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はじめに 

農協改革の議論のなかに、「ＪＡが地域のインフラ機能を発揮することは本来の目的からかけ離れているため、生協や株式会社へ組織形

態を見直すべきである。」といった意見がありましたが、農村社会の実態とＪＡの存在価値を知らない考えと言えます。こうした農協改革

の行く末は、地域の維持・活性化の一翼を担っているＪＡの役割を喪失させるものであり、地方創生ではなく、地方の崩壊につながってく

ると言わざるを得ません。 

さて、地域では、家族経営を主体とする農業が行われ、農業にかかわる地域文化・伝統が地域住民とともに継承され、道路・用水路の草

刈り・改修など共同作業を通じた地域維持の取り組みがこれまで営々と営まれてきました。 

そうしたなかにあって、ＪＡは、品目部会や集落組織に基礎を置くことにより、ＪＡ事業やＪＡ運営の面において、地域と積極的な関わ

りを持ってきました。また、組織としてもそうですが、組織を構成する職員も、集落の一員として相応の役割を果たしてきました。その結

果として、地域のなかで事業やサービスを提供するだけでなく、地域の一員として、ともに地域を維持・活性化する重要なインフラとして

の機能も発揮してきました。 

残念ながら、昨今では、兼業農家、非農家の増加、高齢農家のリタイアなどにより、ＪＡを媒介した地域との結びつきは弱体化している

実態にありますが、東日本大震災でも見られたように地域のなかで、コミュニティの必要性がとみに高まり、「絆」が見直されてきていま

す。ここに、ＪＡに期待される役割・機能があり、再度、求められようとしていると言えます。 

ＪＡは、農業所得の増大と農業生産の拡大に向け、これまで以上に取り組んでまいりますが、一方では、地域のインフラとして、文化の

継承や地域活動を通じて、地域の維持・活性化に現に貢献しています。 

今回は、平成２６年度にＪＡあいら、ＪＡあいら女性部が行った地域貢献活動・地域協同活動を整理してみました。多彩な活動が無償で、

ボランティア活動として実施されています。 

そして、重要なことは、このような取り組みはＪＡあいらだけのものでなく、県内ＪＡ、全国のＪＡで取り組まれているという事実です。 
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平成２６年度　ＪＡあいら　地域貢献活動一覧

地区名 活動の内容 実施主体 対象者 実施日 実施内容

5月18日 緑のカーテン（ゴーヤー）設置支援

8月17日 緑のカーテン（ゴーヤー）収穫

地域の伝統行事を支援しています 加治木地区女性部 永原小学校５・６年生児童 11月 永原小学校伝統のふるさと学寮を支援（郷土料理の提供）

6月3日 育苗の播種作業の指導

6月24日 田植作業の指導

10月27日 稲刈り、掛け干し作業の指導

11月11日 脱穀作業の指導　（足踏脱穀機を使用）

西部営農センター
加治木地区女性部

12月4日 新米で餅つきの実施

8月3日 夏祭りにおいて総踊りへ参加

11月9日 加治木秋まつりにおいて、野菜・果物・野菜苗等の販売

4月 レクリエーションを実施

5月 健康講話を実施

6月 血圧測定・ゲームを実施

7月 レクリエーションを実施

8月 七夕作りを実施

9月 レクリエーションを実施

10月 消費生活出前講座を実施

11月 レクリエーションを実施

12月 料理教室を実施

1月 レクリエーションを実施

2月 健康講話・血圧測定を実施

加治木支店
加治木地区女性部

地域住民

地域の高齢者を対象に、毎月レクリ
エーションや料理教室を通じて健康
づくり運動や見守り活動を実施して
います

加治木地区女性部 永原地区の高齢者

加治木

エコ活動の一環として小学校の児童
と一緒に緑のカーテンを作っていま
す

加治木支店
加治木地区女性部

永原小学校５・６年生児童

小学生を対象に、育苗から稲刈り、
餅つきまで一貫した食農教育を支援
しています

西部営農センター

柁城小学校５年生児童

地域の行事、お祭りに支店をあげて
参加し、地域の活性化に寄与してい
ます
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平成２６年度　ＪＡあいら　地域貢献活動一覧

