事 業 内 容の ご 紹 介
ＪＡみやぎ登米は、地域農業を支える事業に全力を尽くすとともに、地域のくらしに関わる事業も幅広く行っています。
新社会人

ライフイベント

結婚

誕生・子育て

退職・老後

万一のとき

マイホームの購入

車の購入

設備資金の調達

口座開設、給与振込、
ＪＡカード、
ＪＡネットバンク
定期貯金、定期積金

ＪＡバンク

営農

農業関連ローン

マイカーローン
住宅ローン
教育ローン

ＪＡ共済

退職金運用、年金受取
各種共済金の受取

自動車共済、自賠責共済

交通事故対応

各種共済

災害支援活動

みどり国民年金

建物更生共済
こども共済

事業リスク向け保険

介護共済

ガソリンの給油

営農
経済センター

農業リスク診断活動

生命共済、医療共済・がん共済、年金共済

みやぎ登米農業協同組合（ＪＡみやぎ登米）

ＪＡ・組合員
加入のご案内

営農指導

ＬＰガスの供給

肥料・農薬の販売
農機具の販売、修理・整備

ＪＡＳＳ

施設の重油供給

ファーマーズ
マーケット等

地元農畜産物の販売、地産地消

地元農畜産物の出荷

生活関連

カーライフセンターでの車両販売・車検

車検・整備

『家の光』、
『 やさい畑』

情報・出版

『家の光』『地上』
、 『ちゃぐりん』
、
、
日本農業新聞

『ちゃぐりん』

詳細は、お近くの支店へお問い合わせください。

葬祭

介護

宅建

旅行

ＪＡではさまざまな活動もしています
あぐりスクール

JAアグリフェスタ

女性大学でのフラワーアレンジ講座

ＪＡ（ 農 業 協 同 組 合 ）は、食と農を基 軸とする地 域に
根ざした「 協同組合 」です
組 合 員の 一 人 ひとりが 力を合わせ 、みんなの 願 いを
かなえていく組織です

問い合わせ先

みやぎ登米農業協同組合
（ＪＡみやぎ登米） 総務部総務課
〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江三丁目9-1
TEL0220-22-8211
e-mail:ja-kouho@miyagitome.or.jp

ＪＡみやぎ登米の
こと、もっと詳しく！

みやぎ登米

ＪＡみやぎ登米のプロフィール

ＪＡみやぎ登米の 基 本 理 念
ＪＡみやぎ登米は、
「つなごう地域農業

築こう豊かな地域社会」を

組合概要（平成30年3月31日現在）
代表理事組合長● 榊原 勇
本店所在地● 宮城県登米市迫町佐沼字中江三丁目9-1
組合の地区● 迫町、
登米町、
豊里町、
石越町、
南方町、
米山町、
中田町、
東和町
組合員数● 15,854人

基本理念とし、次のことを実践します。

正組合員… 13,337人
准組合員……2,517人

役員数● 33人 職員数● 655人

ＪＡみやぎ登米は、ＪＡの基本的使命と社会的責任の重みを常に認識し、組合員の結集
による事業活動を展開し、地域社会に対する信頼の確立を図ります。
創意工夫を活かした質の高いサービスの提供により、組合員経済の向上及び地域社会の
発展に貢献します。

平成29年度 事業実績
貯金残高● 1,300億8,729万円
長期共済保有高● 5,988億6,258万円
販売事業取扱高● 181億9,562万円
（米穀79億、
園芸18億、
畜産83億）

地域 の 農業
JAみやぎ登米は400年以
上前の伊達藩でも有数の
米どころとして知られ、
管内全域の約8割の水田
で環境保全米の栽培に取
組んでいます。畜産も県
内１の販売額があり、仙
台牛の主産地となってい
ます。園芸ではきゅう
り、キャベツの栽培が盛
んです。

