
主な事業の内容 

（1）主な事業の内容 

 ＪＡはさまざまな事業部門を備えた総合的な事業体として、地域の皆さまの暮らしに

大きくかかわっています。 

 

信用事業 
 

 信用事業は、貯金、貸出、為替などいわゆる銀行業務を行っています。この信用事業

は、ＪＡ・信連・農林中金という３段階の組織が有機的に結びつき、「ＪＡバンク」と

して大きな力を発揮しています。 

また、組合員をはじめ利用者のくらしの向上と地域社会の発展に役立つ事業活動を展

開し、金融サービス機能の充実をさらにすすめ、営農と生活の改善・向上を図ることを

目的として、地域の皆さまの期待と信頼に応えています。 

  

＜貯金業務＞ 

 組合員の方はもちろん、地域の皆さまからの貯金をお預かりしています。 

 普通貯金、当座貯金、定期貯金、定期積金、総合口座などの各種貯金を目的・期間・

金額にあわせて、ご利用をいただいています。 

 また、公共料金、都道府県民税、市町村税、各種料金のお支払い、年金のお受け取り、

給与振込等もご利用いただけます。 

 

主な貯金商品一覧（種類、特徴と内容、預入期間、預入金額） 

種  類 預 入 期 間 預 入 金 額 特  徴 

当座貯金 入出金自由 
1 円以上 1 円

単位 

お引き出しは、小切手・手形をご使用いただきます。頻繁なお取引に

も効率的にご利用いただけます。 

普通貯金 入出金自由 
1 円以上 1 円

単位 

いつでも出し入れ自由でお財布代わりになります。現金のほか、小切

手、手形などもご利用できます。 

総合口座 入出金自由 
1 円以上 1 円

単位 

普通貯金と定期貯金が通帳 1 冊でご利用いただけます。また、普通貯

金残高を超えるお支払いの場合でも自動融資がご利用いただけます。

（ただし、定期貯金残高合計額の 90％、最高 200万までとなります。） 

決済用貯金 入出金自由 
1 円以上 1 円

単位 

普通貯金無利息型、総合口座（普通貯金無利息型）。貯金保険制度によ

り貯金の全額保護が受けられます。 

貯蓄貯金 入出金自由 
1 円以上 1 円

単位 

引き出し自由で、毎日の残高に応じた金額階層別の利率が適用になり

ます。 

納税準備貯金 入金自由 
1 円以上 1 円

単位 

税金納付のための貯金で、お引き出しは原則納税時のみで、納税時の

引き出しは非課税となります。 

通知貯金 
期間の定めはありません。

但し、7 日間の据置が必要

となります。 

50,000円以上

1 円単位 

短期資金運用に最適です。但し、解約する場合は解約の 2 日前までに

当方へのご連絡が必要となります。 

スーパー定期貯金 
単利型：1・2・3・6 ケ月、

1・2・3・4・5・7・10 年 

複利型：3・4・5・7・10 年 

1 円以上 1 円

単位 

目的に合わせて有利なプランでご利用いただけます。１ヵ月以上１０

年未満のご都合のよい日を満期日とする期日指定方式もご利用いただ

けます。 

大口定期貯金 
1・2・3・6 ケ月 

1・2・3・4・5・7・10 年 

1,000 万以上

1 円単位 

まとまった資金の運用に最適な定期貯金です。スーパー定期と同様に

期日指定もご利用いただけます。 

 



