
Ⅱ．事業の概況（令和２年度）Ⅱ．事業の概況（令和２年度）Ⅱ．事業の概況（令和２年度）Ⅱ．事業の概況（令和２年度）

  損益の状況  損益の状況  損益の状況  損益の状況

 　 事業総利益は22億4,865万円で前年対比4億5,595万円の減少となりました。

 　 事業利益は4,702万円で前年対比2億8,589万円の減少となりました。

　  経常利益は1億7,020万円で前年対比2億6,755万円の減少となりました。

　  税引前当期剰余金は9,091万円で前年対比6,730万円の減少となりました。

　  税引後当期剰余金は1億125万円で前年対比4,974万円の増加となりました。

指導事業指導事業指導事業指導事業

　　コロナ禍による経済活動の低迷は農産物価格にも大きな影響を与えました。

　　　農業者の生産・生活を維持するため、伊豆太陽独自の支援金を創設し管内の農業者へ「農

　　業者緊急支援対策」及び共販出荷者向け「農産物出荷者助成」に取り組み、延５２６名に対

　　し支援金として５９，８５０千円の支援を実施するとともに、国からの給付金についても伴

　　走支援を行いました。                         

　　　組合員の農作業繁忙期に職員が作業を手伝う「農家支援事業」は、２１６名(延４３２人          

　　・日)の職員が参加し、１９０件の農家を支援しました。

　　「鳥獣被害対策事業」では、管内の有害駆除申請者による駆除実績は３，５２９頭となり、

　　電柵等の被害防止負担金とあわせ、１３，５４７千円を支援しました。

　　　一般より参加者を公募した「みどりの教室」「しいたけ栽培スクール」では５１名が受講

　　し、カリキュラムによる座学及び園地巡回指導を行い、直売所出荷者の増加に取り組みまし

　た。

園芸部門

　1.農地中間管理事業を利用した農地の担い手への貸付契約６．３haに着手しました。

　2.営農指導員による園地巡回を強化し、肥料・農薬・生産資材等の情報を発信し産地ブランド

　確立に取り組みました。

　3.農家の高齢化対策として軽量作物（キヌサヤ・豆の花・花麦・シキミ等）栽培の普及に努め

    ました。

柑橘部門

　1.樹高の低樹高化（カットバック)を推進し、作業効率の向上に努めました。

　2.マルチ・ドリップによる養液栽培技術を導入し、高品質・省力化に取り組み、産地の維持

  に努めました。

林産部門

1.山葵については、取引先選定を行い優良苗の生産依頼を実施し安定供給に努めました。

  また、台風で被災し耕作放棄地となっていた園地を「自然災害復旧支援事業」で支援し、

  生産者の栽培意欲の向上や栽培面積維持に努めました。

2.椎茸は「原木椎茸生産力増強対策事業」の活用により、原木及び種駒助成を実施しました。

女性部

1.感染防止対策を徹底し、いきいきライフセミナー（手芸・料理・健康・陶芸）を開催して、

  部員の知識の向上を図りました。

2.活動テーマ「みんなとともに☆地域で輝け☆コロナに負けないぞ！」の在宅活動として、

  手作りマスクを作成し学校等に配布しました。

　3.新鮮野菜や手作り手芸品の展示・即売会を実施しました。
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　青壮年部　青壮年部　青壮年部　青壮年部