地区名 活動の内容 実施主体 対象者 実施日 実施内容

小学生を対象に、さつまいもの苗の
提供、定植の作業内容を教えるなど
食農教育の支援を行っています

西部営農センター 西姶良小学校１・２年生児童 6月12日 さつまいも苗の提供、定植作業の指導

6月28日 田車を使った草取りと田圃の生きもの調べ教室　※　田植えは大雨で中止(残念）

8月23日 稲の花の観察と案山子作り

10月18日 稲刈り、掛け干し作業の指導、バケツ稲の品評会

11月8日 脱穀作業の指導　（足踏脱穀機を使用）、稲わらを使ったリース作り

地域のお祭りに積極的に参加し、助
け合い活動に寄与しています

姶良支店 地域住民 12月7日 姶良ふるさと祭りにおいて赤い羽根募金活動支援

4月9日

7月28日

9月22日

9月29日

10月10日 薄暮時における交通安全立哨への参加

11月10日 交通安全１万人早朝立哨キャンペーンへの参加

姶良地区女性部 1月20日 姶良市内交通安全指導員による国道沿いでの立哨の実施

5月7日 ごきぶり団子作り、提供・折り紙かぶとつくり・歌の披露

6月12日 誕生会・ゲームの実施

7月11日 七夕作り・いつさき団子作り・ＤＶＤ（サロン１年間の記録）鑑賞

8月5日 ゲーム・敬老クラブ芸能大会出場練習の支援

9月3日 誕生会の実施

10月8日 ハンドベル演奏・唱歌の披露

11月12日 お座敷運動会の実施

12月8日 健康推進員によるインフルエンザ予防講話の実施・血圧測定・歌の披露

1月14日 笑いヨガの実施

登校時の交通立哨を実施

姶良支店
地域住民

地域の高齢者を対象に、高齢者サロ
ンを立ち上げ、毎月レクリエーショ
ンや料理教室を通じて健康づくり運
動や見守り活動を実施しています

姶良地区女性部 高齢者サロン参加者

姶良

コープ鹿児島の組合員を対象に、田
植えから稲刈りまでの一貫した食農
教育および有機農業の生産者と消費
者とのふれあいを実施しています

有機農業生産者
西部営農センター
コープ鹿児島

コープかごしま組合員

ストップ交通事故！
立哨活動に参加しています

姶良地区女性部 姶良（三船校区）
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平成２６年度　ＪＡあいら　地域貢献活動一覧

地区名 活動の内容 実施主体 対象者 実施日 実施内容

2月3日 豆まき・手遊びうたの披露

3月1日 誕生祝の実施

1月27日 民生委員と連携し独居高齢者へキンカン甘煮ビン詰を作り提供

2月10日 民生委員と連携し独居高齢者へガネ天（甘藷、野菜のてんぷら）を作り提供

3月10日 民生委員と連携し独居高齢者へ初筍の提供

4月21日 民生委員と連携し独居高齢者へイッサ団子・タカナ油いためを作り提供

5月19日 民生委員と連携し独居高齢者へエンドウ豆ごはん・こさん筍いためを作り提供

6月23日 民生委員と連携し独居高齢者へ鶏と卵のスパ煮を作り提供

7月13日 民生委員と連携し独居高齢者へゴーヤ砂糖漬を作り提供

8月15日 民生委員と連携し独居高齢者へガネ天・酢昆布を作り提供

10月29日 民生委員と連携し独居高齢者へ新米のおにぎりを作り提供

柁城小学校脱穀作業の指導 　　　　　　　　　　　　　　永原小学校のふるさと学寮を支援　　　　　　田車を使った草取りでのふれあい活動

姶良

地域の高齢者を対象に、高齢者サロ
ンを立ち上げ、毎月レクリエーショ
ンや料理教室を通じて健康づくり運
動や見守り活動を実施しています

姶良地区女性部 高齢者サロン参加者

民生委員と連携して地域の独居高齢
者を訪問し、料理等の提供を通じて
見守り活動を実施しています

姶良地区女性部
民生委員

姶良地区の独居高齢者
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平成２６年度　ＪＡあいら　地域貢献活動一覧

