
 

 

 

＜総代懇談会質疑の回答＞ 

 

◎組織・管理関係 

Ｑ1.  高齢者支援の取組として、草刈り業務とあります。刈払い機等の取扱と作業については、必要な講習

を受講しないと事故発生時には責任を問われる恐れがありますが、いかがでしょうか。 

Ａ1.  講習会については 4 月に行っております。また、7 月、9 月にも実施する予定です。 

 

Ｑ2. 令和 4 年度の損益計画に関してですが、事業管理費が 95％になります。令和 3 年度実績の約 85％と比

較すると大きく増加しています。事業管理費 95％は危険な水準だと思いますが、計画が保守的に策定

されているからでしょうか。 

Ａ2. 令和 4 年度の収支計画では、信用事業における、奨励金の減少を始めとした収益の低下、共済事業に

ついても、長期共済保有高の減少による収益の低下を見込んでおります。また、購買事業においても、

仕入価額の高止りが続く事、畜産農家の業態変更による取扱高の減少が収益を圧迫することが予測さ

れます。持続可能な経営基盤の確立、強化に取り組んで参ります。 

 

Ｑ3. 組織機構図を確認しますと、令和 4 年 3 月 31 日時点でデイサービス陽だまりと事故相談課が廃止と記

載されています、デイサービスにつきましては、高齢者支援として、有効な事業活動であると認識して

おりました。昨年度の総代会ではデイサービス陽だまりの閉鎖についての報告が無かったと思います。

計画されている事は早めの周知をして頂きたいと思います。また、デイサービス陽だまりが閉鎖にな

った事による職員の動向、人件費への影響を教えて頂きたいと思います。 

Ａ3. 今後、事業所の再編計画等がある場合は、事前周知等、丁寧な説明を行うようにして参ります。職員

の身分保障については、他部署への異動も含めお話をさせて頂きましたが、結果的に 10 人が退職をさ

れ、現在は 11 人で居宅介護とデイサービスだみねの営業をしております。ご利用者の皆様にはご迷惑

をおかけしましたが、新城市内におけるデイサービス施設は多数あり、利用者の受け入れ先は確保で

きるとの判断で閉鎖致しました。人件費については 4 月の前年度対比で約 82.5％となり、金額的には

約 803 千円の減額となっています。 

 

Ｑ4. ＪＡの将来的な運営についてお伺いします。組合員、特に正組合員の年齢が高齢化している事を大変

危惧しています。若い方にＪＡ運営に関して議論して頂く機会を設ける事が必要だと強く思います。

また、自分の世帯のような二世代正組合員の意見を聞き、協議する場も必要だと思いますし、女性の方

のＪＡ運営に対する意見も頂く機会が必要だと感じます。生産部会に加入している方の意見は事業に

反映し易いと思いますが、多くの方のご意見を頂けるような運営をして行くべきではないかと思いま

す。現在の新城市は兼業農家が多く、農業で所得を得ている組合員は非常に少ない状態です。その方た

ちは、これからのＪＡの運営をサポートしていただく方だと思いますが、意見等はＪＡに届いていな

いと感じます。組合員資格取得に関して、相続で組合員資格を取得するのではなくて、生前贈与を推奨

するという事は考えているのでしょうか。また、出資されている年齢層を教えていただきたいと思い

ます。加えて、これからの方向として若い方にご意見を頂けるような事業運営を展開して行くのか教

えて頂きたいと思います。 

Ａ4. 現在、組合員の高齢化が進んでおり、組合員全体の約 56％を 70 歳代以上が占め、40 歳代から 60 歳代

が約 37％、30 歳代以下が約 7％となっています。当 JA も若年層への理解促進と運営の参画方法を検討

しています。若年層を中心とした組合員の組織づくり、新たな仲間作りもして行かなければならない

と思っております。計画にもありますが、LINE 等 SNS を活用した情報発信とグループ作りを計画し、

SNS 上でご意見も収集したいと考えています。正組合員のご家族の方には、相続のみならず、一戸複数

組合員制度を利用した正組合員の加入促進や、女性の力と意見を事業に取り込むため、女性部等の協

力を頂きながら女性組合員の加入促進を展開したいと考えています。 

 

