
 

 

平成２７年度（第５２年度） 

事業報告 

（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日） 

 

１．事業報告 

価格変動をはじめ近年の消費不振や価格低迷によって影響を受ける生

産者の経営安定や再生産の確保を図るため、著しい価格低落があった主

要な野菜に対し岡山県野菜価格安定促進事業および特定野菜等供給産地

育成価格差補給事業における価格補てん金・価格差補給交付金等の交付

を行い、もって国民消費生活の安定に資する事業を行いました。 

 

２．制度の改正 

   業務対象年間等について業務方法書を変更し拡充強化、適正化をはか

りました。  

（１）岡山県野菜価格安定促進事業（公１事業） 

    ３年ごとの保証基準額の見直しに伴いすべての業務区分について、

新たな３ヶ年間の業務対象年間を設定し実施しました。 

    また丸果函館合同青果株式会社および笠岡青果株式会社の２社を対象

市場より削除しました。 

 

（２）特定野菜等供給産地育成価格差補給事業（公１事業） 

 １０月より前に開始される業務区分については、補給交付金交付が

あった業務区分および予約数量が減量となった業務区分、また１０月

以降に開始される業務区分については、保証基準額の見直しに伴い新

たな３ヶ年間の業務対象年間を設定し実施しました。 

また、株式会社沼津第一青果を削除したほか、名称や住所に変更が

あった対象市場、卸売業者については変更を致しました。 

 

（３）契約特定野菜等安定供給促進事業（公１事業） 

    本事業につきましては参加がなく事業は行われませんでしたが、特

定野菜等供給産地育成価格差補給事業と併せて業務対象年間を変更致

しました。 

 

（４）指定野菜価格安定対策資金の円滑化に資する事業（公１事業） 

    指定野菜価格安定対策事業造成計画に基づいた結果、独立行政法人

農畜産業振興機構へ納付する平成２７年度県補助金はありませんでし

た。 



 

３.事業実績 

交付予約数量は、見直して適正化を図り10,790トン(前年度より245ト

ン減)で、これに対する準備金480,287,800円（前年度より6,680,900円増）

を造成しました。 

春夏野菜は、極端な天候変化により、野菜全般の出回り量は品薄傾向

が続き、多くの品目が単価高で推移しました。 

９月になってからも、集中豪雨の甚大な被害が出るなど、天候変化の

激しい状況が続きました。また、気温も平年より低く、秋野菜の前半ま

では出回り量が少ない状況が続き単価髙で推移した品目が大半でした。 

１０月以降から年末までは、天候が安定するとともに暖冬傾向で推移

したため、野菜の生育が順調に進み、出回り量も潤沢になり、価格が低

迷する品目が増えてきました。 

冬野菜は、1月初めまでの前進出荷、1月中旬以降の寒波襲来により、

出荷量が減少し、3月まで堅調に推移しました。 

こうした状況下で、価格補てん金・価格差補給交付金の交付額は、15,

353,200円(平成27年度事業で3月末日までに対象出荷期間の終了する業務

区分)となり、前年度同期対比約28％の交付を行いました。 

 

 （１）岡山県野菜価格安定促進事業（公１事業） 

 交付予約数量は4,110トン(前年度より25トン増)で、これに対する価

格補てん準備金総額169,814,000円 (前年度より8,601,600円増)を造成

しました。 

 価格補てん金の交付額は6,969,837円 (平成２７年度事業で３月末日

までに対象出荷期間の終了する業務区分、前年度より13,067,374円減)

で補てん率は4.1％となりました。 

 交付率の高い業務区分は「ミニトマト・１０月～１１月」37.0％、

「ほうれんそう・１０月～１２月」22.4%、「きゅうり・１０月～１

１月」17.5％で「ミニトマト・１０月～１１月」の2,894,817円が最

も多い交付額となりました｡ 

 （２）特定野菜等供給産地育成価格差補給事業（公１事業） 

   ① 特定野菜供給産地育成価格差補給事業 

交付予約数量は1,445トン（前年度より50トン減）でこれに対する

価格差補給交付準備金総額は73,195,400円（前年度より2,905,000円

増）となりました。 

このうち事業の約3割～5割を負担する国分32,517,653円は独立行政

法人農畜産業振興機構で資金管理をしているため、協会では差額の40,

677,747円を造成しました。 

価格差補給交付金の交付額は1,735,223円（平成２７年度事業で３



 