出資金● 64億円

Ｊ Ａ の組 合 員に な り ま せ ん か ？
JAは、組合員が主人公の組織として、組合員が力を合わせ、みんなの願いをかなえる組織です
ＪＡみやぎ登米の組合員になって、地域でくらす協同組合の仲間として、
ＪＡの事業を利用してみませんか？
ＪＡの基本理念に共感し、地域農業の発展や地域づくりを応援していただける方を組合員にお誘いしています

組合員になるための資格
ＪＡみやぎ登米の地区内に住所があ
り、
ＪＡの事業を利用したり、活動に参
加できる方

よくあるご質問

Q

組合員にならないと
ＪＡは利用できないの？

組合員以外の方でもＪＡを利用できま

※組合員資格の詳細はJAまでお問

すが、左記のような組合員としてのメリッ

い合わせください

トを受けることができません

組合員のメリット
●

当ＪＡの各事業で、組合員向けのサー

ビスが受けられます
●

事業活動の結果として十分な剰余金
が出た場合には、出資配当が受けら
れます
（総代会で決定されます）

Q

組合員は誰でもなれるの？

農家の方はもちろん、農家以外の方
も組合員になることができます
ＪＡみやぎ登米の地区内に住んでいる
方、
組合員の家族としてJAを利用してい
る方、勤め先がＪＡ管内の方等は、JAに
出資することで組合員になることができ
ます。組合員には正組合員と准組合員
があります

Q

正組合員と准組合員は
何が違うの？

正組合員は農業を営む方で、准組合

組合員加入方法
step

1

最寄りの支店で組合員加入申込書へ
必要事項を記入します

step

2

ＪＡでの資格要件確認後、書面による
通知が届きます

step

3

出資金を払い込みます

step

4

あなたも今日からＪＡみやぎ登米の組合
員です
ＪＡの活動や組織に参加して、
一緒に地
域を盛り上げましょう
！
※組合員をやめる
（脱退）
するには？

員は農業を営んでいない方です

組合員は事情に応じて自由に脱退するこ

准組合員は、事業利用に関しては、正

とができます。
１月下旬の所定の日までに

組合員と同等のサービスを受けることが
できますが、JAの事業や役員を決める
総
（代）
会での議決権はありません

申し出ていただくと、
３月３１日をもって脱退
となります。ただし、出資金の払戻しは脱
退年度の決算確定後になります。

支店・ ローンに関する窓口
迫基幹支店

とよま基幹支店

北方支店（貯金支店）

豊里基幹支店

新田支店（金融支店）

石越基幹支店

森支店（貯金支店）

南方基幹支店

よねやま基幹支店

浅水支店（貯金支店）

なかだ基幹支店

東和基幹支店

宝江支店（貯金支店）

ローンセンター

上沼支店（貯金支店）

農業金融センター

迫町佐沼字中江三丁目9-1
TEL 0220-22-8217
迫町佐沼字新大瀬302
TEL 0220-22-2257

迫町新田字狼ノ欠20-115
TEL 0220-28-2211
迫町森字平柳110-3
TEL 0220-22-3720

米山町西野字西裏8
TEL 0220-55-2231

中田町石森字駒牽265-1
TEL 0220-34-3511
中田町宝江字町80
TEL 0220-34-2121

中田町上沼字弥勒寺中下126-3
TEL 0220-34-2301

登米町寺池目子待井82
TEL 0220-52-4111
豊里町上町裏124
TEL 0225-76-4141
石越町北郷字長根126
TEL 0228-34-3111
南方町西山成前71-6
TEL 0220-58-2311

中田町浅水字下川面178-2
TEL 0220-34-6111
東和町錦織字内ノ目71-1
TEL 0220-44-3211
迫町佐沼字中江三丁目9-1
TEL 0220-22-8227
迫町佐沼字中江三丁目9-1
TEL 0220-23-1603

JAみやぎ登米
マスコットキャラクター

みやとめさん