Ｑ5. 事業計画の内容が具体的になり大変良いと思います。しかし、令和４年度事業計画の計画金額が販売・

購買共に令和３年度実績金額と比べて少ないのはなぜでしょうか。 



Ａ5. 酪農農家から繁殖農家に業態変更する畜産農家がお見えになり、生乳の取扱高の減少による販売事業

の減額、畜産資材の取扱の減少による購買事業の減額を見込んでいます。また、事業利益の減少に関し

ては、管内人口の減少、信用事業における低金利政策での収益の低下、共済事業の長期共済契約の減少

による収益の低下が主な要因です。当ＪＡとしましては、持続可能な経営基盤を確立するため、自己改

革の実践に努めて参ります。 

 

Ｑ6. 総代定数について、地区により選出に苦慮しています。定数を減らすことについては、どのように考 

えていますか。 

Ａ6. 正組合員の減少と、高齢化を受けて、各地区の総代選出が難しくなってきているのは大きな課題です。

総代定数は 500 名と定款で定められています。各地区の総代数については事業計画において地区別総

代定数の見直しを行うこととなっています。 

 

◎金融共済関係 

Ｑ7. 4 号議案定款の一部変更について、事業計画における令和 4 年度の調達資金の残高が、令和 3 年度実

績と同額の横ばいとなっています。また、事業計画では、預け金から有価証券に大きな金額が移ってい 

ますが、定款に抵触する部分ですのでお教え願います。また、貯金は自然増が発生すると思いますが計

画に盛り込まれているのか、教えて頂きたいと思います。 

Ａ7．４号議案につきましては、現在、預け入れ義務相当額が貯金・定期積金額の 2 分の 1 となっています。

来年度から、預入金が一定額まで達すると金利の低い不効率な運用となります。そこで、預け入れ義務

を 2 分 1 から 4 分の 1 まで切り下げて、効率的な運用ができるよう定款の変更をさせて頂きます。調

達資金計画が前年度比で同額となっているのは自然増部分を考慮していますが、当 JA でお預かりして

いる公金を手放す計画としています。個人貯金については増額の計画をしていますが全体的には前年

度対比で横ばいの計画となって」います。 

 

Q8.  ＪＡバンクにおける基本方針を遵守しない会員に対する措置（ペナルティ）とは何でしょうか。管内で

具体的に何か問題が起こったのでしょうか。 

A8． 信連の財務、体制整備のモニタリング結果によってペナルティが課せられます。ペナルティは勧告、警

告、強制脱退とありますが、現在当ＪＡのモニタリング結果は問題が無く、ペナルティの対象にはなり

ません。 

 

Ｑ9. 支店の再編について現在の状況を教えてください。収支構造の悪化による利益の確保もわかりますが、

地域利用者や組合員の事も考えて頂きたいと思います。 

Ａ9. 総代会終了後、各地区おいて説明会等を実施致します。 

 

◎営農関係 

Ｑ10.   集落営農及び担い手について現在の状況を教えてください。 

Ａ10. 集落営農は現在では 2 集落で行っています。主に減農薬米を中心に栽培をしています。また野菜なども

取り組むなど積極的に活動しています。ほかの集落にも提案できるよう推進を図ります。また野菜では

新規就農者が増えていますが、水稲の新規就農者や親元就農者も少しずつですが増えています。所得確

保のできる栽培を指導していきます。 

 

Ｑ11. 昨年はミネアサヒが、特Ａを取得しましたが、豊田産のミネアサヒの方が当地区のミネアサヒよりも有

名になっていると思います。また、ミネアサヒの特 A 取得の反響はどうでしょうか。 

Ａ11. 特Ａを取得した令和 3 年 3 月に、中日新聞を始め、各種報道にて当地区のミネアサヒが特Ａを取得した

事が取り上げられました。また、同月に当地区から県知事に特Ａ取得の報告をしたことが報道されてい

ます。グリーンセンター等では特Ａ取得をのぼり等でＰＲしました。例年より早く完売し、一時は品薄

状態でありました。令和 3 年産は特Ａを逃したものの単価を維持し、順調に販売できています。今年度

は、再度特 A が取得できるよう食味向上検討会を関係機関と行っています。土壌分析や食味分析を行い

新しいミネアサヒの栽培暦を配布できるよう行ってまいります。また、都市部へのアピール等も行い、

販路拡大を目指し、愛知東管内のミネアサヒを一層 PR します。 

 