地区名 活動の内容 実施主体 対象者 実施日 実施内容

エコ活動の一環として小中学校の児
童、生徒と一緒に緑のカーテンを
作っています

蒲生支店
蒲生地区女性部

蒲生小学校児童
蒲生中学校生徒他

5月22日 緑のカーテン設置支援

蒲生中学校生徒 6月7日
出前授業【蒲生中学校生徒を対象に梅ちぎりと梅料理　（かりかり漬・ジャム・梅
サワー）作りを支援】

蒲生小学校５年生児童 11月26日 出前講座【蒲生小学校５年生を対象に毎年ガネ天・ねったぼ（甘藷餅）作りを支援】

蒲生小学校６年生児童 11月28日 出前講座【蒲生小学校６年生を対象に毎年ガネ天・ねったぼ作りを支援】

地域のお祭りに支店をあげて参加
し、地域の活性化に寄与しています

蒲生支店 地域住民 11月16日 日本一大楠どんと秋祭りに参加

蒲生支店 地域住民 1月20日 姶良地区交通安全運転管理協議会と連携した、交通安全の広報啓発活動への参加

4月6日

4月16日

4月5日 ごきぶり団子作り指導

5月3日 ごきぶり団子作り指導

7月12日 子ども達と一緒に七夕飾り作り

9月10日 敬老会へ参加

10月7日 ボランティアでハーモニカを披露

10月25日 ろうけん大楠（老人ホーム）においてボランティアの実施

11月9日 ボランティアで姶良市友人おどりを披露

12月7日 クリスマスパーティーの実施（子供達と一緒に歌・おどり）

1月14日 子供と一緒にビンゴゲームを実施

2月1日 子供と一緒に野菜の種まき・高齢者へ肩たたき等の実施

3月5日

3月6日

小・中学校見守り隊（立哨活動）の実施

中山間地域の住民を対象に、毎月レ
クリエーションやボランティア活動
通じて、地域の活性化に寄与してい
ます

蒲生地区女性部 三池原上地区

地域の介護施設においてボランティ
ア活動を実施しています

蒲生地区女性部 蒲生福祉センター ボランティア活動の実施

蒲生

小中学校の児童、生徒を対象に、出
前授業を実施し郷土料理の継承運動
を行っています

蒲生地区女性部

ストップ交通事故！
立哨活動に参加しています

蒲生地区女性部 蒲生地区小・中学生
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平成２６年度　ＪＡあいら　地域貢献活動一覧