月末日までに対象出荷期間の終了する業務区分、前年度より2,714,50

6円減)で交付率は2.4％となりました。 

交付率の高い業務区分は「カリフラワー・中国ﾌﾞﾛｯｸ・１０月～１

２月」31.9％、「すいか・中国ﾌﾞﾛｯｸ・７月～８月」25.5％、「ブロ

ッコリー・中国ﾌﾞﾛｯｸ・１０月～１２月」21.5％で「すいか・中国ﾌﾞﾛ

ｯｸ・７月～８月」の924,947円が最も多い交付額となりました。 

   ② 指定野菜供給産地育成価格差補給事業 

交付予約数量は5,235トン（前年度より220トン減）でこれに対する

価格差補給交付準備金総額は237,278,400円（前年度より4,825,700円

減）となりました。 

このうち事業の約５割を負担する国分118,701,132円は独立行政法

人農畜産業振興機構で資金管理をしているため、協会では差額の118,

577,268円を造成しました。 

価格差補給交付金の交付額は6,648,140円（前年度より23,864,767

円減）で交付率は2.8％となりました。 

交付率の高い業務区分は、「冬にんじん・中国ﾌﾞﾛｯｸ・１１月～１

２月」59.9％、「春だいこん・近畿ﾌﾞﾛｯｸ・４月～６月」48.8％、

「春夏にんじん・中国ﾌﾞﾛｯｸ・３月１６日～５月」29.0％で、「夏秋

トマト・近畿ﾌﾞﾛｯｸ・７月～９月」の1,453,572円が最も多い交付額と

なりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業報告の附属明細書 
 

１．会員                      （単位：会員） 

区分 26年度末 27年度増加 27年度減少 27年度末 

市町村 22 1 0 23 

農協 9 0 0 9 

連合会 2 0 0 2 

合計 33 1 0 34 

 

２．基本財産                    （単位：千円） 

区分 26年度末 27年度増加 27年度減少 27年度末 

県受入補助金 25,005 0 0 25,005 

特別積立金 21,000 0 0 21,000 

合計 46,005 0 0 46,005 

 

３．役職員                      （単位：名） 

区分 26年度末 27年度増加 27年度減少 27年度末 

理事 11 8 8 11 

監事 3 0 0 3 

運営協議会員 5 2 3 4 

職員 （2） 3     (1)1    1 (3)3 

合計 （2）22     (1)6    7 (3)21 

 （注）（ ）は、兼務職員内数です。 

 

４．預貯金・有価証券・国債               （単位：円） 

区  分 26年度末 27年度増加 27年度減少 27年度末 

普通預金(農中) 8,705,754 147,340,014 137,151,083 18,894,685 

 〃 (ＪＡ岡山) 4,077,704 15,506,235 16,487,482 3,096,457 

〃   (中銀) 416,478 955,825 556,166 816,137 

定期預金(農中) 98,639,042 113,065,042 98,639,042 113,065,042 

〃 (JA岡山) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

有価証券(農中) 200,000,000 0 0 200,000,000 

国債(中銀) 89,979,784 0 0 89,979,784 

合  計 404,818,762 279,867,116 255,833,773 428,852,105 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５．主な会議及び業務 

（１）定時総会 

    開催月日   平成２７年 ６月 ８日 

    開催場所   岡山市北区下石井２－６－４１ 

           ピュアリティまきび 会議室 

    議決事項 

     第１号議案 平成２６年度事業報告、事業報告の附属明細書、貸

借対照表、正味財産増減計算書、貸借対照表及び正味

財産増減計算書の附属明細書、財産目録承認の件。 

            （原案可決） 

     第２号議案 理事監事の改選の件。 

            （原案可決） 

     第３号議案 業務方法書の変更案承認の件。 

            （原案可決） 

    報告事項 

１）平成２７年度事業計画書について 

２）矢掛町の加入について 

３）平成２７年度収支予算書について 

４）平成２７年度資産運用について 

５）平成２７年度資産調達及び設備投資の見込みについて 

     ６）平成２７年度借入金の最高限度について 

     ７）平成２７年度余裕金の預入ならびに運用先について 

     ８）定期提出書類について 

 

（２）臨時総会 

    開催月日   平成２７年 ８月２８日 

    開催場所   （決議の省略による） 

    議決事項 

     第１号議案 公益社団法人岡山県野菜生産安定協会理事の補欠選任

の件  （原案可決） 

 

（３）理事会 

  ① 開催月日   平成２７年 ５月１８日 

    開催場所   ＪＡ全農おかやま 第１会議室 

審議事項      

  １）平成２６年度事業報告、事業報告の附属明細書、貸借対照表、

正味財産増減計算書、貸借対照表及び正味財産増減計算書の

附属明細書、財産目録について 



 