　1.食と農が育む体験学習を実践し、小学校・こども園と連携して農業体験を実施しました。

　2.静岡県手作り看板コンクールに河津支部が作品を出品し、最優秀賞を受賞しました。

　3.青壮年セミナーで「スマート農業情勢」について学習しました。

　広報事業　広報事業　広報事業　広報事業

　1.ＪＡ自己改革の取り組みについて各部と連携し詳しく紹介しました。

　2.食育活動や農業振興、地域サービスなどを行うＪＡの姿を伝えました。

　3.ホームページを通じ、情報発信の強化に努めました。

　4.報道機関に積極的に情報提供を行い、ＪＡの存在価値をＰＲしました。

　販売事業　販売事業　販売事業　販売事業

　　コロナ禍のイベント中止や外食自粛等により、業務用需要が低迷したことから、山葵・花卉類

　等が単価の下落と、出荷調整により、農業者にとって非常に厳しい年となりました。

　　家庭用需要へのシフトや、量販店向けの販売に注力しましたが、販売単価の伸び悩みにより、

　計画は未達となりました。

　　直売所は、４月からＧＷ明けにかけての長期休業により、上期は厳しい状況でしたが、下期か

　ら管内利用者向けの売出し等のキャンペーンを展開し、前年並みの実績を維持しましたが、

　計画は未達となりました。

　購買事業　購買事業　購買事業　購買事業

　　農家組合員の農業所得増大に繋がる取り組みとして、他ＪＡと連携し物流体制の強化によ

　り生産資材価格を引き下げました。また、生産資材の組合員割引、お買得肥料・お買得農薬

　の品目・価格の見直しにより生産コスト抑制に取り組みました。

　　農作業の負担軽減に繋がる空調服等の商品を提案し、農家組合員の期待に応える店舗づく

　りに取り組みました。

　　令和３年度の実施に向け、生産物出荷者の利便性向上と土日祝日の営業、農薬の配達など

　農家のニーズに応える拠点型「営農経済センター」の設置に取り組みました。

　1.生産資材

　重油の出荷数量は増えましたが、仕入価格が安く、供給価格も安くなったことから石油類

（生産）79.1％と計画を下回りました。経営継続補助金の利用により農機具の供給が増え、

　農業機械131.1％と計画を上回り、生産資材全体で103.0％と計画を上回りました。

　2.生活資材

生活資材は各直売所の食料品の供給は計画を上回りましたが、コロナ禍の影響により購買

　米84.5％、食料品93.3％、衣料品64.4％、日用品83.4％、その他生活資材71.0％と計画を下回

　り、生活資材全体で88.6％と計画を下回りました。

　3.葬祭事業

  葬儀施行件数は418件、前年比で10件減少しました。管内の占有率は35.6％に伸ばすことが

　できましたが、コロナ禍で会食の自粛や簡略化により、供給高は計画を下回りました。

　日頃の感謝を込めて、11月15日にメモリアル河津、11月22日にメモリアル松崎で

　「人形・ぬいぐるみ供養祭」を開催し、3,700体を供養して好評をいただきました。
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　金融事業

