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協同組合ってなんだろう？

ＪＡは株式会社ではなく、協同組合という種類の組
織です。株式会社と協同組合の一番の違いは、協同
組合はあくまで組合員の生活を守り向上させること
が目的で、利潤の追求ではないこと。
株式会社は多く株を持っている人が支配するけれど
も、協同組合は組合員１人につき１票。
150年以上前に誕生した協同組合の人間平等主義の
伝統が息づいています。

 協同組合とは、同じ目的をもった個人や事業者が集まり、お互いに助け合う組織です。

 協同組合は株式会社とは違った目的で活動しています。
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ＪＡ（農業協同組合）とは

 ＪＡは、農業に携わっている人たちを中心に、全国に組織がある協同組合です。

 ＪＡは農協のニックネーム

ＪＡ（ジェイエー）という名前は、「農業協同組合」の英語表記の
頭文字をとってつけられたニックネームです。
シンボルマークは緑のアルファベットのＪとＡを組み合わせたデザ
インで、どっしりとした大地と人と人のきずなのイメージを表した
ものです。
それまでの農業協同組合のマークは稲穂のデザインでしたが、農家
だけではなく、みなさんといっしょに地域のくらしづくりをしてい
こうと、親しみやすい呼び名とマークを使うことになりました。

全国５６２JA（令和3年4月現在）
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ＪＡ（農業協同組合）とは

 ＪＡは農家のみなさんを総合的にサポートし、地域のみなさんの暮らし
を支えています。

ＪＡは組合員の営農面を支援するための事業や組合員や地域のみなさまの豊かなくらしを実現する

ために銀行や保険会社のように貯金や融資、共済の事業も行っています。また、広い意味での「農」、

つまり農地やくらし、環境、さらには食べ物に関する取り組みや事業を行っています。

例えば、地元の学校に対して給食用の農産物を提供したり、子どもたちに自然や命の大切さを理解

してもらうために田植えや収穫体験などの出前授業を行っています。このような取り組みも「農」を

大切にするJAにとって大切な使命です。
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ＪＡ（農業協同組合）とは

組合員には「正組合員」と「准組合員」の２種類があります。

「正組合員」は農業を仕事にしている人（団体）、「准組合員」
は地域に住み農業以外の仕事をしている人が、地元のＪＡに出資
金(※1)を払い込み、その他の手続きをすることで加入することがで
きます。
「正組合員」も「准組合員」もＪＡのいろいろな事業サービスや
施設を使うことができます。「准組合員」は、「正組合員」と違
い、総会での議決権や役員の選挙権などＪＡの運営に関与するこ
とができませんが、地域を支える協同組合の仲間たちです。
また、組合員ではない人でも、ＪＡの事業や施設を利用すること
ができます(※2)。

※1 組合の事業を行うために組合員が出すお金のこと。
※2 法令や各ＪＡの定款の定めにより、制限が発生する場合があります。 5



ＪＡあさか野とは

ＪＡあさか野は、埼玉県の南部に位置し、朝霞市・志木市・和光市・
新座市の４市を管内とした東京都に隣接する都市近郊のＪＡです。農地と
住宅地が混在した管内は、主にニンジンや葉物野菜、また、荒川の堤外では
お米等も生産されております。

外環自動車道から首都高５号線が連なり、都心や県外への物流の拠点と
なっており、東武東上線、ＪＲ武蔵野線、東京メトロ有楽町線、東京メトロ
副都心線が走り、都内へのアクセスもよく都心へ通勤する人のベッドタウン
となっています。

志木市産
特別栽培米コシヒカリ

こしの逸品
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事業概要
【経営理念】
ＪＡあさか野は、組合員をはじめ地域住民の幅広いニーズに応え、

信頼度において地域Ｎｏ.１を目指す。

信用事業経済事業

共済事業
資 産 管 理
事 業

催事事業
営農・生活
相 談 事 業

総合事業
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 組合員などから貯金等を預かり、それを原資として組合員などに
貸し出しを行うという相互金融によって営農と生活の改善・向上
をはかろうとするのがJAの信用事業です。

