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の皆様 「地域になくてはならないJAを目指して」
者
用
利
組合員・

JAひだが取り組む自己改革

❹ 美味しい地元食材をぱく！ぱく！食べよう

〜ＪＡひだは、第７次中期３か年計画において「農業者の所得増大・農業生産の拡大」や「地域の
活性化」に向けて重点的に取り組んでおります。その活動の一部をご紹介いたします〜

ＪＡひだは、子供たちに「食と農」の大切さを伝え
るために、管内の保育園で「キッズぱくぱく教室」を

農業者の所得増大・農業生産の拡大

開催しております。
この教室は、食農教育活動の一環で、年間を通じて
園児らと一緒に地元の農畜産物で料理を作り、味わう

組合員・利用者の皆さまの信頼に応え、安全で安心な農畜産物を持続的・安定的に供給
できる地域農業を支え「農業者の所得増大・農業生産の拡大」を目指しております。

ことで、地元食材の大切さや美味しさを食べて伝える
ことを目的に毎年開催されています。
この活動により、「食と農」の大切さを小さいうち
から学ぶことで、飛騨の将来を担う子供たちの成長
を、食農教育の面から支援する運動に取り組んでおり
ます。

❶ プロのトマト農家を育成
「キッズぱくぱく教室」の
参加者も年々増加中！

ほうれんそうジュース、
おはぎ、太巻きなどをみんなで
作って食べたよ。

平成２９年度
１,１２３人
参加保育園数１１園
平成２８年度
１,０５１人
参加保育園数１０園

組合員・地域住民とのふれあい活動の様子に関しては、
フェイスブックをご覧ください。 https://www.facebook.com/jahidaseikatsubunka/

❺ 組合員・地域住民のふれあいの場づくり
気軽に立ち寄っていただける支店づくりを目指し
て、総合支店と呼ばれる地域の核となる支店を中心
に、組合員や地域住民の皆さまと一体となった様々な
イベントや活動を「支店協同活動」と題して開催して
います。
久々野支店（総合支店）では、次世代層（地域の小
学校５年生の親子）へ、安全・安心な飛騨のトマトが

平成２７年４月より岐阜県並びに飛騨市の協力の下で飛騨
市古川町に「ＪＡひだ飛騨地域トマト研修所」を開設しまし
た。この研修施設では地域の内外、経験の有無、年齢を問わ
ず、飛騨地域で就農したいという強い信念と意欲がある方に
対して、トマトの生産技術・経営管理等について実習を交え
た研修を行うことを目的として開設されております。
※詳細は当ＪＡホームページ
または「飛騨トマト研修生」で検索してご確認下さい。
ＪＡひだホームページ ＵＲＬ http://www.ja-hida.or.jp

❷「あったらいいね！」がある展示会の開催
ＪＡひだ管内では、４つのアグリ店舗と支店の営農資材店
舗を中心として農業生産資材を取り扱っております。
「アグリ・イノベーション（農業生産資材展示会）」で
は、ＪＡで取り扱う資材を一堂に集め、より多くの方に取扱
商品の豊富さや品質の高さなどを知っていただき、農業生産
資材における安全・安心の最新情報を提供しようと毎年開催
され、平成２９年度は２日間で約１,０５０人の方にご来場
いただきました。

食卓へ届くまでの過程を新設された丹生川トマト選果
場や圃場を見学しながら学習してもらい、「食と農」
の大切さについて理解を深める活動を実施しました。
今後も組合員や地域住民の皆さまが「食と農」に興味を持ち、気軽にＪＡの支店に足を運んで
いただけるようなふれあいの場づくりを目指すことで、地域の活性化に向けた活動を行ってま
いります。

4

❸ 新規就農者の経営をしっかりサポート
ＪＡひだは、飛騨地域農業再生協議会と飛騨地域新規就農
者育成協議会と合同で「早期経営安定研修会」を開催してお
ります。この研修会は、トマト研修生や新規就農者を対象
に、税理士を講師に招き農業経営に関する税務知識等を習得
してもらい、経営に対する意識向上と農業所得増大を目的に
開催しております。
また、平成３０年４月から「ＴＡＣ（タック）推進課」を新設し、
担い手の皆さまが必要とされる営農指導や様々な有益な情報を、
直接ご訪問してお届けする体制をさらに強化してまいります。