２）理事監事の選任について 

３）業務方法書の変更案について 

４) 定期提出書類について 

５）第５１回定時総会の開催ならびに提出議案について 

６) その他 

 

  ② 開催月日   平成２７年 ６月 ８日 

    開催場所   ピュアリティまきび 

    審議事項     

１） 会長理事、副会長理事、専務理事の選定について 

２） その他 

   

  ③ 開催月日   平成２７年 ８月 ７日 

    開催場所   （決議の省略による） 

    審議事項    

１） 公益社団法人 岡山県野菜生産安定協会理事の補欠候補者につ

いて 

２） 平成２７年度臨時総会の開催ならびに提出議案について 

 

  ④ 開催月日   平成２８年 ２月１６日 

    開催場所   農業会館５階 岡山県農協中央会会議室 

    審議事項         

１） 平成２８年度事業計画書案について 

２） 平成２８年度収支予算書案について 

３） 平成２８年度資金調達及び設備投資の見込みについて 

４） 平成２８年度借入金の最高限度について 

５） 平成２８年度余裕金の預入ならびに運用先について 

６） 規程の制定について 

 

（４）監査 

    実施月日   平成２７年 ５月８日 

    実施場所   ＪＡ全農おかやま 第２会議室 

    監査項目   平成２６年度決算監査 

 

（５）運営協議会 

  ① 開催月日   平成２７年 ５月１日 

    開催場所   ＪＡ全農おかやま 第３会議室 

協議事項    



 

１） 平成２６年度事業報告、事業報告の附属明書、貸借対照表、正

味財産増減計算書、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属

明細書、財産目録について 

２） 理事、監事の改選について 

３） 業務方法書の変更案について 

４） 平成２７年度第１回理事会・第５１回定時総会の開催ならびに

提出議案について 

５） その他 

 

  ② 開催月日   平成２８年 ２月 ３日 

    開催場所   ＪＡ全農おかやま 第３会議室 

    協議事項    

１） 平成２８年度事業計画書について 

２） 平成２８年度収支予算書について 

３） 平成２８年度資金調達及び設備投資の見込みについて 

４） 平成２８年度借入金の最高限度について 

５） 平成２８年度余裕金の預入ならびに運用先について 

６） 規程の追加制定について 

７） その他 

 

（６）主な業務及び事務処理事項 

平成２７年 ４月 １日 平成２７年度野菜価格安定事業事務処理基

準を策定。 

平成２７年 ４月 ６日 岡山県野菜価格安定促進事業及び特定野菜

等供給産地育成価格差補給事業業務方法書の

変更申請を岡山県へ提出。 

平成２７年 ４月１０日 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業に

係る平成２６年度事業実績報告書を独立行政

法人農畜産業振興機構へ提出。 

平成２７年 ４月１０日 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業実

施状況報告書(平成２６年度３月末日実績)を

中国四国農政局へ提出。 

平成２７年 ４月１５日 矢掛町に対し加入預り金の納入を依頼 

平成２７年 ４月１５日 平成２７年度岡山県野菜価格安定促進事業

に係る価格補てん金交付に関する申込および

に価格補てん金交付契約の締結。(対象出荷期

間の終了が２月末日までの業務区分。) 

平成２７年 ４月２８日 平成２７年度岡山県野菜価格安定促進事業



 