 資金の貸し出しには、営農活動に必要な営農資金や関連産業融資
などかあります。また、生活に必要な貸し出しには、住宅ローン
や教育ローンなどがあります。公共料金の取り扱いなども行って
います。

信用事業

組合員、地域のみなさまや事業主のみな
さまのライフスタイルに合わせた財産形
成や生活設計の資産づくりをお手伝いし
ております。

貯金業務

組合員、地域のみなさまや事業主のみな
さまへ暮らしや事業に必要な資金を融資
しております。

融資業務
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 相互扶助を事業理念として、万一に備えて生命
と損害の両分野での保障を組合員・利用者に提
供しています。

 交通事故対策や健康増進など、様々な地域貢献
活動にも積極的に取り組んでいます。

共済事業

「ひと」の保障

終身共済や病気やケガに備える医療共済
などで加入者の暮らしをサポート。加暮
らしをサポート。

「いえ」の保障

火災や地震などの自然災害から建物や家
財などを保障。加暮らしをサポート。

「くるま」の保障

自動車事故に備える自動車共済、法律で
義務付けられている自賠責共済を提供。
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経済事業

 農業を営む上で必要な肥料・農薬・飼料・農機具などの生産資材や、

食品・日用雑貨用品・耐久消費財などの生活に必要な品目を組合員や

地域のみなさまに供給しています。また、地域の組合員農家の方々が

生産した安全・安心な農産物を直売センター等で販売しております。

販売事業

農産物の種、苗、肥料、農薬、農具、園芸資材や食料品や
日用雑貨などの生活資材を販売。

生産者から消費者へ新鮮で安心・安全な農産物をお届け
する事業。

直売センターでの販売や市場出荷、「地産地消」の取組
みとした野菜の移動販売。

購買事業
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指導事業

 組合員・地域のみなさまとともに歩む生活指導

（健康管理講習・郷土文化学習・共同購入・地

産地消などの生活文化活動）を行っています。

 農業生産の技術や経営指導、農畜産物市場

の情報提供、新しい作物や技術の導入等、

組合員の営農支援を行っています。

営農指導事業 生活指導事業
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相談事業

 土地、資産等に関することについての総合相談業
務（相続相談・資産活用相談・財産診断）や土地
の活用提案、資産管理や駐車場などの各種不動産

仲介業務等を行っています。

 組合員や地域のみなさまのご葬儀のお手伝いやご
法要や仏壇・墓石のご相談を行っています。また、
ご葬儀に関わる会葬礼品やお彼岸、お盆などに必

要となるギフト品等のご提案を行っています。

資産管理事業

催事事業
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店舗紹介

新座支店（令和元年８月オープン）

住所：新座市本多１－１１－１

建物用途：農協事務所・経済倉庫 駐車場：７３台（その他・自転車置場）

職員数：新座支店３１名

立地条件：産業道路沿い

ＪＲ武蔵野線新座駅・西武池袋線ひばりが丘駅よりバス（本多一丁目バス停）

志木支店（平成２７年１１月オープン）

住所：志木市中宗岡１－４－４１

建物用途：農協事務所・経済倉庫 駐車場：３０台（その他・自転車置場）

職員数：志木支店２４名

立地条件：主要地方道保谷・志木線本町通り、東武東上線志木駅よりバス（いろは橋バス停）

本店・朝霞支店・経済配送センター（平成３１年２月オープン）

住所：朝霞市大字溝沼４６６

建物用途：農協事務所・危険物倉庫 駐車場：１２０台（その他・自転車置場）

職員数：本店５４名、朝霞支店２６名、経済配送センター１１名

立地条件：ＪＲ武蔵野線北朝霞駅、東武東上線朝霞台駅より徒歩１０分

※令和3年12月1日現在職員数

＜新たな店舗＞
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＜農産物直売センター＞

新座農産物直売センター（とれたて畑）

住所：新座市野火止６－１－４８ ふるさと新座館１階

営業時間：（平日）10：00～17：00

（土・日・祝日）9：00～17：00

休業日：月曜日・年末年始

和光農産物直売センター（ふれあい畑)

