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ごあいさつ 
 

ＪＡいちかわは、情報開示を通じて経営の透明性を高めるとともに、当ＪＡに対する理解を一
層深めていただくために、当ＪＡの主な事業の内容や組織概要、経営内容などについて、利用者
のためにわかりやすくまとめた「令和４年度６月上半期開示」を作成いたしました。 

 
皆さまが当ＪＡの事業をさらにご利用いただくための一助として、ぜひご一読いただきますようお

願い申し上げます。 
今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 
令和４年８月  市川市農業協同組合 

 

Ⅰ 概要（令和４年６月末現在） 
 

名称 市川市農業協同組合（ＪＡいちかわ） 

本店所在地 市川市北方町４丁目１３５２番地２ 

出資金 ３２億円 

職員数 ３３９人（パートタイマーを含む） 

区域 市川市・船橋市・浦安市・柏市 
 

Ⅱ 地域貢献に関する取組み  

当組合は、市川市、船橋市、浦安市、柏市を事業区域とし、農業を営む方を中心とした地
域の方々が組合員となり、相互扶助を共通理念として運営される協同組織です。 

 
当組合は、組合員の皆様並びに地域の方々からお預りした資金を源泉として、資金を必要と

している組合員の皆様や地方公共団体などにご利用いただいています。 
 
当組合は、地域の一員として、農業の発展と健康で豊かな地域社会の実現に向けて、事業

活動を展開しています。また、ＪＡの総合事業を通じて各種金融機能・サービス等を提供するだ
けでなく、地域の協同組合として、農業や助けあいを通じた社会貢献に努めています。 

 
当組合は、次の経営理念のもとに地域の方々に親しまれるＪＡづくりをしています。 
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Ⅲ ＪＡいちかわの理念 
 

ＪＡいちかわは、 

生命
い の ち

・地域
ち い き

・環 境
かんきょう

・和
わ

を大切にし、 

協同活動を通じて地域社会に貢献します。 

 

ＪＡいちかわは、いのち（生命）を支える農業を大切にします。 

 

 いのち（生命）の源である食を支える農業は生命産業です。人

はもとより全ての生命を大切にし、安全・安心な農畜産物を持続

的安定的に供給できる農業を大切にします。 

 

ＪＡいちかわは、ちいき（地域）社会を大切にします。 

 

 地域に根ざす協同組合として地域社会を大切にします。地域に

必要な協同活動を行い、組合員・地域の皆様と共に地域経済・社

会を豊かにし持続的な発展に貢献します。 

 

ＪＡいちかわは、かんきょう（環境）を大切にします。 

 

 農業を通じて食と緑と水を守り環境を大切にします。長い時間を

かけて育んできた農業と自然の調和した美しい景観や環境を保全

し、次世代につないでいきます。 

 

ＪＡいちかわは、わ（和）を大切にします。 

 

 お互いに協力し、思いやり、助け合う心（相互扶助の精神）を

育み、人･地域・社会の和・絆を大切にすると共に日本（和）の心

を大切にします。 
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Ⅳ 協同活動基本姿勢 
 

ＪＡいちかわは 

「豊かな地域農業」を振興します。 

「活力ある地域社会」の実現に貢献します。 

「組合員の期待に応え」愛され信頼される 

ＪＡを目指します。 

 

豊かな地域農業を振興します。 

広域JAとして各々の地域の立地条件を活かした営農指導・経済事業

を展開し、農業の新たな担い手を積極的に支援します。また、持続可

能な地域農業の実現に長期的に取り組み、豊かな地域農業を振興しま

す。消費者へ安全・安心な農畜産物を持続的・安定的に供給し、地産

地消に取り組み農業理解を進めます。 

 

活力ある地域社会の実現に貢献します。 

地域に根ざす協同組合として、地域に必要な事業展開を行い、協同

活動により豊かで暮らしやすい、活力ある地域社会の実現に貢献しま

す。組合員や地域住民とのふれあい活動、広報活動等により情報発信

を積極的に行い、農業・JAへの理解を深め地域と共存する活動を展開

します。 

 

組合員の期待に応え、愛され信頼されるＪＡを目指します。 

組合員に真に価値ある事業を展開し、役職員の資質向上に努め、組

合員の期待に応えます。質の高いサービス・事業の提供を行い組合員・

利用者の満足度の向上に努め、必要とされ、愛されるＪＡを目指しま

す。安全・安心な経営態勢を確立し信頼されるＪＡを目指します。 
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Ⅴ 組合の概況 