　　組合員・利用者目線による事業対応の徹底を最優先に取り組む事を掲げ、「組合員・利用

　者一人ひとりのライフプランやライフイベントに適した金融商品・サービスを提案しニーズ

　喚起・提案型の推進」を目指してまいりました。

　　しかしながら、マイナス金利の長期化に加え、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

　観劇・企画旅行等のイベントの相次ぐ中止と活動自粛を余儀なくされ、貯金につきまして

　は、年度初来１７百万円の増加に留まりました。

　　貸出金につきましては、コロナウイルス関連の国連携事業資金、農業資金のアグリマイ

　ティー資金の積極的な対応を行うとともに、非対面申込であるネットローンの普及活動に

　努めましたが、拡大基調には至らず、年度初来２０億円の減少となりました。

金融円滑化に関する対応

　　当組合は、農業者の協同組織金融機関として｢健全な事業を営む農業者をはじめとする地

 域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を最も重要な役割の一つであ

 ると認識し、その実現に向けて「金融円滑化にかかる基本的方針」を理事会にて制定し、取

 り組んでおります。

金融円滑化にかかる基本的方針（概要）

　１　新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する、柔軟な対応

　２　お客さまの経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援

　３　新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明

　４　新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応

　５　金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応

　６　当組合の金融円滑化管理に関する体制

※ 方針の全文については，ホームページをご覧ください。

  なお、苦情相談等を適切に行うための体制については以下のとおりとなります。

（１）お客さまからの金融円滑化にかかるご相談の窓口を金融部に設置しているほか、各支

    店においても承っております。

（２）お客さまからの当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、苦情等統

   括部署に受付窓口を設置しております。また、各支店で苦情を受けた場合には、当組合所

   定の手続きに従って、速やかに苦情等統括部署に連絡をし、各支店が連携のうえ、適切な

   対応を実施する体制を整備しております。

     また、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に

   行うための体制については、金融円滑化責任部署又は金融円滑化管理協議会等を中心に、

   お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把

   握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等、お客さまへの支援につい

   て真摯に取り組みます。

     特に、農業者のお客さまに関しましては、当組合の営農部門とも連携し、経営相談等行

   う体制を整備しております。
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共済事業共済事業共済事業共済事業

　ＪＡ共済を取り巻く事業環境は、依然として少子化による人口減少が進む一方、長寿化

　も進展し高齢化が顕著となるなか、コロナ禍による活動制限も加わり事業環境は大変厳しさ

　が増しております。　

　本年度も引き続き農家・正組合員を核としつつ、次世代層との関係構築を主軸とし、

　准組合員との繋がりも強化する事業展開を図りました。

　厳しい環境、万一保障から生存保障へ顧客ニーズが変化するなかＬＡを中心に総合保障を

　意識した提案活動を実践し、令和２年度の推進総合ポイント目標を達成しました。

　また、次世代層との関係構築に向け若年層のニューパートナー１６０名・ニューフレンズの

　会員３６５名の新規会員が加わり、共済事業の新たな仲間づくりに取り組みました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　短期共済においては、自動車事故査定業務が毎年上位の対応力評価をいただき、利用者満足

　度向上に向けた事業運営に大きく貢献しております。

　　共済保全業務につきましては、コンプライアンス徹底に向けた事務処理及び事務対応を主体

　とした研修・指導に努めました。また、台風の上陸等、大きな自然災害がない状況でしたが、

　コロナ禍を踏まえながら担当者及びＬＡを主体とした自然災害損害調査研修会を実施し、今後

　想定される東南海地震への体制強化に努めました。

加工事業加工事業加工事業加工事業

　新型コロナウイルス感染拡大により、年度当初から夏まで緊急事態宣言が発令され、小売

　および卸販売が大きく減少しました。また、ＧｏＴｏ事業により回復基調になりましたが、

　第３波の影響で中止となり、最終的に販売高103,764千円、前年度対比69.5％と厳しい結果に

　なりました。

福祉事業福祉事業福祉事業福祉事業

　　居宅介護支援事業では、年間1,608人の計画に対し1,524人、利用者数では計画を下回り

　実績額についても特定事業所加算Ⅲとなったことやケアマネージャーの減少により、計画

　を下回りました。訪問介護事業では、年間780人の計画に対し、797人と計画を上回り、実績

　についても上回ることができました。福祉事業全体では、費用の削減により、差引収益

　51,052千円（計画対比102.9％）となり、計画を上回ることができました。

　　特に、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底して利用者宅への訪問を行ないました。

　　また、利用者ご家族にもご理解とご協力をいただきました。

監査部門監査部門監査部門監査部門

　　会計監査人監査制度への移行に伴う内部統制整備の取り組みとして「ＪＡ伊豆太陽内部

　統制に関する基本方針」に基づいた内部監査を実施しました。各部門の内部統制、リスク

　の高い事業拠点等のモニタリングを通して、業務監査・内部統制システム監査を行い組合

 　の経営目標の達成、リスク対応、部門間の円滑な連携といった内部統制構築に努めました。

  　また、管理者に対しては、日常の管理状況を検証し、リスク認識の強化を図るとともに

　管理者意識の高揚に努め、担当者には事務マニュアルに沿った事務処理の徹底とコンプラ

　イアンス意識の強化を図る指導監査を実施しました。
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当該事業年度に生じた重要な事項当該事業年度に生じた重要な事項当該事業年度に生じた重要な事項当該事業年度に生じた重要な事項

