配布したさつま
いも苗を植えてくれました。１０月にはいも掘りを予定しています。
【年金相談会の開催】
３ヶ月に一度社会保険労務士を招き年金相談会を無料で行っています。今年
度は、６月８日（水）に紀宝支店で開催し、３組の相談がありました。９月１
４日（水）に熊野支店で開催を予定していましたが、相談者が無く中止になり
ました。
【各種イベントへの参加】
三重南紀のイメージガールは、県内各市町の消費イベントに参加し、三重南
紀みかんのＰＲ活動をしています。
４月９日（土）には、マックスバリュー名古屋西店で、１０日（日）には、
マックスバリュー津北店で消費宣伝を行いました。
８月１０日（水）三重南紀本店３階会議室おいて、三重南紀イメージガール
委嘱式が行われました。選ばれた６名は、２年間三重南紀みかんの販売促進を
行います。
９月１７日（土）三重県石垣英一副知事、JA 筒井道夫理事長と JA 関係者らが、
東京大田区の大田市場で関東首都圏初となる「三重南紀みかん」のトップセー
ルス、超極早生ブランド「みえの一番星」の試食提供を行いました。中央区に
ある「千疋屋総本店」、県アンテナショップ「三重テラス」にも訪問しました
９月２３日（金）に中日新聞社名古屋本店に表敬訪問し極早生販売前のＰＲ、
２４日（土）は、名古屋の北部市場を訪問しました。
１０月にはハーベス桔梗が丘店での三重南紀みかん祭り、１１月には、三重
テレビ１１月１８日放送予定の「とってもワクドキ！」の収録や御浜町みかん
祭りでのみかんＰＲ等が予定されています。
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（２）利用者ネットワーク化への取り組み
年金友の会の行事として年２回のグラウンドゴルフ大会と年１回の年金友
の会総会を開催しています。
９月１５日（木）に熊野市営グラウンドにおいて、熊野市５９名、御浜町
３３名、紀宝町６６名の計１５８名に参加していただき開催しました。次回
のグラウンドゴルフ大会は、３月に予定しています。平成２８年度第１８回
年金友の会総会は、１１月２４日（木）に長島温泉「湯あみの島」で開催予
定。２７年度に初めての取組みとして本店団地センターで開催したユニカー
ル大会も開催する予定です。
【第７期美人倶楽部】
６月１３日（月）JA 三重南紀本店団地センターにおいて平成２８年度「JA
ときめき女性大学★美人倶楽部」の開校式を行いました。受講生は１５名で、
料理やお菓子作り、手芸教室など 6 回の講義を予定しています。
開校式後の第 1 回講義は、南 佳寿先生を講師に迎え、季節の花を使った
「寄せ植え教室」を開催しました。
7 月 25 日（月）紀宝町「まなびの郷」において、料理研究家の秦 佐知子
先生を講師に招き、美人倶楽部第 2 回講義「夏バテ防止料理教室」を開催。
10 名が参加し「牛肉と野菜のオイスターソース炒め」
「カラフルピクルス」
「簡
単参鶏湯」「かぼちゃプリン」の 4 品を作りました。
【JA 三重南紀女性部】
8 月 30 日（火）紀宝町「まなびの郷」において、料理研究家の秦 佐知子
先生を講師に招き女性部による料理教室を開催しました。午前 14 名、午後 12
名に参加していただき、「枝豆としらすの酢醤油和え」「しめ卵と枝豆の吸い
物」「ひりょうず」「さんまのポテトロールみょうが添え」の 4 品を作りまし
た。
9 月 15 日（木）JA 三重南紀女性部 48 名と役職員 4 名が参加し、京都府の
「将軍塚展望台」、滋賀県の「ラ・コリーナ近江八幡」への視察研修を行いま
した。
「潤いのある健康で明るい地域づくり」を目指して活動している女性部
が、女性部員相互の親睦を深める事でより活発な活動が図れることを目的と
し、年 1 回この視察研修を行っています。

7 月 25 日（月）紀宝町 生涯学習センターにおいて夏休み特別食育企画と
題し 11 組の親子が参加し「親子料理教室」を開催。料理研究家の秦 佐知子
先生を講師に招き、地元産米粉を使用した『夏野菜たっぷりの 4 色ピザ』を
作りました。
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（３）情報提供活動
【「すまいるだより」「営農ニュース」などの情報誌の定期発行】
当組合では、平成 9 年 8 月以来、当組合の活動のみならず、地元の行事・活動
を紹介した「すまいるだより」を発行しており、身近な広報誌として地域の皆
様にご好評を頂いています。
また、農家向けに毎月の農作業のポイントをお知らせする「営農ニュース」も
発行しており、営農指導と併せて地域農業の資質向上に役立てております。
【ホームページの開設】
当組合では、平成 20 年 9 月以来、ホームページを開設し、当組合の現況、最
新ニュース、柑橘情報等を掲載しています。
ホームページの URL は、http://ja-mienanki.jp です。
●店舗一覧
店舗名
本

