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《　このページは空白です　》

ＪＡ夢みなみ



　　　　　わたしたちＪＡの組合員・役職員は、協同組合運動の基本的な定義・価値・原則（自

主、自立、参加、民主的運営、公正、連帯等）に基づき行動します。そして地球的視野

に立って環境変化を見通し、組織・事業・経営の革新をはかります。さらに、地域・全

国・世界の協同組合の仲間と連携し、より民主的で公正な社会の実現に努めます。

　このため、わたしたちは次のことを通じ、農業と地域社会に根ざした組織としての社

会的役割を誠実に果たします。

　わたしたちは　

　1. 地域の農業を振興し、わが国の食と緑と水を守ろう。

　1. 環境・文化・福祉への貢献を通じて、安心して暮らせる豊かな地域社会を築こう。

　1. ＪＡへの積極的な参加と連帯によって、協同の成果を実現しよう。

　1. 自主・自立と民主的運営の基本に立ち、ＪＡを健全に経営し信頼を高めよう。

　1. 協同の理念を学び実践を通じて、共に生きがいを追求しよう。
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Ⅰ　財務状況・事業に関する事項

1　金融再生法開示債権（単体） (単位 : 百万円)

債権区分

破産更正債権およびこれらに準ずる債権

危 険 債 権

要 管 理 債 権

正 常 債 権

合 計

　令和2年8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2年2月末時点の債権額を基準として、令和2年8月末時点の残高に

　　修正しています。

（2）令和2年2月末から令和2年8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、8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

（１）「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成18年金融庁・農水省

　　告示第２号）に基づき算出しております。

（２）令和2年8月末の自己資本比率（推計値）は、令和2年2月末のオペレーショナル・リスク

　　相当額、および令和2年8月末の自己資本額、信用リスク・アセット額に基づき算出しています。

3　主要勘定の状況 (単位 : 百万円)

貯 金

貸 出 金

預 金

有 価 証 券

4　有価証券時価情報

【有価証券】 (単位 : 百万円)

