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Ⅴ．主要な業務の内容

１．全般的な概況〔取組みとその結果・実績及び対処すべき課題〕

経済金融情勢及び業況　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成27年度は、消費税増税の影響等も落ち着き、雇用改善など緩やかな回復基調も見られましたが、完全な景気回復とまで

至らない状況が続きました。また、ＴＰＰ交渉の大筋合意や、日銀のマイナス金利政策など、これまで経験した事のない環境

変化のもと、今後の先行きに不透明感が漂っています。

　今後、消費税増税の再延期も打ち出されており、政府が掲げる「1億総活躍社会」の実現と4月に発生した熊本地震への早急

な復興に向け、実感できる景気回復が求められています。 

このような中、平成27年度は、中期経営計画「食と農を次世代へつなぐ総合三ヵ年計画」の最終年度として、基本目標であ

る｢農家・農地・安全な食を守る地域農業の振興と農業所得の向上、豊かな地域づくりと組織基盤の強化、存在感を発揮する総

合事業の展開と確固たる経営の確立｣の実現に向け、次の取組みを実践しました。

□地域農業の振興と販売戦略の発揮による農業所得の

向上

担い手・農業後継者への支援として、ＴＡＣ等の訪問活動

を強化し、組合員との信頼関係の構築に努めました。また、

園芸品目の作付推進や輪作体系の確立、共同出荷調製施設の

稼働等により、生産基盤の拡大を図るとともに、青果市場移

転に伴い、集出荷体制を整備しました。

販売事業では、販売体制の一元化による販売強化や、直売

所体制の充実、米取引先の拡大に取り組むとともに、新たに

ラジオ番組を開始し、生産者及び博多じょうもんさんブラン

ドのＰＲを実施した結果、販売高は 38億円となりました。

また、農商工連携事業として新商品を開発し、ゼリーやコ

ロッケ等は学校給食に採用されました。

□社会貢献と地域活性化による組織基盤の強化

支店行動計画による地域活性化を継続するとともに、新た

に次世代とのつながり促進のための訪問活動を開始しまし

た。また、公民館での味噌づくり活動や子育て広場の支店開

催など、地域貢献活動の拡大を図りました。

一方、組織活動では、女性組織による参画ポイント制度の

定着やひとり声かけ仲間づくり運動の展開、青年部による組

織活動発表会や青年部交流会等の活動により、組織の活性化

を図りました。

また、「博多じょうもんさん天神市場」を引き続き開催

し、農業とＪＡのＰＲに努めました。

□地域密着型総合事業の展開による事業基盤の拡大

生産資材では、新たに資材ＴＡＣを配置し、重点品目の選

定や予約注文の拡大等に加え、近隣ＪＡとの共同仕入れによ

る低コスト化に取り組みました。生活資材では、即売会やく

らしの宅配便の拡大を図りつつ、企業との業務提携による販

売拡大に取り組みました。

金融事業では、各種キャンペーン等の展開や、エリア分

析、訪問体制の強化により、貯金残高は 3,556億円と伸長し

ましたが、融資残高は2,005億円に留まりました。共済は長

期共済・年金共済ともに早期に目標を達成しました。

相談事業では、相続相談を中心とした活動の展開と次世代

参加型研修会の開催、各部会活動の充実、職員の相談力強化

とコンサルティング機能の発揮に努めました。

□経営の健全化と求められる人材の育成

不祥事未然防止に向けたコンプライアンス意識の更なる醸

成に努めるとともに、適切な信用リスク管理の確立のため、

与信管理の体制整備を図りました。

施設整備では、早良共同籾摺施設への乾燥施設設置に向

け、協議･対応を進めましたが、補助事業の不採択を受け、

次年度へ持ち越しました。

ＪＡ福岡市東部との合併研究については、専任部署による

協議を重ねた結果、次年度より、さらに具体的な研究を進め

る事としました。

また、安定した経営基盤確立のため、中長期的な課題を視

野に入れた新総合三ヵ年計画を策定しました。
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Ⅴ．主要な業務の内容