Ｑ12. 新規就農支援をする際に、かつては作手に住んで地域の一員になることが条件でしたが、最近は管外に



居住しながら作手で就農する方が増えてきています。今後、管内に住むことを新規就農支援の条件とす

るのでしょうか。それとも、管外に住んでいても JA に農産物を出荷すれば支援するのでしょうか、ＪＡ

としての方針を伺います。 

Ａ12. 農業は地場産業であるため、ＪＡとしては、新規就農者には管内に居住し、農業を営んでほしいと考え

ています。但し、強制することは難しいと思われますので、今後、新規就農支援で関係する新城市・公

社を交え、JA の方針を検討させていただきます。 

 

Ｑ13. 市場販売する場合の販売チャンネルはどうなっていますか。 

Ａ13. オンリーワン戦略に基づき、基幹品目 17 品目を設定し、攻めの品目とこだわりの品目に分けて市場出荷 

しています。農家所得向上の取り組みとして、取引先の契約出荷割合を増やし安定した価格維持に努め

てまいります。 

 

◎生活関係 

Ｑ14. 長楽の整備工場とスタンドについて、令和 2 年度末で閉鎖していますが、今後どのように施設を利用す

るのですか、また当地区においては、ガソリンスタンドが新城市内、若しくは設楽町まで行かないとあ

りません。高齢化に伴い車の運転をするが困難になって来ています。ＪＡとして、どのような事業展開

をしていくのでしょうか。 

Ａ14. 整備工場施設については、車両に係る軽整備（修理）や、ボディーコーティングなどを中心にカーメン

テナンスの作業所として活用しています。また、タイヤ等の資材の一括仕入れによるコスト削減を視野

に、各給油所間の中継保管倉庫として活用しています。長楽給油所については、平成 21 年 5 月に地下タ

ンクの老朽化により廃止するとともに、長篠給油所をセルフ化へと改装させていただきました。長楽単

独での給油所改装、運営を断念した結果であります。また、直近では民間の給油所も廃業した経緯があ

り、現時点において再開は難しいと考えます。統合した長篠給油所は、当初から配達の業務体制をとっ

ており、曜日指定で配達をしています。また、油種によっては備蓄量に限りはありますが、全油種可能

です。必要に応じて注文をして頂ければ、配達での対応をしていますので、何卒ご理解していただくよ

う、よろしくお願いします。 

 

 
◎店舗関係 

Ｑ15. 令和 4年度計画について、給食関係の食材供給計画が記載されていますが営農部、店舗部の両部で記載

されているのは何故でしょうか。両部で異なる計画となっているのでしょうか。 

Ａ15. 給食については、現在 A コープしんしろ店、グリーンセンターしんしろ店から各学校へ食材を配送して

おります。令和 6 年度に新城市給食センターが立ち上がると聞いておりますので、現在は仕入商品を配

送していますが、新城市から地元食材の提供依頼があり、仕入品、産直品だけでは不足するため、営農

部による栽培講習会を開催する事から、営農部、店舗部のそれぞれの計画として記載しております。 

 

Ｑ16. ちさと地区整備計画の状況と、グリーンセンターしんしろ閉店に伴う利用者離れへの対応、また、仮店

舗の建設と運営、及び今後の産直品の受入体制について教えて下さい。 

Ａ16. グリーンセンターしんしろについては、定期借地である土地の返還については、令和 5 年 3 月末までに

一部の地権者に対し 2,000 ㎡の借地をお返ししなければならず、令和 4 年 12 月 30 日をもちまして一時

閉店をさせて頂き、賃借契約を継続させて頂く土地に、新店舗の建設を計画しています。新店舗が竣工

するまでの間は、令和 5 年 2 月に仮設店舗を現在の敷地内に設置させていただき、苗物、花木等を中心

に営業させていただく事を考えております。また、産直青果物については、Ａコープしんしろの産直売

り場を 10 坪から 1.5 倍程拡大し、産直品の取り扱いを拡充します。改修工事は 8 月 22 日から始まり、

約１カ月間休業させて頂きます。また、７月１日からもっくるしんしろの産直品の取り扱いを拡充し、

ＪＡ職員が駐在して、産直品及び青果物の売場を管理します。加えて、こんたく長篠の直売所の売場レ

イアウトを変更し、産直品の受入体制を整備します。ちさと地区の当初の整備計画では、営農センター

の移転をする計画でしたが、建設資材価格の高騰など諸般の事情で令和 4 年 4 月の理事会にて、営農セ

ンターの移転、選果場の建設については一時凍結という事が協議され、承認されました。産直の生産者

の皆様に対してはご迷惑をかけないように対応してまいりますので宜しくお願いします。また、新店舗

につきましては、資材を中心とした産直品を取扱う店舗を建設する計画を策定中であります。 

 