取得価額 評価損益 時価

売 買 目 的 - - -

満 期 保 有 目 的 - - -

そ の 他 3,213 243 3,241

合 計 3,213 243 3,241

（1）令和2年8月末の有価証券の時価は8月末日における市場価格等に基づく時価としています。

（2）帳簿価額は、その他目的有価証券については、償却原価適用後、減損適用後の帳簿価額を

　　記載しています。

【金銭の信託】

　該当する取引はありません。

令和２年8月末 令和２年2月末 増減

38382 344

0

60

0

65

0

5

令和２年8月末 令和２年2月末

12.74% 12.19%

1,433

51,250

50,801 49,368

49,719 1,531

令和2年8月末 令和2年2月末

-

令和2年2月末令和2年8月末

評価損益

3,456

136,952

50,510

196,751

3,241

134,766

48,961

194,851

326

保有区分

3,456

3,456

-

2,915

2,915

- -

--

取得価額時価

326
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Ⅱ　社会的責任と貢献活動

　当組合は須賀川市、鏡石町、天栄村、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町三神地区、

石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町を事業区域として、農業者を中心とした地域住民

の方々が組合員となって相互扶助（お互いに助け合い、お互いに発展していくこと）を共通

の理念として運営される協同組織であり、地域農業の活性化に資する地域金融機関です。

　当組合の資金は、その大半が組合員の皆さまなどからお預かりした、大切な財産である

「貯金」を源泉としております。当組合では資金を必要とする組合員の皆さま方や、地方公

共団体などにもご利用いただいております。

　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

活動を展開しております。

　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、農業や助け合いを通じた社会貢献に努めております。

1 地域からの資金調達の状況

(1) 貯金・積金残高 千円

(2) 貯金商品

「スプリングキャンペーン」、「ナツトクキャンペーン」、及び「ホクホクキャン

ペーン」を実施しており、幅広いお客様に好評をいただいております。

2 地域への資金供給の状況

(1) 貸出金残高 千円

(2) 制度資金取扱い状況

　農業経営改善と農業の近代化を図る資金として「農業近代化資金」を取り扱って

おります。（令和2年8月末現在 249,835千円）

(3) 融資商品

　特別金利での「教育ローン特別推進」「マイカーローン特別推進」「住宅ローン

特別推進」を実施しました。

　また、地域農業者に対する資金として「農業経営基盤強化資金(スーパーＬ資金)」

「アグリマイティー資金」等の取扱いと当ＪＡ独自の「農家応援資金」の取扱いを

しております。

3 文化的社会的貢献に関する事項

(1) 文化的社会的貢献に関する事項

　年金受給予定者等を対象とした年金相談会の開催をしております。

　各種農業関連イベントや、地域活動への協賛・後援をしております。

(2) 利用者ネットワーク化への取り組み

　組合員・地域住民の方を対象とした「ＪＡまつり」を開催しております。

　年金友の会会員を対象とした、ゴルフ大会・グラウンドゴルフ大会を開催してお

ります。（令和２年度は新型コロナウイルスにより開催を中止している行事があり

ます。）

(3) 情報提供活動

　毎月、ＪＡ広報誌を発行し、四半期ごとに支店だよりを発行しております。

また、年２回、地域住民向けコミュニティー誌「夢通信」を発行しております。

　ホームページ、インターネット動画を活用した情報発信活動にも取り組んでおります。

(4) 店舗体制

　別紙、店舗等のご案内をご参照ください。

50,510,744

196,751,683
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Ⅲ　店舗等のご案内

○本店

郵便番号 住　所 電話番号

監査室 監査課 962-0839 須賀川市大町８５ 0248-72-5202

総務部 総務課 962-0839 須賀川市大町８５ 0248-72-5211