事業の概況

□平成27年度の事業概況

担い手・農業後継者への訪問活動や、新規就農者の支

援、園芸・米麦の生産基盤の拡充・強化に努めるととも

に、組合員の所得向上を目指した｢博多じょうもんさん｣ブ

ランドや「赤とんぼ米」のＰＲによる販売拡大と仕入れ強

化による生産資材の低コスト化に向けた取組みを実践しま

した。

金融事業では、各種キャンペーン商品の発売や訪問強化

に努めた結果、貯金は大きく伸長、共済も早期に新契約高

目標を達成しました。融資では、融資相談体制を強化し、

資金需要に対応しましたが、余剰資金による繰上償還等も

あり、計画未達となりました。相談事業では、次世代を意

識した相続対策等を中心とした活動を展開する等、総合相

談機能の発揮に努めました。

□貯金

キャンペーン定期の発売等による貯金吸収や、年金振

込・決済機能の拡大、エリアマーケティングによる店舗戦

略の展開、全支店統一行動日（ＪＡに来てみん祭）の開

催、ニーズに対応できる複数商品の提案により、期末残高

は３，５５６億円と順調に伸長しました。

□融資

融資相談マネージャーを設置した中で、重層管理・訪問

活動の徹底を図りつつ、総合相談会や各種ローンキャンペ

ーンを展開しましたが、資金需要の減少に加え、余剰資金

による繰上償還等もあり、期末残高は２，００５億円とな

りました。

□預金・有価証券

皆様からお預りした大切な貯金を県信連への定期や国債

を中心として、大切にかつ安全に運用させていただいてま

す。預金の期末残高は１，５８７億円、有価証券の期末残

高は１６８億円となりました。

□共済

契約者訪問活動での総合保障点検や、紹介活動による新

規契約の獲得、こども共済や生命共済・自動車共済のキャ

ンペーンを展開し、期末保有契約高は８，１５７億円とな

りました。
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Ⅴ．主要な業務の内容

□購買

生産資材を中心に活動する資材ＴＡＣを設置し、資材関

連の意見要望を聞き取りながら、重点品目の選定、予約注

文の拡大を行うとともに、資材業者との仕入交渉や近隣Ｊ

Ａと連携した共同仕入により、生産資材の低コスト化に取

り組み、購買品供給高は２７億２百万円となりました。

□販売

共販では、販売専任担当者による一元販売の強化や、海

外輸出品目の拡大、各種イベントでの販促活動や市場での

トップセールス、学校給食の拡大に取り組みました。直売

所では、入部・福重市場でお盆と正月を除く全日営業を開

始し、利用者の利便性向上を図りました。さらに、ｃｒｏ

ｓｓＦＭのラジオ番組で生産者及び博多じょうもんさんブ

ランドのＰＲに取り組み、園芸販売高は２３億４千７百万

円、直売所販売高は７億２千８百万円となりました。

米では、年間契約者の拡大や、九州大学生協・ヤフオク

ドームへの納入、お中元・お歳暮ギフトの販売、「赤とん

ぼだより」の発行による無農薬・減農薬米のＰＲに取り組

み、米販売高は６億１百万円となりました。

また、麦・畜産等を含めた総販売高では、３８億８千２

百万円となりました。

□総資産の推移

皆様からお預かりする貯金の順調な増加と資本の充実

（出資金の伸長等）により、総資産は１２４億円増加して

期末残高は３,９５０億円となりました。

□損益の状況

運用面では他行との競争激化に加え、マイナス金利の影

響もあり、収益の柱である信用事業で利ざやが低下したた

め、信用事業総利益が前年度より１億４千６百万円減少し

ました。その結果、事業利益は２億２千８百万円（前年度

より１億円減）、経常利益は４億６百万円（前年度より１

億３百万円減）と非常に苦戦しました。
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Ⅴ．主要な業務の内容

