
２．沿革・あゆみ

昭和５０年 ２月 都城市・中郷・庄内・西岳・三股・山之口・高城・山田・高崎の９ＪＡが合併（区域１市５町）
昭和５０年 ６月 北諸県郡・都城畜産農協連を包括承継
昭和５２年 １月 家畜市場移転新設
昭和５２年 ８月 中央農機自動車整備センター設置
昭和５３年 ３月 野菜集送センター予冷庫施設設置
昭和５４年 ３月 茶工場・高城養豚センター建設
昭和５５年 ３月 一級建築士事務所開設
昭和５５年 ５月 土壌検査室事務所開設
昭和５６年 ４月 農業青年大学を開校
昭和５６年 ５月 電算システム開発に着手
昭和５７年 ７月 江平・有水両出張所新築
昭和５８年 ６月 本所金融店舗を開設
昭和５９年 ２月 系統為替業務全国ネット取扱開始
昭和５９年 ６月 「ふるさとの味覚」で都城牛が九州一に輝く
昭和６１年 １１月 旅行センター開設
昭和６２年 １２月 株式会社都城くみあい食品を設立
平成 元年 １１月 リバーサイドマック(ﾚｽﾄﾗﾝ･直販所･旅行ｾﾝﾀｰ･給油所)新築オープン
平成　３年 １０月 三股支部に酪農ヘルパー組合発足
平成　４年 ３月 建築設計センター設置

 平成　４年 ４月 農協の愛称が『ＪＡ』となる
平成　４年 １２月 ピースフル都城新築オープン
平成　６年 １０月 ブランド確立に向けて推進協議会発足
平成　７年 　４月 広域配送センター稼働
平成　７年 １２月 ＪＡアトム新装オ－プン
平成　８年 ３月 ＪＡ助け合い組織部会結成
平成　８年 ８月 農産物処理加工施設新設
平成　９年 ７月 農産物集出荷貯蔵施設新設
平成１０年 ９月 都城地域農業振興センター設立
平成１１年 ９月 レストラン・マックリニューアルオープン
平成１２年 ４月 あさぎり園で訪問介護（ホームヘルプ）事業スタート
平成１３年 ７月 農業生産法人（有）アグリセンター都城設立
平成１４年 １０月 （株）エーコープみやざき発足
平成１４年 １１月 祝吉支所公設市場営業所開設
平成１５年 １月 関東事業所が食肉卸売市場として認定
平成１５年 ８月 ピースフル都城志和池斎場オープン
平成１６年 ５月 信用事業全国オンラインシステム（ＪＡＳＴＥＭ）稼働
平成１７年 ６月 有限会社Ｍの国牧場設立

印鑑照合システム本稼働
平成１７年 １２月 早鈴給油所改装オープン
平成１８年 ５月 江平出張所跡地にＡＴＭ設置
平成１８年 １２月 ＪＡそお鹿児島との包括連携協定の締結
平成１９年 ４月 荒茶加工施設落成式
平成１９年 １１月 高崎給油所移転オープン
平成２０年 ２月 水田農業推進協議会ワンフロア化
平成２０年 １１月 学校給食における地産地消の推進に関する協定の締結
平成２１年 ４月 ピースフル都城都北斎場オープン
平成２２年 ２月 ローンセンターオープン
平成２２年 ３月 粗飼料センターオープン
平成２２年 ９月 ＡＴＯＭ・マック移転、川東給油所閉店
平成２２年 １０月 大古川給油所閉店
平成２３年 ４月 山田給油所オープン
平成２３年 １１月 ピースフル都城一万城斎場オープン

複合施設『朝霧の里 みやこんじょ』オープン
平成２４年 １２月 高城給油所改装オープン
平成２５年 ３月 支所営農経済課再編整備により祝吉・沖水支所を祝吉・沖水支店とし金融・共済店舗へ変更
平成２５年 ３月 祝吉支所、沖水支所の営農経済課をグリーンセンター朝霧へ移転し、中央統括支所として総括管理
平成２５年 ４月 蓼池給油所閉店
平成２７年 １１月 山田支所金融店舗・経済店舗開設
平成２７年 １２月 志和池給油所リニューアルオープン
平成２８年 ３月 南部支所オープン
平成３０年 ６月 育成牛センター落成式
平成３０年 １１月 支所営農経済課再編整備により東部支所開設
令和元年 １０月 西岳給油所閉店
令和２年 １月 江平給油所閉店
令和２年 １１月 支所営農経済課再編整備により西部支所および北部支所開設