地区名 活動の内容 実施主体 対象者 実施日 実施内容

溝辺小学校児童およびPTA 3月16日 溝辺小学校「清掃活動とみんなのよい食プロジェクト実施」

竹子小学校児童およびPTA 8月31日 竹子小学校「清掃活動とみんなのよい食プロジェクト実施」

小学生を対象にバケツ稲づくり指導
を通じて、水稲・米に関する食農教
育を実施しています

中部営農センター 陵南小学校５年生児童 5月～10月 「バケツ稲づくり」による水稲の生育・管理等の指導（４回／年間）

9月3日 大根・ほうれん草・小松菜・人参などの植え付け・種まき

11月6日 9月に植えた野菜を使用して、児童と一緒に郷土料理を調理

4月8日 春の交通安全街頭キャンペーン参加　

9月22日 秋の交通安全街頭キャンペーン参加

中部営農センター 1月20日 県下一斉交通安全立哨

5月～8月 地元産新茶でお茶出しサービスの実施

10月 地元産梨の重量当てクイズ実施　　

地域の高齢者に手作り料理を提供
し、見守り活動を実施しています

溝辺支店
溝辺地区女性部

溝辺地区の８０歳以上の
高齢者

1月22日 手作りの赤飯とふくれ菓子を提供

地域の行事に協賛し、運営に協力す
るなど地域活性化に寄与しています

溝辺支店 地域住民 11月14日 溝辺町グラウンドゴルフ大会（協賛）

溝辺支店来店客
（地域の子供達）

7月～8月 支店職員が早朝捕りに行った、カブトムシ・クワガタムシを子供達にプレゼント

12月24日
・25日

来店客にクリスマスプレゼント

2月3日 来店客に節分豆をプレゼント

2月13日 来店客にバレンタインチョコレートをプレゼント

溝辺支店来店客

溝辺

小学校、ＰＴＡと連携し、校内の清
掃活動を行うとともに、地元産農産
物のおにぎり、漬物を提供するなど
地産地消運動を実施しています

溝辺支店

来店されたお客様を笑顔にしよう！
おもてなし活動を実施しています

溝辺支店

竹子小学校６年生児童

ストップ交通事故！
立哨活動に参加しています

溝辺支店
地域住民

来店客に地元産農産物をＰＲし、地
産地消運動を実施しています

溝辺支店 溝辺支店来店客

小学生を対象に野菜の作付支援、郷
土料理の継承運動を実施しています

溝辺地区女性部
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平成２６年度　ＪＡあいら　地域貢献活動一覧

地区名 活動の内容 実施主体 対象者 実施日 実施内容

横川支店
横川地区
(横川駅利用者）

2月～3月 大隅横川駅にて、だるま雛の制作・展示を企画　（横川中学校美術部制作）

横川支店
横川地区
(横川駅利用者）

11月29日
30日

大隅横川駅にて巨大門松を作成

鹿児島県域 11月16日 貸切列車で行く「環霧島列車の旅」企画・実施

横川地区 11月15日 横川地区グラウンドゴルフ大会の実施

横川ウォーキング参加者 4月20日 横川ウォーキングにおいて、ＪＡボーイズによる「ガネ天」の振る舞い

地域住民 7月30日 平和コンサートへの参加

鹿児島県域 9月7日 第２回ビッグパンプキン重量コンテストの事務局

地域住民 10月26日 ハッピーハロウィンコンテスト大会へ参加

地域住民 1月27日 戦後７０周年を考える会（仮称）設立への参加

姶良市・霧島市・湧水町 2月8日 第１２回おやじサミットへの参加

花いっぱいの店舗でお客様を笑顔に
しています！

横川支店 横川支店来店客 5月20日 横川支店花いっぱいコンクールの実施

ストップ交通事故！
立哨活動に参加しています

横川支店 地域住民 9月26日 交通安全キャンペーンへ参加

地域の独居高齢者へ手作りお菓子を
提供し見守り活動を行っています

横川地区女性部
横川地区の８５歳以上の独
居高齢者

11月15日 横川地区女性部員のいる地域の独居高齢者へふくれ菓子を作り提供

横川

地域と連携して大隅横川駅周辺の活
性化に寄与しています

イベントの企画・実施を通じて地域
活性化に寄与しています

横川支店

地域行事の実行委員会メンバー、事
務局として、また、支店職員の積極
参加など、地域の活性化に大きく寄
与しています

横川支店
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平成２６年度　ＪＡあいら　地域貢献活動一覧

地区名 活動の内容 実施主体 対象者 実施日 実施内容

9月6日 第２０回「名水丸池感謝の夕べ」にボランテｲアで参加　　　　　　　　　　　　

11月23日 秋祭りに参加し、地元産農産物（金山ねぎ）他を来場客に提供

地域の独居高齢者へ手作りお菓子を
提供し見守り活動を行っています

栗野地区女性部 栗野地区の独居高齢者 2月11日 二渡・老谷地区の独居高齢者方へふくれ菓子を作り配布

　　　　竹子小学校の清掃作業に参加

　　　　　轟小学校でお茶の淹れ方教室

栗野

地域のお祭りに支店・営農センター
をあげて参加し、地域の活性化に寄
与しています

栗野支店
北部営農センター

地域住民

蒲生大楠どんと秋祭りで地域活性化に寄与

　　　　　　　　　　　ビッグパンプキン重量コンテスト
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平成２６年度　ＪＡあいら　地域貢献活動一覧