　２．各事業の概況〔活動・実績〕

総合事業であなたの生活をサポート。

ＪＡの業務

ＪＡ（農業協同組合）は、相互

扶助の精神のもと、さまざまな事

業や活動を総合的に行う組織であ

り、「農業協同組合法」を根拠法

としています。主な事業には、組

合員の農業経営の改善や生活向上

のための指導事業、農産物の集

荷・販売や生産資材・生活資材の

供給などを行う経済事業、万一の

時の備えとなる生命共済や自動車

共済などを扱う共済事業、貯金・

ローン・為替などの金融サービス

を提供する信用事業などがありま

す。

ＪＡはこれらの事業や活動を通

じて、農業や地域の発展に貢献し

ています。

■信用事業
信用事業は、貯金、融資、為替

などいわゆる銀行業務といわれる

内容の業務を行っています。この

信用事業は、ＪＡ・県信連・農林

中金という三段階の組織が有機的

に結びつき、「ＪＡバンク」とし

て大きな力を発揮しています。全

国網の大きな安心感と、ＪＡなら

ではの地域に密着した視点で、地

域におけるナンバーワンかつオン

リーワンの金融機関を目指してい

ます。

◇貯金業務

組合員はもちろん地域の皆様や

事業主の皆様からの貯金をお預か

りしています。

普通貯金、当座貯金、定期貯

金、定期積金などの各種貯金を目

的、期間、金額にあわせてご利用

いただいております。

◇融資業務

組合員への融資をはじめ、地域

の皆様の事業や生活に必要な資金

を融資しています。

また、地方公共団体、農業関連

産業などへも融資し、地域経済の

質的向上・発展に貢献していま

す。

さらに、住宅金融支援機構、日

本政策金融公庫等の融資のお取り

次ぎもしています。

◇為替業務

全国のＪＡ・県信連・農林中金

の店舗をはじめ、全国の銀行や信

用金庫などの各店舗と為替網で結

び、当ＪＡの窓口を通して全国の

どこの金融機関へでも送金や手

形・小切手等の取立てが安全・確

実・迅速にできる内国為替をお取

り扱いしています。

◇サービス・その他

当ＪＡでは、年金をはじめとし

て各種自動受け取り、各種自動支

払いや事業主の皆様のための給与

振込サービス、口座振替サービス

などをお取り扱いしています。

また、ご自宅のパソコンや携帯

電話からお取引口座の残高や取引

明細のご確認はもちろん、振込や

振替など各種サービスがいつで

も、どこでも簡単にご利用いただ

ける「ＪＡネットバンク」サービ

スをお取り扱いしています。

そのほか、全国のＪＡや郵便

局、さらにはセブン銀行やローソ

ン、イーネットなどの ATMでも

現金の入出金が可能であり、便利

さも一段とアップしました。今後

もお客様のニーズにあったサービ

スをご提供してまいります。
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◇融資残高（平成 28年 3月末）　　　　　　　　　　　　　　　   　　　（単位：百万円）