３.トピックス

★肉豚枝肉の部　JA都城が３大会連続団体賞★

★JA都城グループ直売所ATOM　楽天市場でネット販売開始★

★県産材木製トレー寄贈式★

　１０月２６日、第６３回宮崎県畜産共進会（肉牛
枝肉の部・肉豚枝肉の部）が開催され、牛・豚の
肉質を競いました。
　６頭１組で品質を競う肉豚枝肉の部には２６組
１５６頭が出品され、惜しくもグランドチャンピオン
は逃したものの、３大会連続で団体賞を受賞し、
JA都城管内の肉豚肥育技術のレベルの高さが
示されました。来年は、４大会連続団体賞を目指
すのはもちろんのこと、グランドチャンピオン獲得
も目指します。

　７月２７日、JAグループとJ Forestグループとの
連携事業の第一歩として「JAグループレストラン
への県産材木製品の寄贈」を実施いたしました。
宮崎県森林組合連合会と農林中央金庫は、第
一次産業を支える農林水産業の発展・振興と地
域活性化の実現のために、将来に渡る連携をコ
ンセプトとしています。
　今回の寄贈品木製トレー80枚は、JA都城朝霧
の里レストランにて定食等を提供する際に使用さ
れます。また、取組紹介パネルがレストランのレ
ジ横に展示されますので、ぜひお立ち寄りくださ
い。

　「新鮮な朝どれ野菜」「品揃え豊富なお肉」「手
作り惣菜」などが数多く並ぶ直売所ATOM。
　いつも県内外からの来客者で賑わっている
ATOMですが、コロナ禍で遠出や外食ができない
今だからこそ、ネット販売を通してこれまで以上
に全国各地に都城産の食材の魅力を発信し、販
路拡大を目指していきます。
　順次、品数も増やしていく予定ですので、ぜひ
一度検索してみてくださいね。

(地元の品が目白押し！)

（寄贈された木製トレーと取組紹介パネル）

（JA都城肉豚部会団体賞受賞）
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 当ＪＡは、組合員の皆さまと役職員が一体となり「協同の力」を発揮し、農業所得の向上に向けた「所

得アップＧＯ！ＧＯ！テン＋（プラス）」運動と「『食と農』『助けあい』を核とした仲間づくり」運動によ

る地域に必要とされるＪＡを目指し、引き続き下記の事項を重点に自己改革に取り組みました。 
【取り組み期間】 令和３年２月～令和４年１月 
 

１．組合員の皆さまとの徹底した話し合いの実施 
  ●協同組合として「助けあい」「相互扶助」を理念に、組合員の皆さまとの徹底した話し合いを通して

事業を展開しました。 

会議・研修会等 実施目的・内容等 

①生産部会研修・講習会 所得向上のための生産技術講習会等を行いました。 

②対話集会 
（生産部会、農事振興会支部長研

修、支所・支店運営協議会） 

農業振興の対策を総会等で話し合いました。 
農業振興、地域活性化を目的にＪＡ運営協議会等開催や意見要望の

聞き取りを実施しました。 

 

２．農家組合員の所得向上に向けた販売事業の強化 
  ●「所得アップＧＯ！ＧＯ！テン＋（プラス）」運動により、生産部会毎に「収量アップ」と「品質ア

ップ」に係る目標を設定し、販売力の強化を進めています。 
販売事業強化の 

取り組み 実施目的・内容等 

・各種農畜産物の販売促進 
・地元産農産物のＰＲ 
・消費拡大運動 

きんかん・しいたけ、マンゴーフェアを開催し、ＰＲを行うととも

に、販売促進を実施しました。また、乳製品の消費拡大運動を実施

しました。 
クッキングスタジオへ地元食材の提供を行い、地元農畜産物のＰ

Ｒ、地産地消運動の推進を行いました。 

 
【具体的取り組み】                                 

畜種 項目 ２年度実績 ３年度目標 ３年度実績 取り組み内容 

和牛繁殖 飼養頭数 20,314 20,000 20,302 管理指導巡回の強化 
子牛の導入・保留推進 
育成牛供給事業の取り組み （繁殖雌牛） 子牛販売頭数 16,054 16,338 16,406 

 育成牛譲渡頭数 119 113 114 

 
畜種 項目  ２年度実績 ３年度目標 ３年度実績 取り組み内容 

肥育牛 出荷頭数 4,120 3,700 4,202 管理指導巡回の強化 
共励会および研修会実施によ

る組織の意思統一と情報の提

供・共有 
（去勢） 上物率(%) 95.4 95.0 95.4 

 枝肉重量(kg) 523.3 530.0 521.7 

 
 
 

令和３年度 自己改革取り組み報告 
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畜種 項目 ２年度実績 ３年度目標 ３年度実績 取り組み内容 