＜事業運営に関する書面でのご意見・ご要望の回答＞ 

◎ 組織管理関係 

Ｑ1. 千郷西支所の跡地ですがもう何年も使用していないが負の財産となっているので早めに処分するなり

利用するなり生かして欲しい。 

Ａ1． 千郷西支店については、令和元年に地権者との賃貸契約を終了し、返還しています。現在はＪＡの資産

ではなく地権者の資産となっていますのでご承知おき下さい。 

 

Ｑ2. 質疑の時間が短いもっと時間を取ってほしい 

Ａ2. 新型コロナ感染症の影響で、分散開催する為、同一日に複数会場にて懇談会を開催させて頂き、時間

に制約が出来てしまいました。今後は新型コロナの感染状況を確認しながら開催日、時間などを調整

させて頂きます。 

 

Ｑ3. 総代について、私たちの集落は過疎が進み世帯数が減り、他にも色々の役があり、農協の総代は次か

ら辞退をしたいと集落で話し合っています。世帯数の多い集落に回して下さい。よろしくお願いしま

す。 

Ａ3．正組合員の減少と、高齢化を受けて、各地区の総代選出が難しくなってきているのは大きな課題です。

総代定数は 500 名と定款で定められています。各地区の総代数については事業計画において地区別総

代定数の見直しを行うこととなっています。今後、各地区のご意見を聞きながら、見直し案の策定を進

めて参ります。 

 

Ｑ4.  日頃の活動運営ご苦労様です。にわかに、食料、生産資材等の問題が発生しており大変ですがＪＡ

の総力を上げて頑張って下さい。ウクライナ・ロシアを含む世界の平和を念じています。 

Ａ4． 今後も微力ながら、組合員、生産者の生活の支援をさせて頂きたいと思います。 

 

Ｑ5． 円安、ウクライナの状況などにより、悪いインフレ現象が起こっています。それを土台にして値上 

が横行してきます。「赤信号みんなで渡れば恐くない」と商売屋は便乗値上げに走り出しています。 

ＪＡはそんなことしないで下さい。 

Ａ5． 肥料・飼料・燃油などについては円安やロシア、ウクライナ情勢の影響により仕入れ価格が上昇し

て来ています。なお、営農、生産資材については購買取引委員会を開催し、生産部会の意見を踏まえ

て価格形成を行って参ります。ＪＡだけで価格対応する事には限界があり、県、国への対応策の要請

を組織をあげて展開して参ります。 

 

Ｑ6． 総代の人数（地区割りの人数）を減らして欲しい。 

Ａ6． 正組合員の減少と、高齢化を受けて、各地区の総代選出が難しくなってきているのは大きな課題で 

す。総代定数は 500 名と定款で定められています。各地区の総代数については事業計画において地

区別総代定数の見直しを行うこととなっています。 

 

Ｑ7． 第 10次中期 3か年計画Ｐ14 ③ＪＡ総代組織体制の整備について“目指すもの”の背景にある意 

図、目的は何であるかをご教示願います。 

Ａ7． 正組合員の減少と組合員の高齢化を受け、各地区の総代選出が困難な状況となって来ている地区が 

あります。組合員の意見を事業運営に反映させるために、総代組織は必要不可欠である事から、各 

地区に適した総代数に見直しを行い、体制整備を図りたいと考えています。また、女性のきめ細や 

かな意見も事業運営に反映させていきたいと考え、女性総代の増加も図っていきます。 

 

Ｑ8． 女性役員・委員等をもっと増やして下さい。 



Ａ8. 女性役員については、役員選任細則において、31名の役員の内 6名を女性とする定めとなっていま 

す。県下においても女性役員の比率は高い位置にあります。又、女性組織の活躍は県下でも評価を

いただいています。更に女性が活躍できる組織運営を心掛けます。 

 