組合員等 地方公共団体等 その他 計

191,429 - 9,170 200,599



Ⅴ．主要な業務の内容

■共済事業

共済事業は、共済（保険）にか

かわる総合的な業務を行っていま

す。地域の皆様一人ひとりの病気

やケガ、家や車の損害に備えた

「安心した暮らし」のできる総合

保障の拡充と、生活設計に合わせ

た商品の提供に努めています。

■相談事業

法律・土地活用など土地や建物

についてのご相談や相続・税務関

連のご相談、記帳代行業務など、

皆様の生活を守るお手伝いをさせ

ていただきます。

■営農指導事業

農家が米や野菜・果物を作った

り、家畜を飼ったりするときに、

いろいろなアドバイスをする仕事

です。くらしの面でも相談を受け

ています。

当ＪＡでは都市立地を活かした

農業振興を図るため、環境保全型

農業や施設園芸への誘導を行い、

福岡市民へ安全で新鮮な農産物を

お届けするように努めています。

米については、普通作研究部会

を中心に全国に先駆け、減農薬・

減化学肥料の米づくりに取り組

み、平成 16年度より「新赤とん

ぼの里づくり」による安全で美味

しい米作りに取り組んでいます。

■販売事業

農家が作った農産物を流通さ

せ、販売企画から精算までを行う

仕事です。生産者と消費者を結ぶ

大切な働きをしています。当ＪＡ

では、生産組織の活性化と流通・

販売機能の充実を目指し、多様な

販路の確保、販売体制の充実・強

化に取り組んでいます。

福岡商圏の立地を活かして、生

協や量販店との直接販売にも取り

組んでいます。また、地元の安全

で新鮮な野菜・果物を地域の皆様

に直接お届けしたいとの想いか

ら、農産物直売所「博多じょうも

んさん市場」を展開しています。

生産者が丹念に育てた野菜と元気

なスタッフが、市内 5ヵ所の「博

多じょうもんさん」市場でお待ち

しています。

■購買事業

農作業に必要な肥料・農薬・農

業機械や、暮らしに必要な品物な

どをより安く供給する仕事です。

業務の効率化・合理化による物

流コストの削減をはかりながら、

組合員・利用者の営農や生活の改

善に貢献できるよう事業を展開し

ています。

肥料・農薬では、営農指導と一

体化した資材の予約供給に努め、

資材センターからの一元配送を行

うとともに、グリーンセンターで

は、農繁期の 5月・6月・9月・

10 月に日曜営業も行っていま

す。（但し、祝日を除きます。）

暮らしに必要な商品では、当Ｊ

Ａ自慢のプライベートブランド米

「博多米」、「ふくおか市民

米」、農薬を使用していない「特

別栽培米」を米香房 2店舗や「博

多じょうもんさん市場」で販売し

ています。また、果汁 100％のジ

ュースや豆乳、自動車、ＬＰガス

なども販売しています。

■利用事業
選果施設や生産施設など共同施

設の利用により、農家の生産コス

トの低減と省力化に努めていま

す。平成 23年度には早良地区、

平成 24年度には西地区に共同出

荷調製施設を新たに設置しまし

た。また、施設の利用による農産

物の品質向上と均一化により、付

加価値の高い農業生産を目指して

います。
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Ⅴ．主要な業務の内容

■旅行事業

国内・海外旅行はもちろん、思

い出に残るハネムーン等、安心し

てご利用できる楽しい企画を提供

しています。また、航空券・ＪＲ

券・宿泊券などの身近な商品につ

いてもご提供しています。

■福祉事業

ケアプランを作成する「居宅介

護支援事業」とヘルパ－を派遣す

る「訪問介護事業」、デイサービ

スセンター「えがお」での「通所

介護事業」を行っています。

①居宅介護支援
（ＪＡ福岡市ケアプランサービスセンター） 

利用者のご希望とニーズにあわ

せて、ケアマネジャーがケアプラ

ンの作成や要介護認定の代行申請

を行います。また、他のサービス

事業者との連絡調整も行います。

（上記内容は、ご利用者の自己負

担はありません。）

②訪問介護・予防訪問介護

（ＪＡ福岡市ヘルパーステーション） 

ホームヘルパーがご自宅を訪問

し、食事・入浴・排泄などの介助

や、買物・調理・掃除・洗濯など

日常生活のお手伝いをいたしま

す。

③通所介護・予防通所介護

（デイサービス）

　西区福重のデイサービスセンタ

ー「えがお」で、健康チェックや

入浴・機能訓練などの総合的な介

護サービスを行っております。安

全・安心・新鮮な「博多じょうも

んさん」野菜をふんだんに使った

お食事や、趣味を生かした活動な

ども充実しています。

■㈱ジェイエイ福岡

◇葬祭事業
　当ＪＡの子会社㈱ジェイエイ福

岡が安心して「任せてよかった」

と言っていただけるご葬儀を提供

しています。自宅葬をはじめ、市

内２ヵ所の三宅・原「やすらぎ会

館」と、業務提携先の㈱メモリー

ドの市内８ヵ所にある「メモリー

ドホール」の会館葬を利用できま

す。

◇開発・賃貸管理事業

　当ＪＡの子会社㈱ジェイエイ福

岡不動産部は平成 25年 5 月、本

店ビル別館に新社屋をオープン

し、“ひと、まち、みらいをつな

ぐ”をテーマに「ＪＡ福岡みら

い」の愛称で地域に根ざした取組

みを行なっています。

■㈱ＪＡファーム福岡

（水稲育苗事業等）

　学校給食への野菜供給事業や市

民農園、農業体験などの食育・ふ

れあい事業、農地管理事業等を通

じて農地の有効利用を行っていま

す。新規就農者の支援としては、

平成 21年度より「ふくおか農業

塾」を開講し、農業の実践研修を

行っています。

また、育苗センターにおいて良

質な水稲苗の生産に取り組んでい

ます。
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Ⅴ．主要な業務の内容

信頼される「ＪＡバンク」を目指します。

ＪＡバンク会員であるＪＡ、信連、農林中金は、一体的に事業運営を行っています。

これを「ＪＡバンクシステム」と呼び、みなさまに一層信頼され、利用される金融機関を目指します。

ＪＡバンクとは

「ＪＡバンク」とは、全国に民間最大級の店舗網を展開している、ＪＡ・信連・農林中金（ＪＡバンク会員）に

より構成された、実質的にひとつの金融機関として機能するグループの名称です。

ＪＡバンクの各会員は、組合員や利用者のみなさまに「便利で、安心な」金融機関としてご利用いただけるよ

う、密接な連携をとっています。ＪＡバンクは、わが国の金融システムの一員として活躍し、高度な総合金融サー

ビスを提供しています。

ＪＡバンクシステム

ＪＡグループにおいては、組合員・利用者から一層信頼され利用される信用事業を確立するために、「再編強化

法（農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律）」に基づいて「ＪＡ

バンク基本方針」を策定し、平成 14年 1月、その運営を開始しました。

これは、ＪＡバンク会員の総意のもとに策定された自主ルールです。この「ＪＡバンク基本方針」に基づき、Ｊ

Ａ・信連・農林中金が一体的に取り組む仕組みを「ＪＡバンクシステム」といい，農林中金に「ＪＡバンク中央本

部」を、信連内に「ＪＡバンク県本部」を設置し、関係団体の協力を得て、運営しています。

「ＪＡバンクシステム」は、ＪＡバンクの信頼性を確保する「破綻未然防止システム」と、組合員・利用者に高

度な金融サービスを提供する「一体的事業推進」の 2つの柱で成り立っています。

このうち、「破綻未然防止システム」においては、全ＪＡバンク会員が経営管理資料をＪＡバンク中央本部に提

出し、一定の基準に抵触したＪＡ等の検証を実施することによって，問題を早期に発見し、早期是正措置よりも早

い段階でその問題の程度に応じた経営改善指導などの措置を講じています。また、こうした取組みに必要な場合に

は，ＪＡバンク支援協会からの資本注入など必要なサポートが行われます。

　当ＪＡは、ＪＡバンク会員として組合員・利用者により一層信頼され、利用されるＪＡを目指して、今後とも地

域に密着した事業を積極的に展開していきます。
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Ⅴ．主要な業務の内容