種  類 預 入 期 間 預 入 金 額 特   徴 

期日指定定期貯金 最長預入期間 3 年 
1円以上300万

未満 1 円単位 

1 年複利でお預け入れは最長 3 年です。1 年過ぎればご希望の日に約

定利率でお引き出しができます。(但し、満期日の指定をされる時は、

その 1 ヵ月前までに当方へのご連絡が必要となります。 

据置定期貯金 
最長 5 年、据置期間

6 ヶ月 

1 円以上 1,000

万円未満1円単位 

据置期間 6 ヶ月経過後、任意の日に貯金の全部または一部について何

回でも払戻しができます。但し、一部支払いについては、1 回あたり

１万円以上１円単位となります。 

一般財形貯金 積立期間 3 年以上 
1 円以上 1 円

単位 

お給料やボーナスから自動的に天引きされる、確実でお得な貯蓄です。

目的に合わせてお積立てください。お勤めの方であれば、年齢制限は

ありません。 

財形住宅貯金 積立期間 5 年以上 
1 円以上 1 円

単位 

マイホーム実現のための資金としてご利用いただけます。満 55 歳未

満のお勤めの方に適用されます。 

財形年金貯金 積立期間 5 年以上 
1 円以上 1 円

単位 

退職後の生活資金づくりに最適の貯蓄です。満 55 歳未満のお勤めの

方に適用されます。 

定期積金（定額式） 
6 ヶ月以上 

10 年以下 

1,000 円以上

1 円単位 

毎月一定の金額を積み立てますと、ご希望の満期日にご契約金額が受

け取れます。 

※詳しい内容は、ＪＡの担当者にお問い合わせください。 

 

＜融資業務＞ 
 農業専門金融機関として、農業の振興を図るための農業関連資金はもとより、組合員

の皆さまの生活を豊かにするための生活改善資金等を融資しています。 

 また、地域金融機関の役割として、地域住民の皆さまの暮らしに必要な資金や、地方

公共団体、農業関連産業・地元企業等、農業以外の事業へも必要な資金を貸し出し、農

業の振興はもとより、地域社会の発展のために貢献しています。 

 さらに、株式会社日本政策金融公庫をはじめとする政府系金融機関等の代理貸付、個

人向けローンも取り扱っています。 

 

主な貸出商品一覧 

種   類 借 入 期 間 融 資 金 額 特   徴 

農 
業 
関 

連 

資 

金 

制度資金 資金使途により対応 
農業近代化資金、農業経営負担軽減支

援資金、就農支援資金等 

アグリマイティー資金 原則 15 年以内 
（長期運転資金は 5 年以内） 

事業費の100%範囲内(再生可

能エネルギー対応資金は

5,000 万円以内） 

農業生産に必要な資金 

（但し、負債整理、生活関連事業は除

きます） 

JA 農機ハウスローン 15 年以内 

1,800 万円以内（本ローンを

複数ご利用いただく場合、残高

合計が 1,800 万円を超えるこ

とはできません。） 

農機具の購入、点検、修理、車検、購

入に付帯する諸費用、他行農機具ロー

ンの借換 

パイプハウス等資材、建設費用 

格納庫建設資金 

賃貸住宅資金 
35年以内 

（借換の場合は当初お借

入れ期間の残存期間内） 

総事業費以内 
賃貸住宅の取得・新築・改築・リフォ

ーム・他行からの借換 

JA 住宅ローン（一般） 40 年以内 
10,000 万円以内 

（原則、所要金額の80％以内） 

住宅の新築・増改築・購入(マンショ

ン・中古住宅を含む) 

住宅用土地の購入 他行ローンの借換 

JA 住宅ローン（100％応援型） 40 年以内 
10,000 万円以内 

（原則、所要金額の 100％以内） 

住宅の新築・増改築・購入(マンショ

ン・中古住宅を含む) 

JA住宅ローン（借換応援型） 40 年以内 10,000 万円以内 
他行ローンの借換（借換に伴う諸費用

含む） 

JA リフォームローン 1 年以上 15 年以内 
1,000 万円以内 

（所要金額の範囲内） 

住宅の増改築・改装・補修資金および

住宅に付帯する施設等の住宅関連設備

資金 

JA 教育ローン 
据置期間を含め最長

15 年 
1,000 万円以内 

教育施設へ支払う入学金・授業料・学費 

アパートの家賃等 



    

種   類 借 入 期 間 融 資 金 額 特   徴 

ＪＡマイカーローン 10 年以内 1,000 万円以内 

自動車・バイクの購入および購入に付

帯する諸費用 

自動車等の点検・車検・修理費用、保

険掛金 運転免許取得のための資金 

他行ローンの借換資金等（但し、営業

用自動車は除きます） 

ＪＡ多目的ローン 10 年以内 500 万円以内 

生活に必要とする一切の資金（資金使

途が確認可能なもの、但し、負債整理

資金・営農資金・事業資金等は除きま

す） 

ＪＡカードローン 1 年毎の更新 10 万～300 万円以内 お使いみち自由 

W 
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B 

 

