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身近な野菜に注目！
農業の守り人
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ＪＡのお店はおトクがいっぱい♪
作って食べて農業を応援しよう！
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JA西春日井 准組合員広報誌　菜ないろ！　2021年6月発行
発行／西春日井農業協同組合　　編集／企画管理部
〒481-0033　愛知県北名古屋市西之保南若11番地
TEL 0568-23-4001㈹　https://www.ja-nishikasugai.com/

〈ＪＡ西春日井 Facebook 公開中！〉

農業の話題や、JＡの活動、
「アグリマルシェはるひ」 「グリーン西春日井」の
お得情報などをタイムリーにピックアップ☆彡
今すぐページに「いいね！」しよう(^ )^!
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准組合員の皆さまの声をお聞かせください！
　ＪＡ西春日井の事業運営等に関するご意見やお気づきの点が
ありましたら、当ＪＡホームページ「お問い合わせ」よりメール
にてお寄せください。

E-mail　info@ja-nishikasugai.com

vol.2

第１給油所（セルフ）限定
!

【実施期間】下記日程で 計１２日間！
　　　　　①令和３年７月　９日（金）～１１日（日）

　　　　　②令和３年７月２３日（金）～２５日（日）

　　　　　③令和３年８月１３日（金）～１５日（日）

　　　　　④令和３年８月２７日（金）～２９日（日）

【対象油種】ガソリン（レギュラー・ハイオク）、軽油

【割 引 額】プリカ給油で現金価格から ５円／ℓ引き

（株）ＪＡ西春日井エナジーの

　お得情報！

お申し込み・お問い合わせは

右記のJA西春日井窓口まで

本店営業店
西枇杷島支店
新 川 支 店
阿 原 支 店
清 洲 支 店
春 日 支 店

西 春 支 店
九之坪支店
師 勝 支 店
鹿 田 支 店
青 山 支 店



ごあいさつ

　向暑の候、組合員の皆さまにおかれましては、ますますご健勝のこととお喜び

申し上げます。平素は、組合の事業運営に対し深いご理解とご協力また格別の

お引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

　さて、令和２年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により、生活様式が大

きく変わりました。政府は、サービス業を中心に影響を受けた事業者に対する

様々な支援策を講じていますが、いまだコロナ禍収束の兆しは見えておらず、

景気回復が見通せない状況が続いています。

　金融面においては、長期化するマイナス金利政策による経営環境の悪化から、

金融機関の経営統合や店舗再編等の合理化・効率化対策が加速しています。

当組合では「ＪＡ西春日井農業ビジョン」で掲げる農家所得の向上と地域農業

の持続的発展の実現に向けて、自己改革の取組を加速させるとともに、持続可

能な経営基盤の確立・強化を図るための損益シミュレーションを実施し、将来

にわたり安定した経営を確立するための取組を進めてまいります。

　こうしたなか、当組合の産直施設「アグリマルシェはるひ」では、地元特産

のエダマメを使った「ずんだ餅」やカリモリを加工した「奈良漬」が、新たな

６次産業化商品として好評を得、消費者の安全・安心な農産物に対する関心の

高まりから、地元農家が育てた新鮮な産直野菜の需要が大きく伸びています。

　また、営農購買店舗「グリーン西春日井」では、コロナ禍の外出自粛により、

おうち時間に家庭菜園を楽しむ人が増え、野菜苗や農業用資材を求めて多くの

方にご来店いただいています。

　准組合員の皆さまには、日頃よりＪＡ事業の継続的なご利用により「地域農

業の応援団」として地元農業を力強く支えていただいております。今後も、地

域農業並びにＪＡ事業にご理解いただくとともに、より一層のご支援を賜わりま

すようお願い申し上げます。

　なお、当組合では、前述の損益シミュレーションの結果をふまえ、この先も

皆さまに安心してご利用いただくため組織体制を見直し、令和４年以降、店舗

再編と業務集約に取り組むことといたしました。店舗再編と業務集約の考え方に

ついて別冊を同封しておりますので、ご一読いただきご理解・ご協力を賜わりま

すよう重ねてお願い申し上げます。

代表理事組合長

後　藤　眞　次

令和２年度　貸借対照表の主要項目

令和２年度　損益計算書の主要項目

令和３年３月31日現在

─ JA西春日井　令和２年度 事業報告 ─
　令和３年６月19日、JA西春日井 西春支店で開催しました第46回通常総代会において

令和２年度の事業報告が承認されました。主な内容は以下のとおりです。

令和２年４月１日から令和３年３月31日まで

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、それぞれの項目合計が合わないことがあります。