■商品・サービスのご案内

◇貯　金

種　　類 特　　　　徴 お預入れ期間 お預入れ額

総
合
口
座

普通貯金 　一冊の通帳に普通貯金と定期貯金をセット。暮らしの家計簿

がわりに給振、自動受取、自動支払、キャッシュカードなど便

利なサービスが利用できます。また、必要な時には定期貯金の

90％、最高500万円まで自動的にご融資します。

出し入れ自由 １円以上
普通貯金無利息型

（決済用）

定期貯金

１ヶ月～５年

１円以上

スーパー定期貯金

大口定期貯金 １千万円以上

普通貯金

　いつでも出し入れ自由。お財布がわりの貯金です。 出し入れ自由 １円以上普通貯金無利息型

（決済用）

スーパー貯蓄貯金

　有利に増やしながら、必要な時には自由に引き出して使いた

い。そんな方におすすめの貯金です。残高に応じて金利が６段

階にアップします。普通貯金から貯蓄貯金へ自動的に振り替え

る便利なスイングサービスもご利用いただけます。

出し入れ自由 １円以上

通知貯金 　まとまったお金の短期間の資金運用に便利です。 ７日間以上 ５万円以上

定
期
貯
金

スーパー定期貯金

　お預け入れ時の利率が満期まで変わらない確定利回りです。

計画的に増やしたい方におすすめの貯金です。ライフプランに

合わせたお預け入れ期間をお選びください。自動継続で満期時

の手続きも簡単。総合口座にセットすれば定期貯金担保の自動

融資もご利用いただけます。

１ヶ月～５年 １円以上

大口定期貯金 　大口の資金運用に適した高利回りの自由金利型定期貯金です。 １ヶ月～５年 １千万円以上

変動金利定期貯金 　半年ごとに金利の見直しをします。 ５年 １円以上

定　期　積　金

　お楽しみの目標額に合わせて、毎月のお預入れ指定日に着実

に積み立てができる貯金です。積立期間は自由に選べますか

ら、プランにそって無理なく目標が達成できます。

６ヶ月～５年
毎月

１，０００円以上

財
形
貯
金

財形年金貯金

　給与・ボーナスから天引きで、年金タイプの財形貯金です。

財形住宅貯金と併せて550万円まで非課税扱いです。

５年以上

(加入時５５歳未満)