1

地域の活性化
総合事業を通じて地域を活性化し、組合員・地域住民の皆さまが必要とする日々の暮らしを
大きく支え、協同の力で豊かで暮らしやすい地域社会の実現を目指しております。

❹「飛騨こしひかり」の全国Ｎｏ.1を目指して
飛騨のお米の販売強化とブランド力向上を
目指し、ＪＡひだと飛騨管内の市村と共同で

❶ いつでもお手元に安全・安心な食材をお届け

「飛騨の美味しいお米・食味コンクール（通
称：米コンひだ）」を開催しております。

ＪＡ全農岐阜と協力して、「ＪＡくらしの

年々出品数が増加しており、「食味値（成分

宅配便」のＰＲ活動を実施しております。

の評価）」と「味度値（食感、粘りなど食べ

ＪＡくらしの宅配便は、多種多様な生活用品

た時の感覚の評価）」などにより審査が行わ

を組合員や利用者の皆さまのご自宅へ直接お

れます。

届けするサービスです。地産地消にこだわっ

さらに、飛騨こしひかりは「第１９回米・

た商品のほか、ＪＡのプライベートブランド

食味分析鑑定コンクール：国際大会」では金

であるＡコープマーク品や全農ブランド商品

賞及び特別優秀賞を受賞、また（一社）日本

を中心に取り扱っております。店舗への来店

穀物検定協会の食味ランキング「特Ａ」認証

の手間を気にせずに注文・受取りができるの

の４年連続達成など、全国的にその品質の高
には高山市で「第２０回米食味分析鑑定コン
クール：国際大会」が開催され、飛騨こしひ
かりを全国ブランドに押し上げるきっかけと
なるよう取り組んでおります。

で、ご利用の皆様方から大変好評をいただい

出品生産者・
出品数も年々
増加しています。

さが証明されております。平成３０年１１月

ております。

❷ 高齢者生きいき教室の開催

平成２９年度

第３回 米コンひだ

平成２８年度

出品生産者
出 品 数

第２回 米コンひだ
出品生産者
出 品 数

３４１名
５３７品

４２１名
６６８品

ＪＡひだ助け合い組織「山びこの会」では、
「高齢者生きいき教室（ミニデイサービス）」
や独居高齢者への配食サービス、施設ボラン
ティアなどの活動を通して、地域住民が安心し
て暮らせる地域社会の実現に努めています。そ
の中でも、ミニデイサービスは、平成２９年度

❺ トマトを優しく包むモウルドトレイの導入

には年間４２回開催し、健康体操やストレッ

平成２９年３月に丹生川トマト選果場、７月には益田トマト選果場が完成したことにより、ト

チ、レクリエーションなどを行いながら、参加

マト選果場が４ヶ所に集約され、飛騨地域の重要野菜品目であるトマトを将来に向けて安定かつ

者全員で健康の増進や地域住民とのコミュニ

効率的に集荷・選果・出荷できる体制が整いました。また、「モウルドトレイ（緩衝用の中敷

ケーション通じた、介護予防活動を行っており

き）」を導入し、トマトの品質維持・規格統一による販売価格の向上を目指すことで、組合員の

ます。

皆さまの農業所得増大に向けて取り組んでおります。

❸ 児童養護施設へ地元農畜産物の提供

トマト１箱あたりの
平均販売単価も年々向上
しています！

ＪＡひだは、食と農を基軸とした地域に根ざ
1,350円

した協同組合として、豊かで安心して暮らせる
地域社会づくりへの貢献と、地元産農畜産物の

1,303円

美味しさを味わってほしいとの思いから、平成
1,227円

２９年より児童養護施設の入所児童に地元の新
鮮な農畜産物や加工品を毎月提供しています。
平成３０年５月には同施設より感謝状と児童か
らのメッセージボードが贈呈されました。

平成２８年度
実績

2

平成２９年度
実績

平成３０年度
数値目標
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