人事教育課 962-0839 須賀川市大町８５

管理課 962-0839 須賀川市大町８５

企画部 企画課 962-0839 須賀川市大町８５ 0248-94-2312

コンプライアンス課 962-0839 須賀川市大町８５

組織広報課 962-0839 須賀川市大町８５

審査債権対策室 審査債権対策課 962-0839 須賀川市大町８５ 0248-72-5218

金融部　 推進指導課 962-0839 須賀川市大町８５ 0248-94-2317

資金業務課 962-0839 須賀川市大町８５ 0248-72-5212

融資推進課 962-0839 須賀川市大町８５ 0248-72-5206

（すかがわ） ローンセンター 962-0839 須賀川市大町８５ 0248-72-5206

（しらかわ） ローンセンター 961-8585 白河市弥次郎窪２９-１ 0248-22-5150

共済部 共済企画推進課 962-0839 須賀川市大町８５ 0248-94-2319

共済保全事務課 962-0839 須賀川市大町８５ 0248-72-5207

自動車事故相談センター 962-0839 須賀川市大町８５ 0248-72-5208

○営農経済本店、畜産センター

郵便番号 住　所 電話番号

営農部 米穀課 961-8585 白河市弥次郎窪２９-１ 0248-22-5153

（すかがわ） 鏡石共同倉庫 969-0401 岩瀬郡鏡石町本町151 0248-62-3237

（すかがわ） 岩瀬共同倉庫 962-0311 須賀川市矢沢字新田中2 0248-65-2101

（すかがわ） 西袋共同倉庫 962-0059 須賀川市吉美根字土橋182-1 0248-75-4185

園芸課 961-8585 白河市弥次郎窪２９-１ 0248-22-5155

（すかがわ） すかがわ園芸センター 962-0047 須賀川市松塚字赤坂1-1 0248-72-5219

（しらかわ） しらかわ園芸センター 961-0106 西白河郡中島村大字二子塚字入江37-1 0248-52-2935

（すかがわ） 天栄農産物加工場 962-0512 岩瀬郡天栄村大字飯豊字向原60-3 0248-83-2938

（しらかわ） 菌床センター 969-0302 白河市大信隈戸字柿ノ木原6-4 0248-54-5003

畜産センター 963-7846 石川郡石川町字長久保99 0247-26-2521

経済部 経済課 961-8585 白河市弥次郎窪２９-１ 0248-22-5142

（すかがわ） 北部配送センター 962-0056 須賀川市大桑原字地山8 0248-76-7125

（しらかわ） 南部配送センター 969-0102 西白河郡泉崎村大字関和久字中宿180 0248-53-3111

（すかがわ） 西部資材センター 962-0122 須賀川市木之崎字西田29 0248-69-1088

（しらかわ） 中島資材センター 961-0106 西白河郡中島村大字二子塚字入江37-1 0248-52-2800

（いしかわ） グリーンセンター 963-7846 石川郡石川町字長久保99 0247-56-3833

（しらかわ） 典礼センター 961-8585 白河市弥次郎窪２９-１ 0248-24-5850

（しらかわ） セレモニープラザ 961-8585 白河市弥次郎窪２９-１ 0248-24-5850

（しらかわ） まごころ斎苑 961-0011 白河市久田野前田52-6 0248-21-2967

（しらかわ） まごころ西郷斎苑 961-0983 白河市真舟10-3 0248-21-6895

（いしかわ） 葬祭センター 963-7857 石川郡石川町字当町109-8 0247-26-3106

（いしかわ） あぶくま斎場石川 963-7857 石川郡石川町字当町373-5 0247-26-9888

（いしかわ） あぶくま斎場玉川 963-6311 石川郡玉川村大字岩法寺字宮の前116-2 0247-37-1766

（いしかわ） ガスセンター 963-7857 石川郡石川町字当町109-8 0247-26-6622

（しらかわ） 食材センター 961-0983 白河市真舟10-3 0248-22-7345

（いしかわ） 食材センター 963-7857 石川郡石川町字当町109-8 0247-26-9668

福祉課 961-8585 白河市弥次郎窪２９-１ 0248-22-5142

（すかがわ） 福祉センターすかがわ(訪問介護) 962-0053 須賀川市卸町51 0248-63-2311

（すかがわ） 　　　　〃　　　　(居宅介護) 0248-72-8490

（いしかわ） 福祉センターいしかわ 963-7808 石川郡石川町大字双里字神主17 0247-26-8882