ロ 
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オリコ保証 

目的型ローン 
10 年以内 1,000 万円以内 

ホームページよりお申込みいただけま

す。生活に必要とする一切の資金（資

金使途が確認可能なもの、 

但し、負債整理資金・営農資金・事業

資金等は除きます） 

保証料は一括前払い方式となります。 

オリコ保証 

マイカーローン 
10 年以内 1000 万円以内 

ホームページよりお申込みいただけま

す。自動車・バイクの購入および購入

に付帯する諸費用、自動車等の点検・

車検・修理費用、保険掛金、運転免許

取得のための資金、他行ローンの借換

資金等（但し、営業用自動車は除きま

す） 

ジャックス保証 

マイカーローン 
10 年以内 1,000 万円以内 

ホームページよりお申込みいただけま

す。自動車・バイクの購入および購入

に付帯する諸費用、自動車等の点検・

車検・修理費用、保険掛金、運転免許

取得のための資金、他行ローンの借換

資金等（但し、営業用自動車は除きま

す） 

ジャックス保証 

教育ローン 

15 年以内 
（据置期間含む） 

（借換の場合は当初お借

入れ期間の残存期間内） 

1,000 万円以内 
ホームページよりお申込みいただけま

す。教育施設へ支払う入学金・授業料・

学費、アパートの家賃等 

ジャックス保証 

リフォームローン 

20 年以内 
（借換の場合は当初お借入

れ期間の残存期間内） 

1,500 万円以内 

ホームページよりお申込みいただけま

す。住宅の増改築・改装・補修資金お

よび住宅に付帯する施設等の住宅関連

設備資金 

ジャックス保証無担保住

宅借換ローン 

20 年以内 
（但し、借換対象ローン残

存期間に 3 年間を加算し

た期限が上限となります） 

2,000 万円以内 
（自営業者：1,000 万円以内） 

但し、借換住宅ローンの残高が 

上限となります。 

ホームページよりお申込みいただけま

す。住宅ローンの借換資金、住宅ロー

ンの借換資金と同時に行うリフォーム

資金 

ジャックス保証 

目的ローン 
8 年以内 500 万円以内 

ホームページよりお申込みいただけま

す。生活に必要とする一切の資金（資

金使途が確認可能なもの、但し、負債

整理資金・営農資金・事業資金等は除

きます） 

保証料は分割後取り方式となります。 

ジャックス保証 

フリーローン 
8 年以内 300 万円以内 

ホームページよりお申込みいただけま

す。お使いみち自由（但し、事業性・

負債整理資金は除く） 

三菱ＵＦＪニコス保証 

マイカーローン 
10 年以内 1,000 万円以内 

ホームページよりお申込みいただけま

す。自動車・バイクの購入および購入

に付帯する諸費用、自動車等の点検・

車検・修理費用、保険掛金、運転免許

取得のための資金、他行ローンの借換

資金等。（但し、営業用自動車は除きま

す） 

三菱ＵＦＪニコス保証 

教育ローン 

15 年以内 
（据置期間含む） 

（借換の場合は当初お借

1,000 万円以内 
ホームページよりお申込みいただけま

す。教育施設へ支払う入学金・授業料・

学費、アパートの家賃等、他行ローン



入れ期間の残存期間内） の借換資金等 

三菱ＵＦＪニコス保証 

リフォームローン 
15 年以内 1,500 万円以内 

ホームページよりお申込みいただけま

す。住宅の増改築・改装・補修資金お

よび住宅に付帯する施設等の住宅関連

設備資金、他行ローンの借換え資金。 

三菱ＵＦＪニコス保証 

多目的ローン 
10 年以内 500 万円以内 

ホームページよりお申込みいただけま

す。生活に必要とする一切の資金（資

金使途が確認可能なもの、但し、負債

整理資金・営農資金・事業資金等は除

きます） 

三菱ＵＦＪニコス保証 

フリーローン 
10 年以内 500 万円以内 

ホームページよりお申込みいただけま

す。生活に必要な一切のご資金（但し、

負債整理資金・営農資金・事業資金等は

除きます） 

保証料は分割後取り方式となります。 

三菱ＵＦＪニコス保証 

カードローン 
１年毎の更新 500 万円以内 生活に必要な一切のご資金 

※詳しい内容は、ＪＡの担当者へお問い合わせください。 

 