酪農 育成牛頭数 16.1 17.0 17.0 管理指導巡回の強化の実施に

よる個体乳量の引き上げ、分娩

間隔の短縮 （平均） 乳量(kg) 8,358 8,500 8,525 

 
畜種 項目 ２年度実績 ３年度目標 ３年度実績 取り組み内容 

養豚 母豚頭数 132 130 139 防疫・衛生管理の強化 
適正枝肉重量での出荷 

（平均） 枝肉重量(kg) 75.4 75.0 74.9 

 
品目 項目 ２年度実績 ３年度目標 ３年度実績 取り組み内容 

焼酎用 作付面積(ha) 466 545 492 栽培管理指導の強化 
ｳｲﾙｽﾌﾘｰ苗導入による種芋更新 

原料甘藷 反収(kg) 2,897 3,000 2,421 

 
品目 項目 ２年度実績 ３年度目標 ３年度実績 取り組み内容 

きゅうり 作付面積(ha) 17.5 17.3 17.0 土壌診断に基づく健全な土づくり 
環境整備による病害虫防除の徹底 
AS 品中心の生産継続による有利販

売 
 反収(t) 18.3 20.0 19.7 

 
品目 項目 ２年度実績 ３年度目標 ３年度実績 取り組み内容 

いちご 作付面積(ha) 4.3 4.0 3.9 土壌診断に基づく健全な土づくり 
環境整備による病害虫防除の徹底 

 反収(t) 3.5 4.0 4.1 

 
品目 項目 ２年度実績 ３年度目標 ３年度実績 取り組み内容 

茶 反収(kg) 1,586.0 1,850.0 1,529.0 巡回時の肥培管理指導、適期摘

採指導 
（煎茶） 単価(円) 718 1,000 960 

 

３．トータルコスト低減に向けた購買事業の強化 
  ●予約注文の強化、ＪＡ独自商品、需要期に応じた各種キャンペーンの実施により、トータルコスト

低減を図りました。 

キャンペーン等 回数・件数 効果 

①燃料の農家支援対策 春・秋・冬 
春・秋 1,043 万円（軽油）、冬（Ａ重油）1,077 万円、 
合計 2,120 万円の対策を実施しました。 

②全農主体による共同購入 
の実施 

通年 
通常価格より 30％～40％の引き下げを行いました。 
（対象機種：トラクター） 

③多面的仕入・買取購買実施 
 大口ロット販売 

フスマ通年 
肥料キャンペーン 

冬・夏各 1 回 

世界的な情勢で資材高騰しておりますが、フスマ即

売会、肥料キャンペーンを開催し価格メリットを出

し、価格の上げ幅の減少に努めました。 
（ＢＢ肥料 14％引き下げ・ふすま即売会 18％引き下げ） 
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４．組合員全戸訪問による「ご意見・ご要望」の取りまとめの実施 
  ●組合員全戸訪問による「ご意見・ご要望」の取りまとめを実施しました。出されたご意見・ご要望

に関しては、役職員による組合員訪問等を通じて回答を行いました。 

実施時期 対象者・内容等 

令和３年６月～７月 

全正組合員：約 7,000 人を対象に、職員の戸別訪問によるご意見・ご

要望の聞き取りを実施しました。いただいたご意見への回答は、広報誌

等に掲載しました。 

 

 

５．地域に必要とされる JA を目指した地域活性化対策 

  ●例年は「『食と農』『助けあい』を核とした仲間づくり」運動により、下記のとおり正・准組合員や

地域住民とのふれあい活動に取り組みましたが、今年度も引き続き新型コロナウイルス感染症の影

響により、催し物の開催等が制限されました。 

仲間づくり項目 回数・件数 実施目的・内容等 

①1 支所・支店１活動 全支所・支店 

昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影

響を受け、各支所支店にて実施していた「収穫祭」

や「ふれあい祭り」が実施できませんでした。その

ため、安心して来店していただけるように感染防止

策としてアクリルパーテーションを設置しました。 

店舗周辺の環境美化活動および店舗内外の美粧につ

いて、活気ある店舗づくりのため、これまでと同様

に実施しました。 

②食農教育 

年１回 

 

全 32 回 

 

本部・支部 

 

10 回 

女性部主催による地域の子供を対象にした「ちゃぐ

りんフェスタ」を開催しました。 

クッキングスタジオを活用した地産地消・食農教育

活動を実施し、ＪＡファンづくりに取り組みました。 

青年部による、園児・小学生・中学生を対象とした

農業体験活動を実施しました。 

地域住民を対象とした農業講座「ぼんちアグリスク

ール」を実施しました。 

③地域貢献活動 本部・支部 

青年部による、カーブミラー清掃活動、児童養護施

設を訪問しボランティア活動を実施しました。 

助け合いグループによるボランティア活動を実施し 

ました。 

 

◇ＪＡでは、「農」を基軸として地域とともに歩む組織として、正組合員である農業者の「農業所得向上」

と、准組合員を含む地域住民を対象とした「地域活性化」を使命・役割として自己改革を展開しています。

「協同組合」とは、出資者である組合員の皆さまと一致団結して、皆さまの思いをかなえる組織です。 

 今まで以上に、積極的なＪＡ運営、組織活動への参画と事業利用を通して、「ＪＡへの結集」をお願いし

ます。 
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