（しらかわ） 福祉センターしらかわ 961-0092 白河市六反山10-2 0248-27-3443

（しらかわ） デイサービスセンターかしま 961-0051 白河市大鹿島前２５-４ 0248-21-6191

支店 （施設名）

支店 （施設名）
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○すかがわ地区

郵便番号 住　所 電話番号

すかがわ支援課 962-0047 須賀川市松塚字赤坂1-1 0248-72-5213

東部支店 962-0813 須賀川市和田字谷地50 0248-76-7111

西袋支店 962-0053 須賀川市卸町51 0248-75-4191

西袋購買店舗（直通） 962-0053 須賀川市卸町51 0248-76-7138

仁井田支店 962-0402 須賀川市仁井田字鴻ノ目50-1 0248-78-2324

稲田支店 962-0043 須賀川市岩渕字笊池66-1 0248-62-5101

大東支店 962-0722 須賀川市大栗字池ノ久保1 0248-79-3111

長沼支店 962-0201 須賀川市志茂字六角1-1 0248-67-2151

鏡石支店 969-0401 岩瀬郡鏡石町本町296 0248-62-2131

鏡石購買店舗（直通） 969-0401 岩瀬郡鏡石町本町296 0248-62-2130

　　　　　　 鏡石予冷庫 969-0404 岩瀬郡鏡石町羽鳥295-1 0248-62-7000

岩瀬支店 962-0311 須賀川市矢沢字新田中2 0248-65-2101

天栄支店 962-0503 岩瀬郡天栄村大字下松本字仁之田14 0248-82-2155

　　　　　　 天栄購買店舗（直通） 962-0503 岩瀬郡天栄村大字下松本字仁之田14 0248-82-3185

湯本支店 962-0622 岩瀬郡天栄村大字田良尾字宮前79-1 0248-84-2208

○しらかわ地区

郵便番号 住　所 電話番号

しらかわ支援課 961-8585 白河市弥次郎窪29-1 0248-22-5151 

ふれ愛ひろば・泉崎 969-0102 西白河郡泉崎村大字関和久字漆久保36 0248-53-2211

白河中央支店 961-8585 白河市弥次郎窪29-1 0248-22-5150

白河支店 961-0901 白河市明戸25-1 0248-27-3151

五箇営農センター 961-0015 白河市田島明治10-1 0248-29-2106

白坂営業所 961-0835 白河市白坂5 0248-28-2031

西郷支店 961-0983 白河市真舟10-3 0248-27-1800

東支店 961-0303 白河市東釜子字狐内66 0248-34-2211

泉崎支店 969-0101 西白河郡泉崎村大字泉崎字舘37 0248-53-2011

中島支店 961-0106 西白河郡中島村大字二子塚字吉田33-1 0248-52-3510

三神支店 969-0245 西白河郡矢吹町白山836 0248-45-2111

大信支店 969-0308 白河市大信増見字北田27-1 0248-46-2211

○いしかわ地区

郵便番号 住　所 電話番号

いしかわ支援課 963-7857 石川郡石川町字当町109-8 0247-26-3101

石川支店 963-7857 石川郡石川町字当町109-8 0247-26-1135

963-7826 石川郡石川町大字赤羽字韮草39-10 0247-26-3949

963-7837 石川郡石川町大字中野字水内24-2 0247-26-1151

963-7831 石川郡石川町母畑字樋田35 0247-26-2819

963-7808 石川郡石川町大字双里字神主17 0247-26-2526

963-7812 石川郡石川町大字南山形字中野沢95-5 0247-26-1212

玉川支店 963-6312 石川郡玉川村大字小高字北畷3-1 0247-57-3115

平田支店 963-8202 石川郡平田村大字上蓬田字三斗蒔43 0247-55-3121

東部基幹倉庫（営農生活課） 963-8112 石川郡平田村大字北方字後川80-1 0247-54-3153

元気高齢者施設（小平） 963-8112 石川郡平田村大字北方字後川75-1 0247-54-3151

浅川支店 963-6204 石川郡浅川町大字浅川字本町西裏28-2 0247-36-3155

古殿支店 963-8304 石川郡古殿町大字松川字新桑原39 0247-53-3121

元気高齢者施設（古殿） 963-8304 石川郡古殿町大字松川字新桑原39 0247-53-4580