１．組合員数(令和4年6月末現在） 

正組合員 4,696人 
准組合員 16,500人 

合計 21,196人 
出資金総額(令和4年6月末現在) 
出資金総額 3,284百万円 

 
 

 

２．地域からの資金調達の状況 
①貯金残高(令和4年6月末現在、単位:百万円) 
要求払貯金 171,789 

定期性貯金 196,238 

合計 368,028 

②貯金商品 
○年金受給者優遇定期貯金（年輪） 
○60周年記念定期貯金（令和5年12月まで） 

 

 

 

３．地域への資金供給の状況 
①貸出金残高 

(令和4年6月末現在、単位:百万円) 
組合員 216,578 
地方公共団体 4,699 
その他 9,873 

合計 231,152 

②制度融資取扱状況 
(令和4年6月末現在、単位:百万円) 

 

     

農業近代化資金 127 
その他農業関係資金 103 

正組合員

22.2%

准組合員

77.8%

要求払貯金

46.7%
定期性貯金

53.3%

, 0.0%

組合員

93.7%

地方公共

団体

2.0%

その他

4.3%
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千葉ジェッツふなばしに船橋にんじんを寄贈 子育て世帯に山崎パンを寄贈 

 
Ⅴ 組合の概況 
 
４．文化的・社会的貢献に関する事項 
 

①文化的・社会的貢献 

環境保全 

地域の環境保全の一環として、農薬飛散防止施設の導入、減化学農薬・減化学肥料活用の
推進及び使用済農業用資材（農業用廃プラ）の回収や不要農薬処理の適正化に取り組んで
います。平成27年度より、資源循環型社会への貢献と生産者負担の軽減を目指し、梨剪定枝を
バイオマス発電に活用する「梨剪定枝活用事業」を実施しています。 

 

災害対策 

大規模災害における施設提供等の災害協定を市川市・柏市と結び、地域住民の安全確保に協
力しています。 
 

 

食農教育 

柏地区小学生による稲作体験や子ども収穫体験の実施、学校給食やこども食堂への農産物の
供給を行い、地産地消や地域農業への理解と親睦を図りました。 

 

 
 
 
 
 

 

 

社会貢献 
 

・管内の各市や県内の大学に「船橋産コシヒカリ」、「田中産こしひかり」を贈りました。 
・船橋市や千葉ジェッツふなばしに「船橋にんじん」を贈りました。 
・山崎製パン（株）と連携してＪＡいちかわ管内で採れた梨を使った商品を作り、地産地消や地
域農業への理解を図るとともに、母子生活支援施設等を通じて子育て世帯にパンを贈りました。 

・弁護士・税理士による「法律相談会」「税務相談会」、ローン相談会や年金相談会、各種セミナ
ーを開催しています。 

 
 

 

 

 

 

小学生による稲作体験 柏市に学校給食用米粉を寄贈 
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料理教室 

 
 

 
４．文化的・社会的貢献に関する事項 
 

②利用者ネットワーク化への取組み 
 

地域イベント等への参加・協賛 

・組合員と地域住民との「絆」「つながり」の維持・強化のため、各生産組織・協力組織と連携し、

市民祭り・農水産祭り等へ積極的に参加しています。また、支店で農産物販売をしております。 

・利用者参加のチャリティーゴルフ大会やボウリング大会、グラウンドゴルフ大会、感謝の集い、ディナ

ー招待会、観劇招待会、募集旅行、料理教室、手芸教室、陶芸教室、年金友の会の活動な

どを開催し、利用者間の交流に取り組んでいます。（令和４年度においては新型コロナウイルスの

影響で一部イベントを中止しました。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③情報提供活動 

情報提供活動 

・ＪＡ広報紙「みどりの風」を毎月発行し、農業に関する情報や地域に関する情報を発信していま

す。また、准組合員向け広報誌「ＪＡいちかわ通信」を定期的に発行しています。 

・ホームページによるＪＡ事業の情報提供に取り組んでいます。 

・日本農業新聞、一般紙等に情報発信を積極的に行っています。 

・家の光を各支店に置き、組合員や地域住民に、「食と農」、「暮らし」、「協同」、「家族」の情報を

提供しています。 

  

観劇招待会 感謝の集い 

Ⅴ 組合の概況 

チャリティーゴルフ大会 
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Ⅵ 財務状況や事業に関する開示項目 