◎ 金融共済関係 

Ｑ9. 第 29回通常総代会 協同のあゆみ Ｐ55 共済について 1.早期対応による不安解消 安心サポー 

ターによる自動車事故直後の初期対応の充実 現場急行実施案（平日 日中）20％以上。なぜ休日と 

していないのか？初期対応の充実なら休日を充実すべきです。ユーザーの立場に立った初期対応にす 

べきと考える。 

Ａ9. 平日日中（AM8：30～PM5：30）においてはＪＡの安心サポーターによる初期対応を実施しております 

が、夜間・休日においては実施しておりません。平日日中以外の時間帯におきましては、「ＪＡ共済 

事故受付センター」にて、外部提携会社による現場急行サービス、相手方への電話による初期対応サ 

ービスおよび相手方の入院にともなう契約者面談サービスなど各種サービスを設けておりますので、 

そちらにご連絡いただくことで、ご理解とご安心いただければ幸いです 

  

Ｑ10. 自動車保険にしてもネット保険の方が安く、事故をした場合の交渉能力が無い。 

Ａ10. 現在、自動車事故にともなう損害調査査定業務はすべてＪＡ共済連の専門部署で対応しており、過

失交渉なども他社と共通の判例基準で行っておりますので、査定面において他社と遜色ないものと

認識しております。また、ネット保険には無い対面でのより良いサービスも提供してまいりますの

でご安心いただきたく思います。 

 

Ｑ11. 自動車共済証書の件 切替った後の新しい証書が届くのを早く出来ないでしょうか。（2,3 週間後

にようやく届く）以前他社の時は切替前には届いていました。 

Ａ11. 自動車共済証書の作成時点は、「自動継続したご契約」と「自動継続以外のご契約（新規のご契約

や契約内容を変更したご契約）」によって異なります。「自動継続したご契約」の場合、自動車共済

証書は掛金の引落日である２５日（他金振替の場合は１２日）の入金処理日から３営業日後に全国

本部から発送いたしております。（発送からお手元の送付までは、約１０日かかります）大変お手

数おかけいたしますが、継続日以降であれば個別で自動車共済証書を作成することも可能ですので、

早期に交付をご希望の場合につきましては、ご契約支店にお問い合わせください。 

 

◎ 営農関係 

Ｑ12． 米の仮払が今年度は 6,000円とのことですが、他の農協では 10,000円のところもありますが、どう

いう理由でそうなったのかを知らせて下さい。また、最約的には１俵いくらになるか、だいたいの値

を教えて下さい。友人の所は 14,000円と 16,000円となっているそうです。 

Ａ12． 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽの影響で飲食店などの需要が減り、経済連への仮渡価格はあいちのかおりで令和３年産

は１9,700 円でした。今年の 12 月に生産者へ 400 円前後の精算金を予定し、令和３年産の精算価格

は 10,100 円程度と予測します。経済連以外への独自販売も行っています。少しでも高く精算できる

よう販路拡大を目指します。 

 

Ｑ13. 米の値段で 1 等～3 等という分類と、味覚で値を変えて消費者にアピールして値を上げて欲しいので

すが。 

Ａ13． 土壌分析や食味分析を行い、特徴を明確にすることで愛知東管内のお米を一層 PRし、販路拡大を目 

指します。 

 



Ｑ14. 小菊の件で経済連を通しての販売だけでなく市場を通して常に値を上げる努力をしてほしい。ガソリ

ン、肥料、農薬、運賃があがる中でちっとも販売値が上がらないのはなぜ。 

Ａ14． 小菊は経済連と仏花需要に向けて安定的な出荷を行っています。情勢を確認し新たな販売先を模索し、

生産者の理解を得ながら販路拡大を目指して参ります。 

 

Ｑ15. お礼 昨年はジャンボタニシの食害に悩まされましたが、7 月の内金地区水田イセギ作業時に貴職の

営農課長様詳細にわたり、ウンカ・ジャンボタニシ対処方法の説明があり、実施した結果、万全とま

ではいえませんがそれなりの効果があり、非常に有難く思っております。経済常務、営農課長にはよ

ろしくお伝え下さると共に、今後とも小さな農業ですが御支援の程お願い申し上げます。有難う御座

いました。 

Ａ15.  今後も迅速に水稲病害虫情報を組合員の皆様にお伝えして参ります。指導会につきましても、ご要望 

等ございましたらお気軽にお問合せください。 

 