＜為替業務＞ 
 全国のＪＡ・信連・農林中金の店舗を始め、全国の銀行や信用金庫などの各店舗と為

替網で結び、当ＪＡの窓口を通して、全国のどこの金融機関へも振込・送金や手形・小

切手などの取立が、安全・確実・迅速にできます。 

 

＜その他の業務及びサービス＞ 
 当ＪＡでは、コンピュータ・オンラインシステムを利用して、各種自動受取、各種自

動支払いや事業主の皆さまのための給与振込サービス、自動集金サービスなど取り扱っ

ています。 

 また、国債（新窓販国債、個人向け国債）の窓口販売の取り扱い、全国のＪＡでの貯

金の出し入れや銀行、信用金庫、コンビニエンス・ストアなどでも現金引き出しのでき

るキャッシュサービスなど、いろいろなサービスに努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(令和４年４月１日現在)

【 振込・送金手数料 】

種別 当JA自店舗宛 当JA他店舗宛

３万円以上 ４４０円 ５５０円

３万円未満 ２２０円 ３３０円

３万円以上 無料 ２２０円

３万円未満 無料 １１０円

３万円以上 無料 ３３０円

３万円未満 無料 １１０円

３万円以上 無料 無料

３万円未満 無料 無料

３万円以上 無料 無料

３万円未満 無料 無料

- ４４０円

定時自動送金振込手数料はATMご利用のカード利用と同額

【 賃貸住宅ローン・住宅ローン 】

【 手形・小切手帳など代金 】

１冊（５０枚綴）

１冊（２５枚綴）

１冊（２５枚綴） JAネットバンク住宅ローン一部返済手数料は無料

手形用紙１枚 【 その他ローン 】

（取扱手数料１契約）

【 発行・再発行手数料 】

随時

継続

取引履歴明細表

融資利息証明書

再発行に関する
　手数料 農業・災害資金は、お取扱いが異なる場合があります。

 定 型 外：当JAが定めた様式以外で証明書を発行する場合。

【 両替手数料 】

　　　51枚～500枚

【 代金取立手数料 】 　　501枚～1,000枚

 ３３０円　 　1,001枚～1,500枚

８８０円　

1,100円　

８８０円　 【 硬貨整理手数料 】

※印は、手形期日まで当組合で保管する場合

【 カードローン関係 】

1,100円

1,100円

【 その他諸手数料 】

【 法人IB月額手数料 】

1,100円

2,200円 　

手数料にはいずれも１０％の消費税が含まれております。

利用区分 県内JA宛 県外JA宛 他金融機関宛

振
込
手
数
料

窓口ご利用
(電信扱・文書扱)