店

住

所

電話番号

CD／ATM
設置台数

南牟婁郡御浜町阿田和 4694-4

05979-2-1388

営農振興部

南牟婁郡御浜町下市木 2281-2

05979-2-4545

御浜経済センター

南牟婁郡御浜町阿田和 4135

05979-3-1616

熊野支店

熊野市有馬町 1368-1

0597-89-6606

熊野店

熊野市有馬町 1368-1

0597-89-2095

ほほえみかん

熊野市有馬町 1368-1

0597-85-2169

飛鳥店

熊野市飛鳥町小阪 511-1

0597-84-0002

ほたるの郷

熊野市五郷町寺谷 850-1

0597-83-0003

1台

御浜支店

南牟婁郡御浜町阿田和 4694-4

05979-2-2006

1台

市木店

南牟婁郡御浜町下市木 2551

05979-2-1013

1台

神木店

南牟婁郡御浜町神木 1950-8

05979-2-0003

紀宝支店

南牟婁郡紀宝町成川 40

0735-22-8471

相野谷店

南無理群紀宝町大里 1568

0735-34-0696

市木給油所

南牟婁郡御浜町下市木 2549-1

05979-2-1585

相野谷給油所

南牟婁郡紀宝町大里 1432-1

0735-34-0410

御浜農機センター

南牟婁郡御浜町下市木 2551

05979-2-4393

葬祭センター

南牟婁郡御浜町志原 1194

05979-2-0007

統一選果場

南牟婁郡御浜町下市木 2133

05979-2-1014

（店舗外 CD・ATM 設置台数４台）
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1台

1台

＝財務状況に関する項目＝
●金融再生法開示債権（単体）
（単位：百万円）
債権区分

平成 28 年 9 月末 平成 28 年 3 月末

破産更生債権及びこ

５１

３７

１４

５６９

５９０

▲２０

―

―

―

６，９８１

６，９２２

５９

７，６０２

７，５４９

５３

れらに準ずる債権

危険債権
要管理債権
正常債権
合

計

増減

注）平成 28 年 9 月末の計数は、次の方法により算出しています。
１．各債権区分額は、平成 28 年 3 月末時点の債権区分を基準として、平成
28 年 9 月末時点の残高に修正しています。
２．平成 28 年 3 月末から 9 月末までの間に、債務者区分の変更が必要と認
識した先については、9 月末時点の債務者の状況に基づき債権区分を変更
しています。
●単体自己資本比率
平成 28 年 9 月末（参考）

平成 28 年 3 月末

１０．６５％

１０．８３％

注）平成 28 年 9 月末の自己資本比率（参考）は、次の方法により算出してい
ます。
１．平成 28 年 3 月末のオペレーショナル・リスク相当額基づき算出してい
ます。
２．平成 28 年 9 月末の自己資本額および信用リスク・アセット額に基づき
算出しています。ただし、一部の項目については平成 28 年 3 月末の額を使
用しています。
●主要勘定の状況
（単位：百万円）
平成 28 年 9 月末
貯金
貸出金
預金
有価証券
金銭の信託

平成 28 年 3 月末

平成 27 年 9 月末

４６，９８５

４７，４５６

４７，８７２

７，５９２

７，５３９

７，８４２

３７，１３３

３７，９３５

３７，８１９

１，４１８

１，１１９

９３９

―

―

―
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●有価証券等時価情報
【有価証券】
（単位：百万円）
平成 28 年 9 月末
区分
売買目的
満期保有目的
その他
合

計

取得価額

時価

平成 28 年 3 月末
評価損益

取得価額

評価損
益

時価

―

―

―

―

―

―

１９９

２１６

１６

１９９

２１６

１６

１，１００ １，２１８

１１８

７９９

９１９

１１９

１，２９９ １，４３５

１３５

９９９ １，１３５

１３５

注） 1．9 月末の有価証券の時価は 9 月末日における市場価格等によっておりま
す。
２．取得価額は取得原価又は償却原価によっています。
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