Ｑ16.  近年田植、刈取作業等請け負ってくれる方も高齢により数年先が心配、又替わって行ってくれる方も 

見当たらない感がします。今後はＪＡにて作業が出来る体制を作って頂きたく思います。よろしくお 

願いします。 

Ａ16． 今後も水田の維持管理について、集落営農を基本に、地域と話し合いながら問題解決できるよう努力 

して参ります。また、作業受託面積の拡大が可能か検討して参ります。 

 

Ｑ17.  鳥獣対策についてのお願いです。最近はイノシシ等が増加し農地などを荒らしてこまっています。Ｊ 

Ａにおいて「ワナ」等、購入時に領収書等提出時に代金の一部補助等の対応をお願いできたらと思い

ます。よろしくお願いします。 

Ａ17． 新城市有害鳥獣防除事業補助金の事だと思われますが、今後新城市への補助金申請書類については、

新城農機センター、鳳来営農センター、作手農機センターの窓口に用意させて頂きますが、補助金を

受けるには、交付申請・補助事業実績報告・請求を本人が行う事と決められておりますので、よろし

くお願い致します。 

 

Ｑ18.  主に産直でお世話になっています。野生動物の被害（最近はシカとモグラ）に困っています。色々な

対策をしていますが、なかなか防げず特にモグラはお手上げの状態です。何か効果的な手はあります

か。 

Ａ18. 既にモグラがいる場合は忌避剤を使用して圃場から追い出しますが、圃場をモグラが侵入しない様に

囲って有る場合は、モグラの逃げ道として圃場の 4 辺のうち 1 辺を開けておくことが大切です。ま

た、モグラがよく通る「本道」に忌避剤を設置しないと効果が出ない場合が有ります。本道の見つけ

方は、モグラ塚を探しトンネルの穴を見つけたら 15㎝ほど押し潰します。後で潰した箇所を確認し、

モグラがトンネルを復旧していたらそこが本道です。追い出した後はモグラ用の侵入防止柵や、金網、

トタン、畦板等を侵入されたくない場所の周りに埋めることで侵入を防ぐ事が出来ます。その際地表

から 50～60㎝程の深さまで埋めると効果的です。 

 

Ｑ19. 共同作業で米作りを行っています。近年、肥料、農薬、資材の値段が上がりまた、来年はもっと高

くなる気配です。ＪＡ一丸となってこれに立ち向かい生産者が米作りをあきらめる事なく続けられ

る様にＪＡにサポートをお願いします。 

Ａ19． 単協として国会議員、県会議員、行政（国・県・市町村）へ、JAグループとして国に対し肥料を始

めとした生産資材高騰対策や、再生産可能となる農畜産物価格の形成について要請を行っておりま

す。今後政府を始め行政より資材高騰対策等が明確になると思われますが、当ＪＡとしても土壌分

析に基づいた適正施肥指導や、令和 5年産作付けに向けた低コスト肥料栽培の試験を行っておりま

す。 



 

Ｑ20. 新規就農者の施設・機械等を安心して購入できる制度の導入を設けることは考えているでしょう

か。 

Ａ20. 行政（国・県・市町村）と連携し補助事業を有効活用し、新規就農者が安心して就農できる環境を

整えます。また、資金の融資などを迅速に行えるよう信用担当者と一体となり提案して参ります。 

 

Ｑ21. いつも親切丁寧に対応していただき、地元の住民に寄り添った経営をされていると思います。山

間へき地の経済や農業経営、地場産業の振興、栽培教育への支援など、本当に貢献されていると

思います。本当にありがたいことだと感謝しています。 

Ａ21． 今後も組合員の皆様から信頼されるＪＡを目指したいと思います。 

 

Ｑ22. 農機等のレンタルバンクの設立を願います。建設業では重機などレンタルは当然となっています。 

Ａ22． 現在新城農機センターでは、管理機・堆肥散布機等の小型農機、作手農機センターでは動力噴霧器

の貸出を行っております。トラクター・コンバイン等の大型農機の貸出については、昨年他 JA の

取組みを踏まえ内部検討させて頂きましたが、採算面で厳しいとの判断から見送りすることとなり

ました。今後組合員の方々から多くの要望が上がるようであれば、再度検討させていただきます。  

 

