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福岡市農協として市内 19 農協合併・発足(10 月)

15

確定拠出年金取扱開始(4 月)年金友の会会員１万人突破(11

40

本所事務所移転(現在地へ)(7 月)

月)

42

管理課に計算室を設置、電子会計機を導入(4 月)

43

福岡市農協ビル落成式(10 月)

48

貯金業務コンピューター処理に移行(3 月)

50

国庫金収納事務開始(7 月)

51

ＮＨＫ放送受信料収納事務取扱開始(7 月)

53

早良農協と合併し、現在の組合発足(3 月)

54

証書貸付金電算処理システム開始(11 月)

室見支店新築オープン(12 月)「博多じょうもんさん」福重

56

九州オンライン開通(6 月～8 月)

市場オープン(3 月)

59

系統為替全国オンライン稼動(2 月)全国農協貯金ネット取

16

第 3 回ＪＡバンク全国大会優績ＪＡ表彰受賞(2 月)新オン
ラインシステム(JASTEM)稼動(5 月)

17

第 4 回ＪＡバンク全国大会優績ＪＡ表彰 2 年連続受賞(2 月)
「博多じょうもんさん」周船寺市場オープン(3 月)セブン
銀行と ATM 提携(11 月)本店ビル「福岡市都市景観賞」受賞

18

19

第 5 回ＪＡバンク全国大会優績ＪＡ表彰 3 年連続受賞(2 月)

ＪＡ広報大賞「金賞」(2 月)家の光文化賞「促進賞」(2 月)

引開始(3 月)全銀内国為替制度加盟(8 月)

田隈西支店新築オープン(5 月)日本農業新聞「優秀賞」(5

60

共栄会発足(12 月)

月)ＪＡ共済優績組合表彰「特別優績表彰」(5 月)食と農の

62

県内本店所在銀行とＣＤ業務提携開始(3 月)福岡地区電算

発信拠点「旬菜キッチン」オープン(7 月) 「博多じょうも

センターで総合情報システム本稼動(JA 福岡市東部と共同

んさん」花畑市場オープン(7 月) 農地保有合理化事業認可

運営)(10 月)

取得(9 月)発足 45 周年

平成 4

発足 30 周年(10 月)能力主義人事制度導入(10 月)㈱ジェイ

20

ＪＡ広報大賞「大賞」(2 月)家の光文化賞(2 月) 北崎支店

エイ福岡設立(10 月)

新築オープン(7 月) 農業生産法人㈱ＪＡファーム福岡設立

博多駅地下 ATM 設置(2 月)九州銀行ネットワークシステム

(10 月) 福岡市環境行動賞最優秀賞(11 月) 雑餉隈支店新築

稼動(4 月)福岡整形外科病院に ATM 設置(9 月)

(移転)オープン(12 月)「博多じょうもんさん」入部市場オ

6

Ｆオンシステム更新(1 月)新長プラ事業施設資金発売(4 月)

ープン(12 月)

7

早良流通センター完成(3 月)元岡トマト選果場完成(4 月)東

5

21

グリーンセンターオープン(6 月)
8

9

11

「えがお」新築オープン(9 月)
22

オープン(7 月)堅粕支店新築(移転)オープン(8 月)「博多じ

地域向け情報誌「JA Press」を創刊(1 月)職員の完全週休 2

ょうもんさん天神市場」の開催(11 月)
23

㈱博多大丸と業務提携(10 月)開発事業・賃貸管理事業を子

よる事業資金取扱開始(8 月)福岡市市債引受機構加入(8 月)

会社へ移管、㈱ジェイエイ福岡不動産部発足(10 月)早良共

ＪＡバンクへ愛称変更(10 月)貸出金 1,000 億円突破(10 月)

同出荷調製施設完成(3 月)全国農協中央会「特別優良表彰」

経営リスク管理委員会設置(4 月)学識経験専務理事制スタ

（3 月）
24

開発センター開設(10 月）福岡市商工金融資金の取扱開始
(10 月)不動産担保評価システム導入(10 月)ＪＡ内ネットワ

営農総合渉外（ＴＡＣ）の設置（4 月）本店ビル別館オープン
（5 月）入部支店新築オープン（9 月）

「農村地域金融事例推進事業農林水産大臣賞」受賞(2 月)

26

㈱ヤマダ電機と業務提携（3 月）

ファームバンキング取扱開始(4 月)郵便局の ATM・CD と相

27

融資相談マネージャー・資材ＴＡＣの設置（4 月）博多じ

互接続(5 月)斎場「原やすらぎ会館」新築オープン(10 月)
ホームページ開設(10 月)外貨定期預金取扱開始(10 月)

ょうもんさん市場全日営業開始（7 月）
28

デビッドカード取扱開始(1 月)コンプライアンス(法令等遵
守)憲章制定(2 月)貯金残高 2000 億円突破(4 月)10 年固定事

職業紹介所の設置（9 月）民事信託の取扱い開始（10 月）
早良共同籾摺施設への共同乾燥施設の設置（3 月）

29

業施設資金発売(4 月)共済新システム導入、全共連とオン

アグリチャレンジ事業開始（5 月）福岡県環境保全功労者
知事表彰(6 月) ＪＡ旅行事業最優秀賞（3 月）粋生倶楽部

ライン化(4 月)学識経験常勤監事 1 名増員(6 月)ＣＳ全体運

14

中村学園と連携協定締結(5 月)発足 50 周年（10 月）西共同
出荷調製施設完成（3 月）

25

ーク稼動(10 月)那珂支店新築(移転)オープン(10 月)

13

日本農業新聞「大賞」(5 月）今津支店新築オープン(8 月)

員外監事１名を増員(6 月)福岡県信用保証協会債務保証に

ート(6 月)投資信託窓口販売取扱開始(10 月)西部地区相談

12

樋井川支店新築オープン(1 月)日佐ふれあいセンター新築

「ふれあい渉外主任」を設置(4 月)

日制に移行(6 月)
10

さんポイントカードの導入(7 月)デイサービスセンター

信用事業第 3 次オンラインシステム稼働(2 月)那の川支店
新築(移転)オープン(3 月)相談開発センターオープン(4 月)

「三宅やすらぎ会館」新築オープン(3 月)博多じょうもん

（年金友の会）会員 2 万人達成（6 月）発足 55 周年(10 月)

動スタート(11 月)インターネットバンキング取扱開始(11 月)

30

原やすらぎ会館リニューアル（10 月）

ＪＡバンクシステムスタート(1 月)常務制導入と常勤理事

31

金武支店新築オープン（3 月）

会の設置(6 月)発足 40 周年(10 月)福岡銀行と ATM 相互開放
(10 月)新Ｆオンシステム稼動(12 月)

3