地区名 活動の内容 実施主体 対象者 実施日 実施内容

吉松
支店が生産者、地域の方を巻き込ん
だ青空市を企画、開催し、地域の活
性化に寄与しています

吉松地区生産者
吉松支店
北部営農センター

地域住民 2月21日 吉松地区生産者と「ゆかいな仲間の手作り市」を開催

　　　　　蒲生小学校出前授業　餅つき体験　　　　　生産者と「ゆかいな仲間の手作り市」開催
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平成２６年度　ＪＡあいら　地域貢献活動一覧

地区名 活動の内容 実施主体 対象者 実施日 実施内容

来店客に地元産農産物をＰＲし、笑
顔のおもてなし運動を実施していま
す

牧園支店 牧園支店来店客
5月1日～
9月30日

地元産新茶でおもてなしの実施
（毎朝職員が湧き水を汲みに行きお茶を淹れる）

4月12日 春の里山ウォークに参加　（設営の支援、炊き出しの支援、救護班の編成）

10月11日 秋の里山ウォークに参加　（設営の支援、炊き出しの支援、救護班の編成）

牧園地区 1月22日
牧園地区冬季グラウンドゴルフ大会に参加　（牧園町グラウンドゴルフ協会と牧園
地区年金友の会との合同大会）

地域の独居高齢者へ手作りお菓子を
提供し見守り活動を行っています

牧園地区女性部
牧園地区の８０歳以上の独
居高齢者

3月6日 ８０歳以上の独居高齢者のお宅へふくれ菓子と赤飯を提供

牧園地区

　　　　秋の里山ウォーク　（設営・炊き出し・救護支援） 　　　　　　　　グランドゴルフ大会開催

牧園
地域の行事に協賛やスタッフとして
参加し、地域活性化に寄与していま
す

牧園支店
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平成２６年度　ＪＡあいら　地域貢献活動一覧

地区名 活動の内容 実施主体 対象者 実施日 実施内容

閉鎖施設を開放したイベントを企
画・実施し地域活性化に寄与してい
ます

隼人支店 地域住民 8月6日 小浜ふれあい市場の開催

地域の女性団体の行事にスタッフ、
選手として参加し、地域活性化に寄
与しています

隼人支店
隼人地区女性部

隼人地域女性連 8月22日 健康づくり裸足のナイター運動会へ参加

地域の行事、お祭りに支店をあげて
参加し、地域活性化に寄与していま
す

隼人支店 地域住民 11月8日 日当山秋の収穫祭りへ参加

4月7日～9日 春の地域安全運動（交通安全キャンペーン）の参加　　　　　　　　　　　　　

9月22日 秋の地域安全運動（交通安全キャンペーン）の参加

　　　　　　裸足のナイター運動会 交通安全キャンペーに参加

隼人

ストップ交通事故！
立哨活動に参加しています

隼人支店 地域住民
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平成２６年度　ＪＡあいら　地域貢献活動一覧

地区名 活動の内容 実施主体 対象者 実施日 実施内容

5月28日 霧島神宮参道等の松保全対策作業に参加

7月19日 霧島神宮駅近くのゲートボール場の環境整備を実施

地域の独居高齢者へ手作り弁当を提
供し見守り活動を行っています

霧島支店
霧島地区女性部

霧島地区の独居高齢者 11月19日 独居高齢者へ手作りお弁当の提供

霧島神宮参道　松の保全作業

霧島

地域の環境整備に貢献しています 霧島支店 地域住民

高齢者への手作りお弁当のふれあい活動
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平成２６年度　ＪＡあいら　地域貢献活動一覧