１円以上
財形住宅貯金

　給与・ボーナスから天引きで、住宅取得等のための資金作り

ができます。財形年金貯金と併せて 550万円まで非課税扱いで

す。

一般財形貯金

　給与・ボーナスから天引きし、積立途中でも使途自由の一部

払出しができます。ただし、財形非課税の対象にはなりませ

ん。

３年以上

（加入年齢の制限は

ありません。）
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Ⅴ．主要な業務の内容

◇融　資

種　　類 お使い途と特徴 ご融資金額 ご返済期間

証
　
　
書
　
　
貸
　
　
出
　
　
金

教育ローン
　進学されるお子様の入学金、授業料、学費など教育に

関係する資金にご利用いただけます。
１，０００万円以内

１５年以内

（在学＋９年まで）

マイカーローン

　自動車購入（中古・バイクも含む）などの資金にご利

用いただけます。購入時に必要な税金・保険・カー用品

等にもご利用いただけます。

１，０００万円以内 １０年以内

住宅ローン
　住宅の新築購入または増改築などの資金にご利用いた

だけます。他金融機関からの借換えのご利用もＯＫ。

必要総資金の

100％以内
５０年以内

リフォームローン

　快適な生活を実現するには、まず増改築を。住宅の増

改築・改装・補修及びその付帯施設（門、塀、車庫、物

置等）に関する資金にご利用いただけます。

１，０００万円以内 １５年以内

フリーローン
　身近な生活用品の購入資金や旅行、その他幅広くご利

用いただけます。
５００万円以内 １５年以内

事業施設資金

　貸家、アパート、店舗等（敷地、附帯施設を含む）の

購入、新築、増改築、その他農業外事業施設にご利用い

ただけます。他金融機関からの借換えのご利用もＯＫ。

事業費の範囲内 ３５年以内

農業資金
農地、施設、機械等の取得資金や、畜産・育成及び経

営資金などにご利用いただけます。
事業費の範囲内

２５年以内

（資金使途に応じて）

カードローン

「ゆうゆう楽￥」

　一度申し込めば、必要な時に、カード一枚でいつでも

簡単に、しかも繰り返してご自由にお借入れできます。
３００万円以内

1年

（自動更新）

注：上記商品のほか、ご用途に合わせて各種取り揃えていますので、お気軽に当ＪＡ各店舗にお問い合わせください。

◇農業制度資金　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

種　　類 お使い途と特徴 ご融資金額 ご返済期間 取扱実績

農業近代化資金
最も一般的な制度資金です。機械・施設の導

入、長期運転資金として活用いただけます。

個人１，８００万円以内

法人２億円以内
１５年以内 －

農業経営基盤強化資金

（スーパーＬ資金）

近代化資金の使途に加えた農地取得を含んで

いる、または償還期限が長い、資金規模が大き

い場合等に活用いただけます。（認定農業者が

対象です。）

個人３億円以内

法人１０億円以内
２５年以内 ５６

農業改良資金
新たな作物分野・流通加工分野・新技術を導

入する場合に活用いただけます。

個人５，０００万円以内

法人１億５，０００万円以内
１２年以内 －

就農施設等資金

農業経営を開始する際の施設の設置、機械の

購入などに必要な資金に活用できます。県知事

により就農計画を認定された方（認定就農者）

が対象です。

青年３，７００万円以内

中高年２，７００万円以内
１２年以内 ９

注：農業制度資金とは、農業経営規模の拡大や事業の改善等を行うのに必要な資金を長期・低利に利用できるよう国や県、市町村が利子補給

または県や日本政策金融公庫が直接融資する資金のことです。
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Ⅴ．主要な業務の内容