１．金融再生法開示債権（単体） 
（単位：百万円） 

債権区分 令和3年12月末 令和4年6月末 増減 

破産更生債権及び 

これらに準ずる債権 
646 607 △39 

危険債権 1,569 1,445 △123 

要管理債権 ― ― ― 

正常債権 228,617 229,271 653 

合計 230,833 231,324 490 
 
（注１）債権額は、貸出金･信用未収利息(信用事業与信元金に係るもののみ)･信用仮払金等、信用事業

与信額(要管理債権は貸出金のみ)を対象として開示しています。なお、各債権の定義は以下の
通りです。 

①破産更生債権及びこれらに準ずる債権 
破産、会社更生、民事再生等の事由により、経営破綻に陥っている債務者に対する債権、及び

これらに準ずる債権です。 
②危険債権 

債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従っ
た債権の元本の回収、及び利息の受取ができない可能性が高い債権です。 

③要管理債権 
３ヶ月以上延滞債権(①及び②に該当する債権を除く)及び貸出条件緩和債権(①及び②に該当

する債権や３ヶ月以上延滞債権を除く)です。 
④正常債権 

債務者の財政状態及び経営成績に特に問題が無いものとして、①から③に掲げる債権以外の
ものに区分される債権です。 

（注２） 令和４年６月末の計数は、次の方法により算出しています。 
① 各債権区分額は、令和３年１２月末時点の債権額を基準として、令和４年６月末時点の残高に

修正しています。 
② 令和３年１２月末から令和４年６月末までの間に、債務者区分の変更が必要と認識した先につ

いては、６月末時点の債務者の状況に基づき債権区分を変更しています。 
 

２．単体自己資本比率 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（注１）６月末の自己資本比率は、上半期決算結果に基づき算出しています。 
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Ⅵ 財務状況や事業に関する開示項目 

３．主要勘定の状況 
（単位：百万円） 

 令和3年6月末 令和3年12月末 令和4年6月末 
貯金 351,974 360,491 368,028 
貸出金 227,582 230,660 231,152 
預け金 135,430 144,581 151,097 
有価証券 3,115 3,097 4,842 

 

貯金・貸出金の状況 

                                                                （単位:百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯貸率 64.66 ％  63.98 ％   62.81 ％ 

 

 

４．有価証券等時価情報 
（単位：百万円） 

種類 
令和３年12月末 令和４年6月末 

取得価格 時価 評価損益 取得価格 時価 評価損益 
その他有価証券 2,796 3,097 300 4,724 4,842 117 

合計 2,796 3,097 300 4,724 4,842 117 
 

（注１）６月末の有価証券の時価は６月末日における市場価格等に基づく時価としています。 

（注２）取得価額は償却原価法適用前、減損処理前のものです。 
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５．店舗体制 
（令和４年８月１日現在） 

店舗名 住所 電話番号 ATM台数 
本店 市川市北方町4-1352-2 047(339)1111  
監査部  〃 047(339)1112  
総合リスク管理部  〃 047(339)2954  
企画部  〃 047(339)2975  
総務部  〃 047(339)1111  
人事部  〃 047(339)2953  
教育文化部  〃 047(339)2511  
金融部  〃 047(339)1113  
審査部  〃 047(339)2967  
共済部  〃 047(339)1114  
資産管理部  〃 047(339)1115  

田中資産管理センター 柏市松葉町6-6-6 04(7131)1359  
資産相談室 市川市北方町4-1352-2 047(339)2976  
経済部  〃 047(339)1126  

市川経済センター 市川市柏井町3-102-3 047(338)3500 1 
船橋経済センター 船橋市豊富町668 047(404)9556  
田中経済センター 柏市大室1095 04(7131)4143  

中央支店 市川市北方町4-1352-2 047(339)1116 2 
菅野支店 市川市東菅野2-7-13 047(321)1131 1 
行徳支店 市川市湊新田1-6-2 047(358)2111 2 
妙典支店 市川市富浜1-6-16 047(358)3351 2 
原木中山支店 市川市田尻4-6-5 047(377)6521 2 
大柏支店 市川市北方町4-1352-2 047(337)7651  
国分支店 市川市国分6-22-8 047(373)1171 1 
浦安支店 浦安市堀江4-36-20 047(351)2661 1 
二宮支店 船橋市滝台1-1-21 047(464)3051 1 
三咲支店 船橋市二和東6-44-1 047(448)8181 1 
豊富支店 船橋市豊富町668 047(457)2004 1 
船橋支店 船橋市市場2-6-1 047(423)6131 2 
田中支店 柏市大室1095 04(7131)4141 2 
ジェイエイ総合サービス(株) 市川市北方町4-1352-2 047(382)6303  
田中支店松葉町ATMｺｰﾅｰ 柏市松葉町6-6-6 04(7131)1359 1  