６６０円 ６６０円 ８８０円

４４０円 ４４０円 ６６０円
Ａ

Ｔ

Ｍ

ご

利

用

カ
ー

ド

３３０円 ３３０円 ５５０円

２２０円 ２２０円 ３３０円

現
金

３３０円 ３３０円 ６６０円

２２０円 ２２０円 ４４０円

ネットバンク

（個人）

２２０円 ２２０円 ４４０円

１１０円 １１０円 ２２０円

ネットバンク

（法人）

３３０円 ３３０円 ４４０円

１１０円 １１０円 ２２０円

送金手数料 ６６０円 ６６０円 ６６０円

変動金利 固定金利

自己宛小切手
１枚 ５５０円

期間中 期間中 終了時

発行手数料 全額繰上返済

５，５００円小切手帳 １，１００円 一部繰上返済

約束手形帳 ８８０円 その他条件変更

為替手形帳 ８８０円

マル専約束手形
８８０円

（３,３００円） 全額繰上返済 　５，５００円

一部繰上返済 　５，５００円

その他条件変更 　５，５００円

残高証明書
発行手数料

定型１通
７７０円

４４０円 【 不動産担保貸付事務取扱手数料 】

定型外・監査法人１通 ２，２００円
一般融資

当組合指定の保証

１通 ５５０円 機関付住宅ローン

１通 ５５０円 新規取扱い
1件あたり

１１０，０００円 ５５，０００円
通帳・証書　１冊（枚） １，１００円

キャッシュカード　１枚 １，１００円

 監査法人：監査法人・会計監査人の特定様式で証明書を発行する場合。

５５０円

１，１００円

当JA宛・東京交換※ １，６５０円

５５０円加算

個別取立（普通） 　1,501枚以上　500枚毎 ５５０円加算

個別取立（至急）

東京交換以外

　　500枚まで 無料

〔手　数　料　一　覧　表〕

 カード発行・再発行１枚

送金・振込の組戻料 ８８０円

照会・振込サービス月額手数料 不渡手形返却料 ８８０円

　　501枚～1,000枚 　　５５０円

３３，０００円

データ伝送サービス月額手数料 取立手形組戻料 ８８０円

取立手形店頭呈示料 実費＋８８0円

　1,001枚～1,500枚 １，１００円

 カードローン口座開設手数料 　1,501枚以上500枚毎

 



共済事業 
 

 JA 共済は、JA が行う地域密着型の総合事業の一環として、組合員・利用者の皆さま

の生命・傷害・家屋・財産を相互扶助によりトータルに保障しています。事業実施当初

から生命保障と損害補償の両立を実施しており、個人の日常生活のうえで必要とされる

さまざまな保障・ニーズにお応えできます。 

 JA 共済では、生命・建物・自動車などの各種共済による生活総合保障を展開してい

ます。 

○ 主な共済商品  

終身共済 
一生涯にわたって備えられる万一保障です。 

一生涯にわたって万一の保障が確保できます。 

養老生命共済 
貯蓄しながら備えられる万一保障です。 

満期時にはまとまった満期共済金をお受け取りいただけます。 

こども共済 
お子さま、お孫さまの教育資金の備えと万一保障です。 

「貯蓄性」や「保障の充実性」など、ニーズにあわせて保障内容が

選べます。 

医療共済 

日帰り入院からまとまった一時金が受け取れる充実の医療保障で

す。一生涯保障や先進医療保障など、ライフプランに合わせて自由

に設計できます。健康を維持した場合に健康祝い金が受け取れま

す。（※プランによって異なります。） 

がん共済 
上皮内がんを含む様々な「がん」、脳腫瘍の治療を一生涯保証しま

す。（※共済期間を終身とした場合。） 

介護共済 
一生涯にわたって備えられる介護保障で不安の高まる高齢期も安

心です。 

公的介護保険制度に連動したわかりやすい保障です。 

認知症共済 
認知症はもちろん、認知症の前段階の「軽度認知障害（MCI）」ま

で認知症保障を幅広く生涯にわたって保障します。 

生活障害共済 
病気やケガにより身体に障害が残った時の収入の減少や支出の増

加に備えられる幅広い保障です。 

特定重度 

疾病共済 

三大疾病（がん・急性心筋梗塞・脳卒中）に加えて、三大疾病以外

の「心・血管疾患」や「脳血管疾患」、さらには「その他の生活習

慣病」まで幅広く保障します。 

予定利率変動型

年金共済 

確実に受け取れる安心に増える楽しみをプラスした年金共済です。 

年金額の増加が期待でき、一度増加した年金額は減りません。 
（※予定利率の推移によっては、年金額が増加しない場合があります。） 

引受緩和型 

終身共済 

健康に不安のある方もご加入しやすい万一保障です。 

通院中の方、病歴がある方も簡単な告知でお申込みいただけます。 

引受緩和型 

医療共済 

健康に不安のある方もご加入しやすい医療保障です。 

通院中の方、病歴がある方も簡単な告知でお申込みいただけます。 

一時払終身共済
（平成 28.10） 

まとまった資金でご加入しやすい一生涯の万一保障です。 

死亡共済金を相続対策にご活用いただけます。 

農業者賠償 

責任共済 

農業事業で発生した事故による第三者への賠償に備えられます。 



傷害共済 
日常のさまざまな災害による死亡やケガを保障します。 

さまざまなアクシデントに備えて選べる 8 つのプランをご用意し

ております。 

イベント共済 
イベント開催時の、万一の事故などに対する安心の保障です。 

地域で行われる様々なイベントを保障面からサポートします。 

建物更生共済 

むてきプラス 

火災や台風だけでなく、地震にも、ケガにも、しっかり備えられる

建物や家財の保障です。 

自動車共済 

クルマスター 

お車の事故による賠償やご自身とご家族のケガ、修理に備える保障

です。 

※詳しい内容は、ＪＡの担当者にお問い合わせください。 

○ JA 共済の仕組み 

 JA 共済は、平成 17 年 4 月 1 日から、JA と JA 共済連が共同で共済契約をお引き

受けしています。JA と JA 共済連がそれぞれの役割を担い、組合員・利用者の皆さま

に密着した生活総合保障活動を行っています。 

 

