
ＪＡ福岡市　令和 2 年度上半期ディスクロージャー

■　経営理念

　　　　私たちは、人と自然とのかかわりを大切にし、
　　　　　　　　　　　　　　　地域に愛されるＪＡ福岡市をめざします。

■　行動指針
　        ◆　ＪＡ福岡市の持つ総合事業としての強みを発揮します。
　　　　　◆　前例・慣習にとらわれない発想で、失敗を恐れずに個性を発揮します。
　　　　　◆　「私がやります」という積極的な姿勢で仕事をします。
　　　　　◆　常にＪＡ福岡市を代表していることを認識し、自信と責任を持って行動します。

■　管内の概況
　管内の面積はおよそ 270 ｋ㎡で、組合員の耕作面積は 1,739 ｈａです。当ＪＡは市内人口 160 万人
を超える大都市の中にあり、消費者ニーズを身近に感じながら農業生産ができるという利点を持って
います。福岡市内には現在 2 つのＪＡがありますが、当ＪＡは、東区および博多区の一部地域を除く
福岡市の 80％のエリアをカバーしています。

■　当ＪＡの概況
　（１）組合員数

区　　　　　　　分 令和2年3月末 令和2年9月末 増　減

正 組 合 員 6,545 6,527 △18

個 人 6,534 6,517 △17

法 人 11 10 △1

准 組 合 員 33,978 34,470 492

個 人 33,533 34,016 483

法 人 等 445 454 9

合　　　　　　　計 40,523 40,997 474

　（２）出資口数                                                                              

区　　　　　　　分 令和2年3月末 令和2年9月末 増　減

正 組 合 員 1,602,737 1,586,187 △16,550

准 組 合 員 3,649,489 3,762,177 112,688

処 分 未 済 持 分 36,122 ― △36,122

合　　　　　　　計 5,288,348 5,348,364 60,016
  （出資１口金額 1,000 円）

　　

1

（単位：口）

（単位：人）



ＪＡ福岡市　令和 2 年度上半期ディスクロージャー

１．資金調達状況
　組合員をはじめ地域の皆様から信頼される地域金融機関として、多彩な貯金商品をご用意し、皆
様をお待ちしております。

　　（１）貯金平均残高

項　　目 令和2年3月末 令和2年9月末 増　減

流動性貯金（注1）

　（うち当座貯金）
145,858

（84）

（34.5％）

（0.0％）

154,828

（65）

（35.7％）

（0.0％）

8,969

（△18）
定期性貯金（注2）

　（うち定期積金）
275,760

（6,095）

（65.3％）

（2.2％）

277,607

（5,882）

（64.1％）

（2.1％）

1,847

（△212）
その他貯金 238 （0.0％） 202 （0.0％） △36

小　　計 421,857 （100.0％） 432,637 （100.0％） 10,780

譲渡性貯金 - （0.0％） - （0.0％） -

合　　　　　　　計 421,857 （100.0％） 432,637 （100.0％） 10,780
    ※注 1：流動性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋貯蓄貯金＋通知貯金

　　※注 2：定期性貯金＝定期貯金＋定期積金

　　

　（２）貯金商品

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行います。 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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ＪＡ福岡市　令和 2 年度上半期ディスクロージャー

２．資金供給の状況
　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・日本政策金融公庫などの融資のお取次ぎも行っています。

（１）貸出金残高（令和 2 年 9 月末）

組合員等 地方公共団体等 その他 計

206,427 ― 12,051 218,478

（２）農業制度融資取り扱い状況

種　　類 お使い途と特徴 ご融資金額 ご返済期間

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

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

青年等就農資金
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。市町村により就農計画を認定さ
れた方（認定新規就農者）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

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。

（３）融資商品

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。

1,500万円以内 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
　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。

500万円以内
1年

（自動更新）

教育カードローン
　就学されるお子様の全ての資金に、繰り返しご自由にご
利用いただけます。

700万円以内 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。
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ＪＡ福岡市　令和２年度年度上半期ディスクロージャー