◎ 店舗関係 

Ｑ23.  グリーンセンターしんしろが閉店との事ですが、千郷地区においてその影響は大であります。これ

に代わる新店舗計画を早く策定して頂きたい。 

Ａ23. グリーンセンターしんしろは、平成６年７月１日にオープンし、２８年という長い間、組合員をは

じめ、地域の皆様方に支えていただきましたことに改めて感謝を申し上げます。ご意見をいただき

ました通り、店舗部分の土地を地権者へ返還するため、本年１２月３０日を以って閉店をさせてい

ただきますが、令和５年２月より、現在の外売り場にて仮設店舗による仮営業を行う予定で進めて

おります。また、当初の計画では本店にある営農部機能を移設し、資材販売を中心とした店舗を計

画しておりましたが、令和４年４月に計画の見直しを行い、産直品、資材、苗物等に特化した新店

舗を令和６年のオープンに向けて、現在計画を策定中でありますのでご理解をお願いします。 

 

Ｑ24． 千郷のグリーンセンターの件ですが、解体してから仮店舗を建てるとの事ですが、順番が逆で仮店

舗を造ってから解体しないと消費者が逃げてしまうのでは。 

Ａ24  現在の産直棟、温室棟等の店舗部分については、令和５年１月より解体工事を行いますので現在の

グリーンセンターしんしろは、本年１２月３０日を以って閉店させていただきます。仮店舗の営業

については、令和５年２月からを予定しておりますので、約１か月間は営業は出来ませんが、現在

の外売り場に仮設店舗の設置を予定しております。但し、関係法令等の関係もあり、売場面積は 100

坪未満となりますので、十分な品揃えは難しいと考えます。既にご案内の通り、Ａコープしんしろ

店については 8 月 22 日から 1 ヵ月休業し、店舗改装を行い、産直売場を現在の約 1.5 倍程度に拡

張する予定であります。ご不便等をお掛け致しますが、ご理解をお願いします。 

 

Ｑ25. お茶の販売をしています。主に直販をやっているので販売先をさがしています。農協等の店舗内で

販売できればよいのですが、こだわりをもってお茶を販売しているので価額が通常の 2～3 倍の価

額で販売しています。そこで、グリーンセンターの店舗の外で販売できないかと考えています。可

能であればお願いします。 

Ａ25. お茶については、産直品として出荷をしている部会員も多数お見えになり、各店舗ともお茶の専用

コーナーを設けて対応しております。産直部会員として加入して頂ければ、ご自身で販売価格を設

定して値付けをして出荷して頂ければと思います。詳しくは、ＪＡ愛知東店舗部までお問い合わせ



ください。詳細についてご説明させていただきます。なお、外での販売をご希望であれば、ご相談

させていただきたいと思います。 

 

Ｑ26. 産直も売る努力があまり見えない。もっと職員が知識を付けてもらえるといいと思います。 

Ａ26． 第１０次中期３か年計画の中に、「産直販売指導強化」を掲げて取り組むこととして、営農部とも

連携を密にし、栽培講習会等を通じてしっかりと対応して参ります。 

 

Ｑ27. Ａコープしんしろ店の利用される方にご意見を聞いたところ、駐車場が狭く、長時間駐車している

車もあるとの事です。葬儀場が近いことも有るようですが、ＪＡの行事の時にも駐車場が埋まって

いるとの事でした。買物に来て下さる方々のことを考えて、北側の方へのご協力をお願いしたらど

うでしょうか。滞留車解消の工夫は、どのように考えているでしょうか。 

Ａ27． 農協の行事或いは葬儀等においては、Ａコープ前の駐車場に何時間も止める利用者もいる事は承知

しております。但し、大きな行事(女性部大会、家の光大会等)については、案内文書には必ず北側

の駐車場のご案内をさせていただき、駐車場係として職員を配置し、Ａコープ前に止める方にはご

理解をいただいております。また、電車に乗る為に駐車をして行く方も確認しております。(その場

合は、窓ガラスに注意文書を貼らせていただくこともあります。)行事等の場合は、再度案内文書に

駐車場のご案内を徹底させていただきます。葬儀への会葬者につきましては、できる限りホール前

の駐車場へ駐車して頂くよう、声掛け等でご案内させていただきます。 

 

 

 

 