 

 

                               共済契約 

 

J        A  ： JA共済の窓口です。 

J  A 共済連  ： JA共済事業の企画・開発・資産運用業務や支払共済にかかる 

       準備金の積み立てなどを行っています。 

 

農業関連事業 
 

＜販売事業＞ 
 組合員の生産した農産物の集出荷、選別、販売などを担い、組合員が安定した農業所

得を確保することを目的とする事業です。市内に２か所ある共同選果場での販売業務、

米の検査や販売を中心に行っています。 

 販売先の開拓にも努め、市場への委託販売や全農などと連携した直接販売を行い、安

定した農業所得の確保できるよう事業を行っています。 

出荷時の省力化と出荷コスト低減の為のプラスチックコンテナや鉄コンテナの導入も

拡大しています。 

 当ＪＡの代表的な販売品目は、米・大根・梨・無花果・西瓜・馬鈴薯・生乳です。 

また、実需者提携米や、加工業務用契約出荷などの取り組みも行っています。 

 

＜購買事業＞ 
 購買事業では生産コストの低減を目指した生産資材、省力化資材の提案、供給など、

窓口での相談力の強化に取り組んでいます。また、農畜産物の生産に係る品目を幅広く

組合員・利用者 

の皆さま 

   J  A 

    + 

J A 共済連 



取りそろえるとともに、組合員、利用者が安心して暮らせる生活用品を提供しています。 

 また、近年増加する大規模生産者に対応した水稲除草剤の普及拡大に努めました。 

 

＜指導・生活相談事業＞ 

 持続的農業の実現のため、営農指導では土壌診断を中心とした施肥指導や病害虫の対

策指導、農産物のブランド化の強化の為の千葉エコや GAP 手法を取り入れた生産工程

管理や残留農薬検査、生産履歴記帳を導入することにより、安全・安心な農産物の供給

に努めています。農業生産の拡大に寄与する為に関係機関と連携した各栽培講習会の開

催や JA 生産者部会の管理、運営を行っています。また、市原市が中心に行っている振

興協会各部会と連携した訪問活動や戸別訪問による農業生産指導を行っています。その

他、有害鳥獣被害への対策として、電気柵の設置委託業務を展開しています。 

生活事業においては食農教育として市内の小学生を中心に各選果施設における社会

科見学の受け入れ、健康管理活動としては、行政、関係機関と連携し定期健康診断・巡

回人間ドックを実施、健康診断後の診断結果相談会を開催しております。 

利用事業としては、育苗センター（3 か所）やライスセンター（2 か所）を運営し、

組合員の営農、販売事業の支援を行っています。 

 

生活関連事業 

 

＜直売事業＞ 
 店舗事業では農産物直売所として市内に２店舗を展開し、消費者へ安全・安心な市内

農畜産物を提供。農業生産者へ販売先を提供することで農業所得の向上に寄与していま

す。「地産地消」に積極的に取り組み、米をはじめとした新鮮で安心・安全な農畜産物

を販売し多くの方々にご利用いただいています。 

 

＜石油（ＪＡ－ＳＳ）事業＞ 
「養老給油所」「セルフ SSジャスポート高滝」の市内 2店舗においては、「誰でも安

心してご利用いただける、地域に愛されるサービスステーション」をめざしております。 

 

＜葬祭事業＞ （令和 4年 6月 1日より） 
組合員および地域の皆さま信頼と安心感を与えるよう、まごころのサービス（気配

り・目配り・心配り）を心がけ、安価で確実な葬儀施行に努めています。 

 

 



（株）市原市農協サービス 

 

資産管理センター 

 
 組合員の資産の保全、有効利用及び賃貸住宅の管理並びに不動産の売買、仲介斡旋を

行うとともに、地域社会の発展を目指し取り組みをすすめております。 

 

 