　合併による組織再編

　令和３年３月１０日に当ＪＡを含む東部地区８ＪＡと令和４年４月１日を合併日とす

る合併契約を締結しました。

組合が対処すべき重要な課題組合が対処すべき重要な課題組合が対処すべき重要な課題組合が対処すべき重要な課題

１．農家組合員の所得増大の取り組み

　生産部会の機能発揮による農業経営の維持・向上を図るとともに、農産物直売所の運営

等による販路拡大により、農家所得増大を図る必要があります。

２．准組合員との関係強化の取り組み

　准組合員に地域農業振興応援団として、対話等を通じた農業・ＪＡへの理解深耕を図り、

農家組合員と手を取り合い、地域農業をさらに活性化できるよう、利用拡大・関係強化に

取り組む必要があります。

３．地域社会への適切なサービス提供の取り組み

　総合事業を通じ組合員・地域住民の暮らしに必要なサービスの提供により、ＪＡファン

を拡大し、地域になくてはならない存在となる必要があります。

４．拠点機能強化による経営健全性確保の取り組み

　店舗再編・営農経済センター設置による効率的な事業運営により、自己改革に必要な経

営資源を継続的に確保し、収支改善や、健全性の高い事業運営に取り組む必要があります。

５．東部地区８ＪＡ合併に向けた対応

　東部地区８ＪＡの合併が承認されたことから、合併日までに、組織・事業・経営の統合

　に向けた８ＪＡ間の協議を進めていく必要があります。
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事業・活動のトピックス（令和２年度）事業・活動のトピックス（令和２年度）事業・活動のトピックス（令和２年度）事業・活動のトピックス（令和２年度）

年  月  日 処  理  事  項

令和2年4月1日 令和元年度定年退職者退所式

   15日～30日　 令和元年度決算監事監査

  20日 女性部朝日支部手作りマスク贈呈（朝日小学校）

  21日 第３回東部地区ＪＡ合併委員会

令和2年5月1日 女性部白浜支部手作りマスク贈呈（白浜小学校）

 　8日 第１回定例理事会

第1号議案　令和元年度不良債権の処理方針について

第2号議案　令和２年度コンプライアンス・プログラムの設定

　　　　　 ついて

第3号議案　運営協議会規程の一部変更について

第4号議案　職員給与規程の一部変更について

 第5号議案　与信取引に関する利用者への説明態勢にかかる

 　　　　　 規則の一部改正について

   11日～15日　 みのり監査法人期末Ⅱ監査

  12日 青壮年部稲取支部食育活動（芋さし）

  15日 第１回監事会

  27日 第２回定例理事会

第1号議案　令和元年度貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、

　　　　　　注記表、事業報告、附属明細書の承認について　　 

第2号議案　第３０回通常総代会について

第3号議案　定款及び定款附属書総代選挙規程の一部変更について

第4号議案　農地利用集積円滑化事業規程の廃止について

第5号議案　宅地供給事業実施規程の一部変更について

第6号議案　出資減口について

第7号議案　コロナ対策助成金の実施について

第8号議案　次期３か年計画・令和２年度計画の一部変更について

第9号議案　監事監査規程の一部変更について

第10号議案　信用事業規程の一部変更について

第11号議案　破綻懸念先に区分する債権者への返済猶予について

〃 第２回監事会

  28日 第４回東部地区ＪＡ合併委員会
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年  月  日 処  理  事  項