◇その他の金融商品・金融サービス

種　　　　　　　　類 内　　　　　　　　　　　　　　容

内国為替サービス 全国どこの金融機関にも、お振込、ご送金、お取立を行っております。

ＪＡキャッシュサービス

ＪＡのキャッシュカードがあれば全国のＪＡ・信連・農林中金・都銀・地銀・第二地銀・信金・信組・労

金・ＪＦマリンバンク・ゆうちょ銀行・セブン銀行・ローソン・イーネットのＣＤ（現金自動支払機）Ａ

ＴＭ（現金自動預入・支払機）で、現金のお引き出し、残高照会がご利用いただけます。

ＪＡデビットカードサービス

現金を引き出さずに JAのキャッシュカードでそのままお買物ができます。（お買物やご飲食のお支払代金

が即時、お客様の口座から引落とされます。）

Ｊ-Ｄｅｂｉｔの加盟店であることをお確かめ下さい。

給与振込サービス 給与・ボーナスがお客さまのご指定いただいた貯金口座に自動的に振り込まれます。

各種自動受取サービス 国民年金・厚生年金等各種年金などがお客さまの口座に自動的に振り込まれます。

各種自動支払サービス
電気・電話・ＮＨＫ放送受信料等公共料金のほか、各種クレジット代金など当座性貯金（普通貯金・総合

口座）から自動的にお支払いいたします。

クレジットカード

（ＪＡカード）

ＪＡカードは、お買い物、ご旅行、お食事などお客さまのサイン一つでご利用いただけます。また、ＪＡ

カードで購入された商品の破損・盗難を 90日を限度に補償する「カード付帯補償サービス」や年会費無料

で発行できる「ＥＴＣ ＰＬＵＳ」など、多彩なサービスであらゆるシーンでお役に立ちます。

ＪＡネットバンク

当ＪＡの窓口やＡＴＭに出向くことなく、インターネットに接続可能なパソコンや携帯電話で、お取引口

座の残高や取引明細のご確認はもちろん、振込や振替など各種サービスが「いつでも」「どこでも」「簡

単に」ご利用いただけるサービスです。

貸金庫
堅粕支店・那珂支店・雑餉隈支店・曰佐支店・樋井川支店・原支店・壱岐支店・姪浜支店・周船寺支店に設置し

ています。

◇手数料一覧

○振込手数料

振　込　関　連 種　　　類
当ＪＡ

同一店宛

当ＪＡ

他店宛

県内

他ＪＡ宛

県外

ＪＡ宛
他行宛

窓　　口
テレ振込・

文書振込

３万円以上 - 540円 540円 540円 864円

３万円未満 - 324円 324円 324円 648円

出資組合員については、金額に関係なく下記の通りです。

出資組合員 無料 324円 324円 324円 648円

Ａ　Ｔ　Ｍ

（自　動　機）
振込

３万円以上 無料 216円 216円 216円 540円

３万円未満 無料 108円 108円 108円 324円

ＪＡネットバンク
（利用料については無料）

３万円以上 無料 無料 216円 324円 432円

３万円未満 無料 無料 108円 216円 324円

法人ＪＡネットバンク
○基本サービス（照会・振込サービス）

　　　・・月額利用料 1,080円（税込）

○基本サービス＋データ転送サービス

　　　・・月額利用料 3,240円（税込）

振込・振替
３万円以上 無料 無料 216円 324円 540円

３万円未満 無料 無料 108円 216円 324円

総合振込
３万円以上 無料 無料 216円 324円 540円

３万円未満 無料 無料 108円 216円 324円

ファームバンキング
（契約手数料毎月4,320円）

３万円以上 無料 無料 216円 216円 432円

３万円未満 無料 無料 108円 108円 324円

機能サービス

定例自動送金
３万円以上 無料 216円 216円 216円 540円

３万円未満 無料 108円 108円 108円 324円

登録総合振込

３万円以上 無料 432円 432円 432円 756円

３万円未満 無料 216円 216円 216円 540円

出資組合員については、金額に関係なく下記の通りです。

出資組合員 無料 216円 216円 216円 540円

○大口両替手数料　　　　　　　　　　　　　　 　○当座貯金関連手数料

金種の合計枚数
高額金種への両替・・ご持参枚数 署名鑑あり 署名鑑なし

定額金種への両替・・ご希望枚数 小切手手数料（1冊50枚） 756円 648円

1枚～100枚 無料 ※下記については無料

①同一金種の新券への両替

②両替機での両替（両替機設置店のみ

③汚損した現金の交換・記念硬貨の交換

約束手形手数料（1冊25枚） 540円 432円

101枚～300枚 108円 為替手形手数料（1冊25枚） 540円 432円

301枚～500枚 324円 署名鑑登録手数料（新規・変更） 5,400円 -　　

501枚以上 540円
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Ⅴ．主要な業務の内容

○為替　　　　　　　          　　　 　　 ○発行関連手数料

取 立

当ＪＡ宛 432円 通帳・証書再発行手数料 1,080円

普通扱い 864円 キャッシュカード再発行手数料（ICキャッシュカード含む） 1,080円

至急扱い 1,080円 残高証明書発行手数料 432円

送 金
普通 864円 貯金取引明細書発行手数料　1口座につき 540円

電信 1,080円 ローンカード再発行手数料 1,080円

そ の 他

送金・振込の組戻料（1件） 1,080円 ※但し、他の残高証明書と同時に申し込まれる市債の残高証明書は無料

不渡手形返却料（1通） 1,080円

取立手形組戻料（1通） 1,080円

取立手形店頭呈示料（1通） 1,080円

○貸金庫利用料　　　　　　　          　　 ○国債証券保護預り管理手数料
1 年単位 高　さ 組合員 組合員外 年額 1,296円

一 般
100H以内 9,180円 9,720円 （債権残高保有月1ヶ月当たり） 108円

100H超～150H以内 12,420円 12,960円

自 動

60H以内 10,800円 11,340円

60H超～75H以内 11,880円 12,420円

75H超～100H以内 16,200円 16,740円

100H超～150H以内 21,600円 22,140円

○融資関連手数料　

不動産担保取扱

事業施設資金

（固定変動選択型）

固定金利の再選択 5,400円

変動金利から固定金利の選択 5,400円

特約期間中
平成 25年 3月以前融資受付案件全額繰上返済手数料 108,000円

平成 25年 4月以降融資受付案件全額繰上返済手数料 別途計算式による

金利の種別変更 5,400円

金利条件の変更（金利の種別変更を伴わないものも含む） 5,400円

住宅ローン

固定変動選択型

固定金利の再選択 5,400円

変動金利から固定金利の選択 5,400円

特約期間中
平成 25年 3月以前融資受付案件全額繰上返済手数料 無料

平成 25年 4月以降融資受付案件全額繰上返済手数料 43,200円

変動金利中
平成 25年 3月以前融資受付案件全額繰上返済手数料 無料

平成 25年 4月以降融資受付案件全額繰上返済手数料 5,400円

固定金利型・変動金利型の全額繰上返済手数料 5,400円

金利の種別変更

固定変動選択型から変動金利型への変更

変動金利型から固定変動選択型への変更
5,400円

固定金利型から変動金利型・固定変動選択型への変更 5,400円

金利条件の変更（金利の種別変更を伴わないものも含む） 5,400円

○ＡＴＭ利用手数料＜ＪＡ福岡市のキャッシュカードをご利用の場合（普通・総合通帳の場合）＞

種　類 利用媒体
平日

時間外
8：00～8：45

平日

時間内
8：45～18：00

平日

時間外
18：00～21：00

土曜日①
9：00～14：00

土曜日②
8：00～9：00

14：00～21：00

日・祝日
年末年始・ＧＷ
8：00～21：00
サンデーバンキング

当 Ｊ A
キャッシュカード

無料

通帳（ＣＤ発行通帳のみ）

県 内 Ｊ Ａ
キャッシュカード

通帳（ＣＤ発行通帳のみ）

県 外 Ｊ Ａ

（ 法 人 は 不 可 ）

キャッシュカード

通帳（ＣＤ発行通帳のみ） お取扱いできません

福 岡 銀 行 キャッシュカード

108円 無料 108円三 菱 東 京 UFJ 銀 行 キャッシュカード

ゆ う ち ょ 銀 行 キャッシュカード

セ ブ ン 銀 行 キャッシュカード

108円 無料 108円 無料 108円
ローソン・エイティエム・ネ

ッ ト ワ ー ク ス
キャッシュカード

イ ー ネ ッ ト キャッシュカード

提 携 銀 行 ( Ｍ Ｉ Ｃ Ｓ ) キャッシュカード 216円 108円 216円
※１．ゆうちょ銀行ＡＴＭでは入金可能です。なお、無料時間帯は「平日(8：45～18：00)」です。
※２．セブン銀行・ローソン・イーネットＡＴＭでは入金可能です。なお、無料時間帯は「平日(8：45～18：00)・土曜日（9：00～14：00）」です。
※３．福岡銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、提携銀行（ＭＩＣＳ）については出金のみお取引可能です。
※４．イーネットＡＴＭは、ファミリーマート・サークルＫサンクス・ポプラ等（H25.11.18現在）内に設置しており、設置コンビニエンスストアが変更になる場
合もございますのでご了承下さい。
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Ⅴ．主要な業務の内容