３．社会的責任の遂行と情報発信活動

　当ＪＡは、安全で安心できる新鮮な農産物の提供や地域における豊かな自然環境を未来に残していくた

めの農業の振興をめざすとともに、地域社会への貢献を社会的使命としてとらえ、学童に対する食農教育

活動や、消費者・地域住民の農業体験、高齢者福祉活動や健康づくり、環境保全活動として行う清掃活動、

地域振興のためのスポーツ大会開催など、さまざまな活動を通じ、地域に愛されるＪＡを目指し、取り組んで

います。

　また、社会的責任を果たすために、役職員の責任ある行動を基本に職員行動自主点検を実施し、コンプ

ライアンス意識の醸成やコンプライアンス重視の職場風土づくりに努めています。

　さらに、地域密着型の金融機関として、相続税を中心とした研修会・セミナーの開催や、ＦＰソフト「掛け

橋」を活用した相続相談、民事信託の取扱い、記帳代行による前年対比資料の配布や組合員との個別面

談（農業経営管理支援）などの経営コンサルティングに取り組んでいます。

（１）地域社会への貢献

・例年、各地域の特性を活かした支店行動計画や組織・組合員と

連携した協同活動、地域活動への参加により、地域活性化に取り

組んでおりますが、上半期はコロナ禍の影響により、多くの活動が

中止や延期を余儀なくされました。

・直売所「博多じょうもんさん市場」（曰佐・花畑・入部・福重・周船寺）では、

安全・安心な農産物の供給により地域の食を支え、コロナ禍におけ

る巣ごもり需要への対応に努めています。

・九州各地に被害をもたらした台風１０号において、３支店（田隈・

入部・脇山）を避難所として開放し、地域防災の一助を担いました。

・次世代を担う学生を対象に、農業体験を通して食と農の理解を深

めるため、中村学園大学と提携し、「ＪＡ福岡市大学生アグリスクー

ル」を開講しています。

・コロナ禍で影響を受ける香蘭女子短期大学留学生への米支援と

連携協定締結に向けた協議を進めています。

・「元気なふるさと応援基金」を運営し、地域の活性化に取り組んで

いる団体を資金面よりサポートしています。

・ＳＤＧｓ理念啓発のため、役職員はＳＤＧｓバッジを着用するととも

に、広報誌において啓発記事を掲載しました。

・クールビズや緑のカーテンなど、環境保全・消費電力の削減に努

めています。
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ＪＡ福岡市　令和２年度上半期ディスクロージャー

　　（２）法令遵守の態勢

・コンプライアンス基本方針を作成し、社会的責任や使命を明確に

しています。

・理事会にて、コンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行っ

ています。

・基本姿勢及び遵守すべき事項を記載した「コンプライアンス・マ

ニュアル」を策定するとともに、研修会を行い全役職員に徹底して

います。

・毎年、コンプライアンス・プログラムを策定し、実効ある推進に努め

るとともに、統括部署を設置し、その進捗管理を行っています。

・組合員・利用者の声を真摯に受け止めるため、苦情・相談窓口を

設置しています。

（３）情報発信活動

Ｊａｍ

　毎月12,430部発行し、組合員宅へ配布しています。地域での食

と農に関する活動や、当ＪＡの動きなどをお知らせしています。その

他、管内のトピックスや税務・法律などの組合員に役立つ情報を提

供しています。

ＪＡ通信

　利用者の皆様へのＪＡの事業内容を紹介する情報誌です。多岐

に渡るＪＡ事業を繋げ、様々なお役立ち情報・商品を掲載していま

す。支店周辺へ訪問配布し、年に 4回、25,000部を発行していま

す。

支店広報誌

　各支店の職員が手づくりの広報誌を作成し、地域の情報を発信し

ています。広報誌「Ｊａｍ」とあわせ、組合員宅へ配布するなど、積極

的にＪＡ支店のＰＲを行っています。

ＪＡ福岡市ホームページ

　令和元年度リニューアル。組織概要、事業紹介、店舗・ATMのご

案内、金融商品情報に加え、「稲作だより」などの営農情報、直売

所情報、料理教室など各種イベント情報や利用者の声などを掲載。

あまおう加工品、米などおすすめ商品も紹介し、ネット市場では販

売もおこなっています。親しみやすく分かりやすいデザインで、画

面サイズに合わせてページを見やすく表示する「レスポンシブウェ

ブデザイン」も採用し、スマートフォン等モバイル端末にも対応。JA

事業を PRし、組合員および地域住民と JAを繋ぐ場として、有益な

情報をいち早くお届けできるように努めています。
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情報誌「ＪＡ通信」　　

ホームページ

広報誌「Ｊａｍ」　　
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４．経営の機構

組織機構図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（令和 2年 10月 1日現在）

6


	■01-03 経営理念・概況.pdf
	　（２）出資口数

	■04-05 社会的責任の遂行
	■06 組織機構図