令和2年6月9日～16日 令和２年度上期地区別座談会

         20日 第30回通常総代会(総代856名中822名出席）

          〃 第１回臨時理事会

　第１号議案　役付理事の体制について

第２号議案　役付理事並びに代表理事の選出について

第３号議案　理事専門委員会担当理事の選出について

第４号議案　東部地区合併委員会担当理事の選出について

第５号議案　令和２年度理事報酬の決定について

第６号議案　退任理事に対する退職慰労金の支給について

第７号議案　令和２年度会議日当について

          〃 第３回監事会

         25日 第３回定例理事会

第1号議案　令和元年度業務報告書について

第2号議案　令和元年度連結業務報告書について

第3号議案　熱川支店設計監理契約の締結について

第4号議案　就業規則及び臨時従業員就業規則の一部変更に

　　　　　 ついて

第5号議案　令和２年度の店舗再編に伴う職制規程の一部

　　　　　 変更について

第6号議案　理事貸付について

第7号議案　破綻懸念先に区分する債務者への返済猶予について

第8号議案　実質破綻先に区分する債務者への新たな信用の供与

　　　　   について

第9号議案　令和元年度　決算監事監査指摘・検討事項回答書

　　   　　について

第10号議案　理事専門委員会設置規程の一部変更並びに理事専門

　　　　　　委員会委員長の選任及び東部地区ＪＡ合併委員会委

　　　　　　員の選出について

令和2年7月10日 みのり監査法人計画Ⅰ監査

          13日 柑橘委員会

          22日 第５回東部地区ＪＡ合併委員会

          28日 理事専門員会

          31日 第４回定例理事会

第1号議案　令和元年度ディスクロージャー誌の開示について

第2号議案　営業時間細則（はればれ売店営業時間）の一部変更

　　　　　　について

第3号議案　固定資産（稲取冷風貯蔵庫冷風装置更新）の取得に

　　　　　 ついて

第4号議案　固定資産（松崎農機具センター兼倉庫）の取得に

　　　　   ついて

第5号議案　理事貸付について

第6号議案　破綻懸念先に区分する債務者への新たな信用の供与

　　　　　 について

〃 第４回監事会

- 9 -



年  月  日 処  理  事  項

令和2年8月4日 東伊豆町花卉園芸組合園地巡回

   20日～21日　 女性部展示・即売会（中部地区）

   21日 第６回東部地区ＪＡ合併委員会

   25日 柑橘委員会・販売報告会

  28日 第５回定例理事会

第1号議案　出資減口について

第2号議案　固定資産（松崎農機具センター兼倉庫）の取得に

　　　　　 係る地盤補強工事の追加について

   〃 第５回監事会

令和2年9月1日～30日 直売所Ｇｏｔｏスタンプラリー開催

  11日 第６回監事会

  29日 第６回定例理事会

第1号議案　地区本部等名称の決定について

第2号議案　下田北支店設計管理契約の締結について

第3号議案　出資減口について

  30日 令和２年度仮決算棚卸監査

- 10 -



年  月  日 処  理  事  項

令和2年10月12日 食育活動（浜崎小学校出張授業）

           15日 柑橘委員会

           16日 みどりの教室（３期生）開講式

     19日～11月6日 令和２年度仮決算監事監査

     20日～27日 みのり監査法人期中Ⅰ監査

           30日 第７回定例理事会

第1号議案　不良債権処理の方針について

第2号議案　令和２年度仮決算について

第3号議案　出資減口について

第4号議案　固定資産（熱川支店）の取得について

第5号議案　支店再編日程の変更について

   〃 鳥獣害対策功労団体感謝状贈呈

令和2年11月5日 東部花卉委員会

          12日 青壮年部河津支部食育活動（芋掘り）

          13日 第７回監事会

          14日 ＪＡクリーンロード大作戦

          15日 人形・ぬいぐるみ供養祭（メモリアル河津）

          16日 熱川支店起工式

          18日 ハウスみかん部会総会

          20日 第１回しいたけ栽培スクール

          22日 人形・ぬいぐるみ供養祭（メモリアル松崎）

    26日～27日 女性部展示・即売会（中部地区）

          27日 第８回定例理事会

第1号議案　本店・下田支店建設構想について

第2号議案　伊豆太陽農業協同組合確定給付年金規約の一部変更

　　　　　 について

第3号議案　第３０回ＪＡ伊豆太陽農業祭開催について

第4号議案　大口貸付について

   〃 青壮年部と常勤理事との話し合い

   〃 みのり監査法人計画Ⅱ監査
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年  月  日 処  理  事  項