ふれあい店 中谷

元気高齢者施設（山橋）

支店 （施設名）

支店 （施設名）

支店 （施設名）

西部基幹倉庫（営農生活課）

ふれあい店 野木沢

元気高齢者施設（母畑）
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○子会社

郵便番号 住　所 電話番号

事務所 961-0091 白河市弥次郎窪29-1 0248-24-5770

総合葬祭部 962-0056 須賀川市大桑原字地山8 0248-63-1121

あいりすホール鏡石 969-0401 岩瀬郡鏡石町本町１５１ 0248-92-3833

あいりすホール須賀川 962-0839 須賀川市大町５１ 0248-76-3456

燃料農機部 961-0091 白河市弥次郎窪29-1 0248-24-5770

（すかがわ） 西袋給油所 962-0014 須賀川市西川町118 0248-76-2235

（すかがわ） 長沼給油所 962-0122 須賀川市木之崎字西田29 0248-69-1101

（すかがわ） 岩瀬給油所 962-0311 須賀川市矢沢字池ノ下4 0248-65-3641

（すかがわ） 天栄給油所 962-0502 岩瀬郡天栄村大字下松本字要田29-2 0248-82-3501

（すかがわ） 湯本給油所 962-0622 岩瀬郡天栄村大字田良尾字宮前4 0248-84-2122

（すかがわ） 仲の町給油所 962-0852 須賀川市仲の町154-1 0248-63-7613

（しらかわ） 泉崎給油所 969-0103 西白河郡泉崎村大字北平山字新田原2-1 0248-54-1003

（しらかわ） 西郷給油所 961-8031 西白河郡西郷村大字米字狐窪22-1 0248-25-6900

（いしかわ） 石田給油所 963-7833 石川郡石川町字石田44-1 0247-26-5580

（いしかわ） 玉川給油所 963-6312 石川郡玉川村大字小高字北畷13-1 0247-57-3434

（いしかわ） 平田給油所 963-8202 石川郡平田村大字上蓬田字銭神19 0247-55-3189

（いしかわ） 浅川給油所 963-6218 石川郡浅川町大字東大畑字金田113 0247-36-3410

962-0043 須賀川市岩渕字笊池66-1 0248-92-3231

963-7833 石川郡石川町字石田46-1 0247-26-3198

すかがわガスセンター 962-0043 須賀川市岩渕字笊池66-1 0248-92-3320

961-8585 白河市弥次郎窪29-1 0248-22-7861

962-0312 須賀川市大久保字室貫26 0248-65-2141

事務所 962-0053 須賀川市卸町54 0248-94-5100

事務所（はたけんぼ） 962-0053 須賀川市卸町54 0248-63-8088

農産物直売所「はたけんぼ」 962-0053 須賀川市卸町54 0248-73-5261

農産物直売所「り菜あん」 961-8585 白河市弥次郎窪２９-１ 0248-23-2500

農産物直売所「安心館」 963-7857 石川郡石川町字当町109-8 0247-26-6264

食材センター 962-0056 須賀川市大桑原字地山8 0248-72-2588

(株)ドリームファームすかがわ岩瀬　 962-0047 須賀川市松塚字赤坂1-1 0248-72-5219

(株)白河フーズ 961-8585 白河市弥次郎窪29-1 0248-31-1122

ライスプラント 961-0102 西白河郡中島村大字滑津字元村198−2 0248-52-3450

(株)ＪＡしらかわアグリ 961-8585 白河市弥次郎窪29-1

(主たる営業所) 969-0102 西白河郡泉崎村大字関和久字漆久窪36 0248-21-8700

(株)ＪＡあぐりサポートいしかわ 963-7857 石川郡石川町字当町109-8 

(主たる営業所) 963-7826 石川郡大字赤羽字韮草39-10 0247-26-6400

○(株)ライフクリエイト福島

郵便番号 住　所 電話番号

催事センター石川 963-6204 石川郡浅川町大字浅川字本町西裏102-1 0247-36-1301

(株)ＪＡあぐり
夢みなみ

支店 （施設名）

支店 （施設名）

(株)ＪＡサービ
ス夢みなみ

すかがわ農機センター

いしかわ農機センター

しらかわ自動車センター

すかがわ自動車センター
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 ○　ＡＴＭ（現金自動化機器）設置・稼働状況