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、それぞれの項目合計が合わないことがあります。

（単位：千円）

（西春日井農業協同組合）

科　　目 金　額 科　　目 金　額

（単位：千円）

（西春日井農業協同組合）

科　　　目 金　　　額

（資産の部） （負債の部）

１．信用事業資産

２．共済事業資産

３．経済事業資産

４．雑資産

５．固定資産

６．外部出資

７．繰延税金資産

230,954,076

13,546

83,528

172,644

2,807,849

6,281,425

45,831

240,358,903

１．信用事業負債

２．共済事業負債

３．経済事業負債

４．雑負債

５．諸引当金

１．組合員資本

２．評価・換算差額等

213,657,718

316,006

24,317

399,964

181,848

214,579,854

25,754,684

24,364

25,779,048

240,358,903

負債の部合計

（純資産の部）

純資産の部合計

資産の部合計 負債及び純資産の部合計

１．事　業　総　利　益

　信用事業総利益

　共済事業総利益

　購買事業総利益

　販売事業総利益

　不動産事業総利益

　利用事業総利益

　その他事業総利益

　指導事業収支差額

２．事業管理費

　事業利益

３．事業外収益

４．事業外費用

　経常利益

５．特別利益

６．特別損失

　税引前当期利益

　法人税等合計

　当期剰余金

1,847,784

1,316,596

432,053

30,093

20,766

47,146

14,104

901

△ 13,878

1,200,676

647,108

127,307

18,236

756,178

−

289

755,888

205,353

550,534

ＪＡ西春日井カントリーエレベーターからの眺め
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─ 「おいしい」「新鮮」「安全」「安心」で食を豊かに ─

地域の農業を守り育てる生産者の皆さん

　農業一筋の後藤さん。子どもの頃は実家

の稲作を、結婚後は嫁ぎ先の畑作と稲作に

と精一杯農業に力を注いできました。

　ハウス栽培が中心で、主力はエダマメ、

ホウレンソウ、シュンギク。そのほか、空い

た場所にも様々な野菜を育て、年間を通じ

てアグリマルシェはるひに旬の野菜を出荷し

ています。

　現在は、息子さんや娘さんが仕事勤めの

傍ら作業を手伝い、後藤さんの農業を支え

てくれているとのこと。後藤さんは「思った

以上に楽に農業を続けられているのは子ど

もたちのおかげ。農業をやっているから元

気でいられます」と話します。

　『食べる人の身になって、品質の良いもの

を』が後藤さんの野菜作りのモットー。ハウ

スでの促成栽培を生かし、少し早めに出荷

される後藤さんこだわりの野菜は、消費者

から人気です！

西牧新田出荷組合組合員
アグリマルシェはるひ産直会員

後藤 菊枝さん

　中川さんは、定年退職を機に５年半前か

ら本格的に農業に取り組むようになりまし

た。現在はエダマメ、ニンジン、ホウレンソ

ウを中心とした季節野菜を栽培し、市場や

アグリマルシェはるひに出荷しています。

　そんな中川さんを支えるのは、農業に関

しては少しだけ先輩の妻 初代さんです。「農

業が楽しくて仕方がない！」と話す初代さん

は、中川さんにとって、良き相談相手であり

一番の理解者。二人三脚で日々農業に向き

合っています。

　自身の畑でジャガイモの収穫体験イベント

を行うなど、農業振興への取組にも意欲的

な中川さん。「まだまだ初心者」と言いなが

らも、夫婦で生き生きと農業を楽しむ元気

印の生産者さんです！

分地第一出荷組合組合員
アグリマルシェはるひ産直会員

中川 憲正さん

農業の守り人 身近な野菜に注目! JA西春日井管内では
いろいろな作物が
作られています

ホウレンソウ エダマメ

イチジク

ネギ パセリ

ホウレンソウ エダマメ

イチジク 春キャベツ

ネギ パセリ

　ＪＡ管内の特産
品。秋から春にか
けて出荷されます。
特に出始めの頃の
ホウレンソウは茎
葉が柔らかく甘み
が強いのが特徴。
この地域を代表す
る野菜で多くの生
産者が栽培してい
ます。

　ＪＡ管内の特産品。５月中旬からハウス栽培、
６月中旬に最盛期を迎え、７月上旬からは約１
か月間枝付きエダマメが出荷されます。
　アグリマルシェはるひに並ぶのは、その日の
朝収穫され
た 新 鮮 な
ものばかり。
リピート率
が高い人気
の 夏 野 菜
です。

　北名古屋市の沖村地区・鹿田地区を中心に栽
培される管内の特産品です。栄養価が高く美容
と健康に 果があるといわれる人気のくだもの。
しっかりとした水管理と夏の気温で甘くジュー
シーなイチジクが育ちます。
　出荷は８月から９
月にかけて。アグリ
マルシェはるひの店
頭にも採れたてのイ
チジクが並びます。