令和2年12月2日～16日 令和２年度下期地区別座談会

            4日 東わさび共販委員会販売検討会

      7日～23日　 静岡県常例検査

            8日 農機具事故発生時の救助訓練

            9日 いちご委員会立毛品評会

           22日 第７回東部地区ＪＡ合併委員会

           28日 第９回定例理事会

第1号議案　令和３年度店舗再編に伴う定款・諸規程の一部変更

　　　　   について

第2号議案　就業規則・臨時従業員就業規則及び介護休業等に関

　　　　   する規程の一部変更について

第3号議案　固定資産（集荷用トラック３ｔ）の取得について

第4号議案　理事貸付について

第5号議案　令和２年度仮決算監事監査指摘・検討事項回答書

　　　　　 について

           〃 第８回監事会

令和3年1月4日～5日 はればれ売店・ほのぼの売店初売り抽選会

           8日　 東伊豆町花卉園芸組合園地巡回

    19日～22日　 みのり監査法人期中Ⅱ監査

 　20日 第２回しいたけ栽培スクール

    21日～27日　 認定農業者懇談会

          22日　 第８回東部地区ＪＡ合併委員会

           〃
青壮年部発表大会東部地区予選

          25日　
  女性部展示・即売会（河津地区）

    26日～27日　 理事専門委員会

          28日　 女性部発表大会東部地区予選

          29日 第１０回定例理事会

第1号議案　令和２年度臨時総代会の開催及び合併予備契約の

　　　　　 締結について

第2号議案　合併後の総代地区割りについて

第3号議案　大口貸付について

第4号議案　農業祭について

           〃
第９回監事会
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年  月  日 処  理  事  項

令和3年2月3日 水稲栽培スクール

         10日 青壮年部南伊豆支部育農プロジェクト

　 15日～26日 東部地区ＪＡ合併地区説明会

         19日 東わさび共販委員会総会

         22日 マーガレット消費宣伝

         24日   東部地区ＪＡ合併予備契約調印式

         26日 第１１回定例理事会

第1号議案　熱川支店の解体について

第2号議案　ＪＡ厚生連への差入保証金について

第3号議案　固定資産（下田北支店）の取得について

第4号議案　理事貸付について

第5号議案　破綻懸念先に区分する債務者への返済猶予について

第6号議案　信用事業方法書の一部変更について

第7号議案　伊豆太陽農業協同組合職員給与規程の変更について

第8号議案　フルタイム臨時従業員の給与支給方法変更に伴う臨時

             従業員就業規則の変更について

令和3年3月2日 令和３年度新採用職員入所式

　　　　  8日   熱川支店竣工式

　　　　  9日   下田北支店起工式

　  9日～12日 みのり監査法人期中Ⅲ監査

　　　　 10日   令和２年度臨時総代会(総代879名中817名参加）

　　　　 15日 第１０回監事会

　 16日、22日  ＪＡバンク食農教育本贈呈

   24日～25日　 理事専門委員会

　　　　 25日 第１１回監事会

  29日 第１２回定例理事会

第1号議案　令和３年度事業計画（案）について

第2号議案　出資減口について

第3号議案　文書管理規程の一部変更について

第4号議案　経理規程の一部変更について

第5号議案　「ヘルプライン運営要領」から「ヘルプライン運営

　　　　　　規程」への改変および就業規則の変更について

第6号議案　「余裕金運用等にかかるリスク管理手続」の一部変更

　　　　　　について

第7号議案　リスク評価書の一部改訂について

第8号議案　県常例検査指摘事項に対する改善対応報告書について

第9号議案　令和３年度余裕金運用について

第10号議案　令和３年度余裕金運用方針・計画について

           〃 第１２回監事会

　　　　31日 　令和２度決算棚卸監査

           〃 　みのり監査法人期末Ⅰ監査
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