に係る準備金（負担金）を徴収（関係ＪＡ）。 

平成２７年 ５月１８日 野菜価格安定事業の推進に関する委託業務

のうち生産出荷等状況調査(対象野菜：夏秋な

す)を行い独立行政法人農畜産業振興機構へ報

告。以後、６月３０日・８月３１日・１０月

９日に実施。 

平成２７年 ５月１８日 平成２７年度緊急需給調整推進事業実施計

画承認申請書を独立行政法人農畜産業振興機

構へ提出。 

平成２７年 ５月２６日 矢掛町より加入預り金の入金。 

平成２７年 ６月 ３日 野菜価格安定事業の推進に関する委託業務

のうち生産出荷等状況調査(対象野菜：夏秋ト

マト)を行い独立行政法人農畜産業振興機構へ

報告。以後、７月３０日・９月９日・１０月

７日に実施。 

平成２７年 ６月 ９日 平成２６年度緊急需給調整推進事業助成金

交付申請書を独立行政法人農畜産業振興機

構へ提出。 

平成２７年 ６月１６日 岡山県野菜価格安定促進事業、特定野菜等

供給産地育成価格差補給事業、契約特定野

菜等安定供給促進事業業務方法書の変更承

認申請を岡山県へ提出。 

平成２７年 ６月１９日 平成２６年度岡山県野菜価格安定促進事業

及び特定野菜供給産地育成価格差補給事業に

係る負担金の納入を依頼（会員市町村・JA全

農おかやま）。 

平成２７年 ６月１９日 平成２７年度県野菜生産安定基金造成事業

費補助金交付申請書、平成２７年度特定野

菜等供給産地育成価格差補給事業費補助金

交付申請書を岡山県へ提出。 

平成２７年 ６月１９日 平成２７年度管理運営分担金の納入を依頼

（全ＪＡ，ＪＡ全農おかやま）。 

平成２７年 ６月２９日 定期提出書類（事業報告書等）を岡山県 

に電子申請にて提出。 

平成２７年 ６月３０日 理事監事の改選に伴う変更届出書を岡山県

に電子申請にて提出。 

平成２７年 ７月 ６日 平成２７年度岡山県野菜価格安定促進事業

に係る価格補てん金に関する申込み及び価格



 

補てん金交付契約の締結。 

平成２７年 ７月 ６日 平成２７年度特定野菜等供給産地育成価格

差補給事業に係る申込み及び特定野菜等供給

産地育成価格差補給交付金交付契約の締結。 

平成２７年 ７月 ７日 平成２７年度補助金概算払請求書を岡山県

に提出。 

平成２７年 ７月 ９日 野菜価格安定制度説明会を開催。    

岡山県農林水産総合センター 農業大学校

研修交流ホールにて開催。     

平成２７年 ７月１４日 平成２７年度特定野菜等供給産地育成価格

差補給事業に係る事業実施計画書を独立 

行政法人農畜産業振興機構へ提出。 

平成２７年 ７月２４日 平成２７年度岡山県野菜価格安定促進事

業・特定野菜等供給産地育成価格差補給事

業に係る準備金(負担金)を徴収（関係Ｊ

Ａ）。 

平成２７年 ８月１０日 定期提出書類（事業報告書等）の修正を岡

山県に電子申請にて提出。 

平成２７年 ８月３１日 緊急需給調整推進事業における産地情報調

査員設置事業（冬キャベツ）を行い独立行

政法人農畜産業振興機構へ報告。以後、１

０月９日・１１月２４日・１２月２２日に

実施。 

平成２７年１０月１９日 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業 

実施状況報告書（平成２７年度９月末日実

績）を中国四国農政局へ提出。 

平成２８年 １月１５日 平成２７年度緊急需給調整推進事業実績報

告(兼精算払請求)書を独立行政法人農畜産

業振興機構へ提出。 

平成２８年 １月１５日 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業業

務方法書の変更承認申請を岡山県へ提出。 

平成２８年 ２月 ２日 平成２８年度特定野菜等供給産地育成価格

差補給交付金の交付に関する申込みならび

に特定野菜等価格差補給交付金交付契約の

締結の依頼。 

平成２８年 ２月１７日 平成２８年度契約特定野菜等安定供給促進

事業業務方法書の変更申請を岡山県へ提出。 

平成２８年 ２月１９日 平成２８年度特定野菜等供給産地育成価格



 

差補給事業に係る事業実施計画書を独立行

政法人農畜産業振興機構へ提出。(３月１６

日開始分) 

平成２８年 ２月２９日 平成２８年度特定野菜等供給産地育成価 

格差補給事業に係る準備金(負担金)を徴収。

(３月１６日開始分) 

平成２８年 ３月 ２日 平成２８年度 野菜価格安定事業の推進に

関する委託業務の応募書を独立行政法人 農

畜産業振興機構に提出。 

平成２８年 ３月 ４日 定期提出書類（事業計画書等）を岡山県に

電子申請にて提出。 

平成２８年 ３月 ７日 平成２７年度野菜価格安定事業の推進に関

する委託業務の実績報告書を独立行政法人

農畜産業振興機構へ提出。 

平成２８年 ３月 ７日 平成２８年度特定野菜等供給産地育成価格

差補給事業に係る事業実施計画書を独立 

行政法人農畜産業振興機構へ提出。(１０月

１日以降開始以外) 

平成２８年 ３月１５日 平成２８年度特定野菜等供給産地育成価格

差補給事業に係る準備金（負担金）を徴収。

(１０月１日以降開始分以外) 

平成２８年 ３月３１日 平成２７年度岡山県野菜生産安定促進事業

実績報告書を岡山県へ提出。 

平成２８年 ３月３１日 平成２７年度特定野菜等供給産地育成価格

差補給事業実績報告書を岡山県へ提出。 

 

 