 清須市の春日西牧新田地区での生産が盛んで
す。４月から６月にかけて市場やアグリマルシェ
はるひへ出荷されます。
　春キャベツの特徴は、何と言ってもその食感。
フワッと軽
やか・柔ら
かく瑞々し
い、春を感
じさせる野
菜です。

　ＪＡ西春日井管内では、夏ネギ・冬ネギとし
て年間を通して栽培されます。清須市の朝日地区、
北名古屋市の中之郷・鍜治ケ一色・薬師寺地区
での栽培が盛んで、管内の出荷のほとんどを占
めます。
　薬味、鍋料
理、ネギ き
など、種類に
よっては料理
の主役にもな
るおススメの
万能野菜です。

　清須市の上条地区を中心に栽培されています。
季節にあわせて夏パセリ・冬パセリを出荷する
周年栽培。生産者のこだわりは、濃緑色とカー
ルの強さ。“添え物”のイメージが強い野菜ですが、
スムージー
や揚げ物な
どにしても
美味しくい
ただけます。
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当店のイチ押しは、
地元の新鮮な農産物。
生産者の顔が見える
地域密着型の明るい
お店です！

野菜苗や種のほか、
農作業用資材など多
数取り揃えています。
皆さまのご来店を
お待ちしております！

作って食べて農業を応援しよう！
ＪＡのお店はお　　　がいっぱい♪

みのりんの

ニュース
ないろ!菜

（北名古屋市）（清須市） （豊山町）

（済衆館病院）（はるひ呼吸器病院） （西春日井広域事務組合）

（北名古屋市）（清須市） （豊山町）

（済衆館病院）（はるひ呼吸器病院） （西春日井広域事務組合）

災害時や教育現場での幅広い活用を願い、ＪＡ西春日井管内の二市一町
（清須市・北名古屋市・豊山町）のすべての小中学校に防災用テントを２
張りずつ寄贈しました。（令和３年４月）

地域防災を担う西春日井広域事務組合に防災用車両を、地域医療を支え
る済衆館病院・はるひ呼吸器病院に医用テレメータや人工呼吸器などの
医療機器を寄贈しました。（令和３年３月、４月）

健康増進を目的とした集団健診。令和３年度は、９月から10月に
かけて本店、新川支店、西春支店、師勝支店で実施する予定です。
組合員ご本人様は2,000円の助成が受けられます。ぜひご利用く
ださい。

アグリスクール
受講生が中心と
なって育てた野
菜を朝市で販売。
売上金をＪＡ愛
知厚生連江南
厚生病院に寄付
しました。
（令和２年12月）

西枇杷島警察署主催の交通安全運動
キャンペーンに、当ＪＡ女性職員１名
がセーフティ・レディーとして参加し
ました。（令和３年４月）

　JA西春日井は、地域とともに歩む組織です。

世界が目指すSDGs（持続可能な開発目標）の達

成に向けて、農業だけでなく、行政・防災・医療

とのパートナーシップを強化し、住み続けられるま

ちづくりへの地域貢献活動に取り組んでいます。

アグリマルシェはるひ
新鮮！安全！安心！地元産野菜が人気の産直施設

アグリマルシェはるひアグリマルシェはるひ

グリーン西春日井グリーン西春日井グリーン西春日井
家庭菜園で　　　　　を楽しく過ごしませんか！

ＪＡのお店はお　　　がいっぱい♪ＪＡのお店はお　　　がいっぱい♪

■営業時間：9：00～17：00　■定休日：毎週水曜日・年末年始

■所在地：清須市春日振形127　■ＴＥＬ：052-400-8311

店長　守屋大輔店長　守屋大輔

売り出しイベントを開催します！

７月17日㊏・18日㊐／８月７日㊏・８日㊐

イベント情報！

耳より情報！

・精算時のグリーンカード提示でお会計が２％割引に！
　火曜日・木曜日は割引２倍の４％でさらにおトク！
※グリーンカードは店頭でお作りいただけます。グリーン西春日井でもご利用いただけます。
※クレジットカードとの併用はできません。

・金曜日はお米がお値打ち！店頭販売米の中から特選２銘柄を
　１キロあたり店頭表示価格から５０円割引します！

■営業時間：9：00～17：00　■定休日：毎週水曜日・年末年始

■所在地：北名古屋市石 郷68　■ＴＥＬ：0568-24-1662

店長　安藤めぐみ店長　安藤めぐみ

売り出しイベントを開催します！

８月21日㊏・22日㊐

イベント情報！

店長のおススメ

＜レンタル農機　取扱中＞

・管理機　・畦草刈機　・ウッドチッパー

　土日のみ運搬用に軽トラックもお貸しします。

※店頭でお申し込みください！

▲グリーンカード

※写真はイメージです

※写真はイメージです

作って食べて農業を応援しよう！作って食べて農業を応援しよう！
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