住所：和光市広沢１－５（和光市役所展示棟内）

営業時間：（平日）10：00～17：00

（土・日・祝日）9：00～17：00

休業日：水曜日・年末年始

店舗紹介

主によく出荷されるものは国の指定産地として登録のある人参です。

黄色く上品な甘さのある金美人参や人参臭さが無くアロマのような香りのするアロマレッド、紫色のパープル人参など種類は様々です。

主に出荷されるのはキャベツ、ブロッコリー、とうもろこし、枝豆など。

特色として農林水産大臣賞を受賞したバラが出荷されており、お客様からも大変人気ですぐに売り切れてしまいます。

地元でとれた新鮮野菜が並んでおります。お時間がある際はぜひ遊びに行ってみてください。

2020年12月19日移転OPEN
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採用情報について



職種

【信用・共済】勤務場所 各支店

渉 外 支店担当エリアの組合員をはじめ、取引先を訪問し、金融、共済、経済などの

様々な商品を取扱います。また、相談業務（融資・資産運用など）も行います。

信用窓口 店頭窓口にて金融の接客対応を行います。

共済窓口 店頭窓口にて共済の接客対応を行います。

【資産管理】勤務場所 総合相談センター・各支店

土地、資産等に関することについての総合相談業務や土地の活用提案、

資産管理や駐車場 などの各種不動産仲介業務等を行います。 15



職種

【経 済】勤務場所 経済配送センター ・各農産物直売センター・各支店

配 送 肥料、農薬、食料品などの販売と配送を行います。

経済窓口 センター店頭にて経済事業の接客対応を行います。

営農渉外 営農相談指導活動を積極的に展開し、生産販売等、地域農業の振興に取組みます。

【催 事】勤務場所 ライフサービス

組合員や地域住民の葬儀、法要や仏壇・墓石の相談業務を行います。
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求める人物像

寄り添う

•組合員、地域住民の立

場に立ち、思いやりを

持って地域・社会に貢

献したい人

向上心

• 自ら資質向上に努

める人

責任感

• 周囲から信頼され、

柔軟性を持って主

体的に取り組むこ

とのできる人

協調性

• チームワークを重

視し、コミュニ

ケーション能力の

高い人
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採用後の処遇
 初任給 191,000円（2021年実績） 昇給 年１回（４月）

試用期間 3カ月

 諸手当

役付手当、家族手当、技能手当、資格手当、職務手当、通勤手当、超過勤務手当、

深夜勤務手当、出向手当、住宅手当

 賞与 年２回（夏期手当６月・年末手当12月）

※決算賞与（3月）は実績による

 勤務時間

午前８時45分～午後５時15分（休憩１時間含む）※フレックスタイム勤務制度の事業所あり

 休日

週休２日制（土、日）、祝祭日、年末年始、有給休暇、夏季休暇（３日間）、特別休暇等
※事業所により曜日が異なる場合あり

 研修制度 制度あり （新入職員研修、階層別研修、専門知識研修、資格取得研修など）
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よくある質問について

 配属先は希望通りになりますか？

必ず希望がとおるとは限りませんが、希望を聞く面談や自己申告をする機会があります。

 入職前に取得した方がいい資格はありますか？

運転をすることがほとんどですので、自動車運転免許の取得をお願いしています。

※入職後必要な主な資格

ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引士・農協内認証資格
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先輩職員に聞いてみました

 あさか野の魅力は？

・様々な業務を経験できること。幅広い知識(農業・金融・葬祭etc.)が

身につくので、日常生活にも役立ちます！

・地域密着型でお客様に親身に対応できる。

 仕事のやりがいは？

・困っていることを解決でき、感謝されたときにやりがいを感じます。

・組合員に応対を褒めていただけたとき。

・組合員に感謝されること。支店に貢献すること。 20



先輩職員に聞いてみました

 どんな後輩と一緒に働きたいですか？

・真面目にコツコツ取り組む人

・明るい人

・積極的な人

・元気な人

 趣味・休日の過ごし方は？

・車でおでかけ

・動画視聴
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