土曜 日曜 祝日 年末 平日 土曜日・日曜日・祝日

本店 須賀川市大町８５ ○ ○ ○ ○ 8:45～20:00 9:00～19:00

東部支店 須賀川市和田字谷地50 ○ ○ ○ ○ 8:45～20:00 9:00～17:00

西袋支店 須賀川市卸町51 ○ ○ ○ ○ 8:45～20:00 9:00～19:00 ２台設置

仁井田支店 須賀川市仁井田字鴻ノ目50-1 ○ ○ ○ ○ 8:45～20:00 9:00～17:00

稲田支店 須賀川市岩渕字笊池66-1 ○ ○ ○ ○ 8:45～20:00 9:00～17:00

長沼支店 須賀川市志茂字六角1-1 ○ ○ ○ ○ 8:45～20:00 9:00～17:00

鏡石支店 岩瀬郡鏡石町本町296 ○ ○ ○ ○ 8:45～20:00 9:00～19:00

岩瀬支店 須賀川市矢沢字新田中2 ○ ○ ○ ○ 8:45～20:00 9:00～17:00

天栄支店 岩瀬郡天栄村大字下松本字仁之田14 ○ ○ ○ ○ 8:45～20:00 9:00～17:00

湯本支店 岩瀬郡天栄村大字田良尾字宮前79-1 ○ ○ ○ ○ 8:45～20:00 9:00～17:00

白河中央支店 白河市弥次郎窪29-1 ○ ○ ○ ○ 8:00～20:00 9:00～19:00

白河支店 白河市明戸25-1 ○ ○ ○ ○ 8:00～20:00 9:00～19:00

西郷支店 白河市真舟10-3 ○ ○ ○ ○ 8:00～20:00 9:00～19:00

中島支店 西白河郡中島村大字二子塚字吉田33-1 ○ ○ ○ ○ 8:00～20:00 9:00～19:00

三神支店 西白河郡矢吹町白山836 ○ ○ ○ ○ 8:00～20:00 9:00～19:00

大信支店 白河市大信増見字北田27-1 ○ ○ ○ ○ 8:00～20:00 9:00～19:00

石川支店 石川郡石川町字当町109-8 ○ ○ ○ ○ 8:45～20:00 9:00～19:00

玉川支店 石川郡玉川村大字小高字北畷3-1 ○ ○ ○ ○ 8:45～20:00 9:00～19:00

平田支店 石川郡平田村大字上蓬田字三斗蒔43 ○ ○ ○ ○ 8:45～20:00 9:00～19:00

浅川支店 石川郡浅川町大字浅川字本町西裏28-2 ○ ○ ○ ○ 8:45～20:00 9:00～19:00

古殿支店 石川郡古殿町大字松川字新桑原39 ○ ○ ○ ○ 8:45～20:00 9:00～19:00

○しらかわ地区ＡＴＭ(現金自動化機器)店舗外設置場所

土曜 日曜 祝日 年末 平日 土曜日・日曜日・祝日

白河厚生総合病院 白河市豊地上弥次郎2-1 ○ × × × 8:00～19:00 9:00～17:00 日祝日は利用休止

白河市役所東庁舎 白河市東釜子字殿田表50 ○ ○ ○ ○ 8:00～20:00 9:00～19:00

泉崎村役場 西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145-3 ○ ○ ○ ○ 8:00～20:00 9:00～19:00

○いしかわ地区ＡＴＭ(現金自動化機器)店舗外設置場所

土曜 日曜 祝日 年末 平日 土曜日・日曜日・祝日

平田支店小平店 石川郡平田村大字北方字後川75-2 ○ ○ ○ ○ 8:45～20:00 9:00～19:00

ＡＴＭコーナー名 住　所
稼働状況

備考

ＡＴＭコーナー名 住　所
稼働状況

備考

ＡＴＭコーナー名 住　所
稼働状況

備考
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《　このページは空白です　》

ＪＡ夢みなみ



《基本理念》

　・安心して暮らせる「幸せづくり」を基本とします。

　・地域の「柱」となり、特色ある農畜産物づくりをすすめ、「選ばれるＪＡ」を
　　めざします。

　・地域農業を未来へつなぐ「懸け橋」となります。

《将来ビジョン》

　・地域社会に根ざし、ともに助け合い、健康で心豊かな暮らしづくりに貢献し
　　ます。

　・多様な地域性を活かした農畜産物生産と特色ある「もの」づくりを振興する
　　ことにより、新たな農業を創造し、地域から選ばれるＪＡをめざします。
　　
　・「スケールメリット」（量）及び「専門性」（質）を発揮し、農業生産力の
　　増強による農家所得の向上に寄与します。

　・「食」と「緑」と「水」を守り続け、この豊かな大地を次世代へつなぐ懸け
　　橋となります。

《キャッチコピー》

“地域の懸け橋”それが私たちＪＡです

ＪＡ夢みなみ経営理念



℡：０２４８－９４－２３１２　FAX：０２４８-７２-７８０１

ホームページアドレス　www.ja-yumeminami.or.jp

メールアドレス　kikaku@ja-yumeminami.or.jp
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