◇共　　済

期間 共　済　種　類 特　　　　　　　　徴

長
　
期
　
共
　
済
（
契
約
期
間
が
５
年
以
上
）

終 身 共 済

　安心、確実な一生涯保障と、頼りになる働き盛りの大型保障が、あなたのご家族をお

守りします。医療共済とセットすることで、一層充実した総合医療保障があなたをお守

りします。

養老生命共済

万一の保障と各種資金づくりに、保障と貯蓄をお求めのあなたにおすすめのプランで

す。若い方におすすめする基本タイプや、３年または５年ごとに主契約共済金額の１０

％の中途給付金を４回（５回）お受け取りになれる中途給付タイプなどがあります。 医

療共済とセットすることで、一層充実した総合医療保障があなたをお守りします。

医 療 共 済

一人ひとりのニーズにあわせて、保障の手厚さ、保障の長さ、掛金を払う期間などを

選べます。日帰り入院から長期入院まで、一生涯保障するプランや、全額自己負担とな

る先進医療の技術料を保障するプランなどがあります。

引受緩和型医療共済

　今まで、健康状態などからご加入いただけなかった方でも、簡単な告知でご加入いた

だけます。しかも、健康状態に関わらず、最長 99歳まで自動更新されます。

が　ん　共　済
がんと診断された時から、入院や手術等がんと闘うための安心を一生涯にわたって手

厚く保障します。

こ ど も 共 済

「すてっぷ・にじ・えがお」

　お子さまの成長にあわせた教育資金づくりだけでなく、親の万一保障まで対応しま

す。入学祝金型ですと入学祝金がタイムリーに受け取れます。ご契約者（親）が万一の

とき、その日および以後満期まで毎年、養育年金をお受け取りになれる養育年金付タイ

プもございます。医療共済をセットすることで、お子様の医療保障も充実します。

介 護 共 済
長生きの時代を安心して暮らしていける、一生涯の介護保障です。所定の要介護状態に

なったとき、「介護共済金」をお受取りになれます。

予定利率変動型年金共済

「ライフロード」

　ゆとりある老後の資金づくりを考える方におすすめする貯蓄目的の共済です。終身年

金タイプと定期年金タイプからお選びください。ご契約後6年目以降、その時の経済状

況に合わせ予定利率を毎年見直しますので年金額のアップが期待できます。さらに最低

保証予定利率も設定されていますので、安心です。

建 物 更 生 共 済

「むてき」

お住まいが火災や自然災害で損害を受けたときのための共済です。賠償責任共済をセ

ットすれば賠償責任を負ったときも安心です。最高、満期共済金の10倍を保障するワイ

ドな１０型、５倍を保障する５型、２倍を保障する２型、貯蓄性が高い１型がありま

す。

短
期
共
済
（
契
約
期
間
が
５
年
未
満
）

火　災　共　済
　大切なお住まいが万一、火災などによって損害を受けた場合に共済金をお支払いする

保障のみを目的とした掛け捨てタイプの共済です。

自 賠 責 共 済
　法律によってすべての自動車に加入が義務づけられています。ハンドルを握る人には

欠かせないクルマの共済です。

自 動 車 共 済

 車両、対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害、人身傷害、家族原付など、安い掛金で、すべ

てに安心できるワイド保障の共済です。従来の一般用自動車共済と、対人賠償、対物賠

償、さらにご自身の充実した傷害保障をセットした家庭用自動車共済があり、家庭用自

動車共済には 35歳未満不担保特約、ゴールド免許割引掛金、複数契約割引等のさらなる

割引をご用意しています（車種・用途により家庭用では契約できないものもありま

す）。また、自賠責共済セット割引などＪＡ独自の割引制度も充実しています。

傷 害 共 済

 日常の様々なアクシデント（死亡、後遺障害、治療）を保障するプランです。災害によ

るケガで入院・通院された場合、ケガの部位・症状に応じて共済金をお支払いします。

診査も不要で、手続きは簡単です。自動継続制度により長期にわたる災害保障をご提供

します。

注：各共済種類には様々な特約・特則がございます。詳しくはお近くの当ＪＡ各店舗へどうぞ。
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