地区名 活動の内容 実施主体 対象者 実施日 実施内容

魚のさばき方教室をＡコープと協賛
して企画・実施し、親子の食農教育
に寄与しています

国分支店
国分地区女性部
Ａコープ国分西店

霧島市在住の２０代～３０
代の主婦および親子

2月21日
Ａコープ鮮魚担当による簡単な魚のさばき方教室
国分地区女性部による魚を使った簡単料理教室を開催

国分支店
東部営農センター
国分地区配属職員
国分地区女性部

地域住民 7月19日 霧島国分夏祭り（総踊り）へ参加

東部営農センター 地域住民 1月8日・9日 霧島ふるさと祭に参加　（地元産農産物の販売）

国分支店
東部営農センター

地域住民 9月19日 秋の全国交通安全運動に伴う「霧島セーフティウェーブ作戦」へ参加

国分支店 地域住民 1月20日 交通安全１万人早朝立哨キャンペーンへ参加　　　　　　

8月5日

8月19日

9月12日

9月16日

　　　　簡単な魚のさばき方教室

子育て世代（母子） 母親たちとふれあい、子育て相談、子供達の育成を見守る子育て支援

霧島国分夏祭りの総踊りへ参加

国分

地域の夏祭りや農業祭に支店、営農
センターをあげて参加し、地域活性
化に寄与しています

ストップ交通事故！
立哨活動に参加しています

子育て世代とのふれあいを通じて、
子育ての悩みに子育ての先輩が相談
に乗っています

国分地区女性部
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平成２６年度　ＪＡあいら　地域貢献活動一覧

地区名 活動の内容 実施主体 対象者 実施日 実施内容

福山高校と連携し、文化祭で支店、
生産者による青空市を開催し、学
校、地域の活性化に寄与しています

福山支店 地域住民 11月1日
地元生産者の協力のもと福山高校文化祭と連携して、あおぞら市『ふくやまる
しぇ』を開催

伝統行事「七草祝」を自治会関係者
と合同で開催し、地域の宝である子
供の育成を見守っています

福山支店 地域の子供達 1月7日
合同「七草祝」を開催するとともに、貯金の大切さを学んでもらえるよう貯金箱な
どをプレゼント

地域の介護施設においてボランティ
ア活動を実施しています

福山地区女性部 福山地区の介護施設 2月24日 地域の介護施設を訪問し踊りを披露

地域の宝を見守る七草祝

福山

　　　　　　福山高校でふくやまるしぇ
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平成２６年度　ＪＡあいら　地域貢献活動一覧

地区名 活動の内容 実施主体 対象者 実施日 実施内容

茶業センター課
お茶女クラブ

永原小学校５・６年生児童 11月20日

茶業センター課
お茶女クラブ

三船小学校５年生児童 11月20日

上場学校小全児童 10月9日

轟小学校５年生児童 1月20日

栗野小学校５年生児童 1月27日

茶業センター課
姶良伊佐地区
茶業青年の会

宮内小学校５年生児童 2月10日

茶業センター課
姶良伊佐地区茶業青年の
会

国分小学校５年生児童 1月27日

4月12日 第１回　開校式、スイートコーン・ポップコーンの種まき

6月14日
第２回　霧島市立国分中央高校の高校生とさつまいも（蔓無源氏）植付け体験、ス
イートコーンの生育状況観察、ぶどう園見学、バケツ稲づくり体験（苗植え）、班
ごとの「はた」づくり

7月12日
第３回　スイートコーン収穫体験、Ａコープ国分店で店頭販売体験、Ａコープバッ
クヤード見学、スイートコーンを使用したバーベキュー、国産牛・輸入牛食べ比
べ、バケツ稲生育観察

9月13日
第４回　野菜の種まき・苗植え（大根・ほうれん草・キャベツ・白菜・ブロッコ
リー）⇒雨の為中止、ぶどうの収穫体験、ぶどう・梨の食べ比べ、ポップコーンの
実むき、ポップコーンづくり

10月11日
第５回　霧島市立国分中央高校の高校生とさつまいも（蔓無源氏）収穫体験、焼き
芋試食、野菜の生育状況観察、バケツ稲コンテスト、ポン菓子づくり見学・体験

11月8日
第６回　野菜の収穫（大根・白菜）、Ａコープ国分店にて具だくさんみそ汁の材料
買い出し、具だくさんみそ汁の料理教室

12月13日 第７回　みかん狩り、閉校式

本所

管内の小学生を対象に地域の特産物
（お茶）を生産者と連携して出前授
業を行い食農教育、地産地消運動を
実施しています

お茶の種類・産地・効能について、おいしいお茶の淹れ方について実演・実習
茶業センター課
湧水町茶業振興会

管内小学生を対象に、食と農の大切
さを次世代に繋ぐ「ちゃぐりんス
クール」を年７回開催しています

企画広報室
ちゃぐりん
スクール2014
参加児童
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