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【ＪＡの概要】 

１．機構図 

（令和 3年 4月 1日現在） 
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２．役員構成（役員一覧）                     （令和 3年 4月 1日現在） 

役  員 氏  名 役  員 氏  名 

代表理事組合長 堤 武彦 理事 秀島 惠 

代表理事副組合長 松本 弘 理事 徳田 直 

常務理事 峰 秀明 理事 寺田 雅良 

常務理事 坂本 裕一 理事 吉田 豊 

理事 藤竹 兼芳 理事 松本 宗治 

理事 坂本 淳二 理事 森  傳一 

理事 金丸 邦夫 理事 谷口 久美子 

理事 宮㟢 大昌 理事 原 ひろ子 

理事 有馬 正博 代表監事 松本 健一 

理事 谷口 雅文 常勤監事 石井 英市 

理事 浦田 常剛 監事 曲渕 俊之 

理事 田原 誠一 員外監事 北島 圭祐 

 

３．会計監査人 

いぶき監査法人（令和 3年 4月 1日現在） 所在地 東京都千代田区 

 

４．組合員数                                    （単位：人、団体） 

区　　分 元年度 2年度 増　　減
正組合員 5,413 5,279 △ 134

個　　人 5,381 5,242 △ 139
法　　人 32 37 5

准組合員 13,200 13,251 51
個　　人 12,894 12,956 62
法　　人 306 295 △ 11

合　　計 18,613 18,530 △ 83  
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５．組合員組織の状況 

(令和3年3月31日現在)
組　　織　　名 代表者氏名 構成員数（名）

生産組合連絡協議会 川崎　弘紀 4,833
ＪＡからつ女性部 阿部　智恵子 1,042
ＪＡからつ青年部 吉野　政寛 273
果樹部会 加茂　達也 417
すだち研究会 大草　恒志 22
いちご部会 本弓　寿徳 248
うまかねぎ部会 岡田　修一 61
きゅうり部会 橋本　哲也 67
トマト部会 宮崎　隆広 27
茶業部会 稗田　福男 34
たまねぎ部会 北村　正 141
ほうれん草部会 富岡　徹 8
なす部会 岩嵜　久志 38
唐津うまかもん市場直販部会 熊本　義行 615
酪農部会 中江　秀夫 15
肥育牛部会 中山　敦夫 40
からつ和牛改良組合 井上　匡実 172
養豚部会 松本　俊治 5
養鶏部会 堤　誠 1
唐津梨部会 波多　善博 10
キウイフルーツ部会 中村　敏紀 58
モモ研究会 　　　　　- 3
佐賀松浦すもも部会 成住　敏彦 8
唐津東部地区ぶどう部会 渡辺　安孝 13
ぶどう研究会（中央地区） 脇山　慶介 5
柿研究会 尾崎　隆博 3
鳥巣花部会 吉原　大祐 10
木の芽研究会 加唐　一夫 2
相知町椎茸研究会 中山　茂廣 10
七山わさび研究会 諸熊　雅博 5
馬鈴薯部会（西部地区） 鶴田　幸夫 19
馬鈴薯部会（中央地区） 浦田　義雄 3
モロヘイヤ部会 井上　健三 5
アスパラ部会 浦田　秀樹 37
七山七福生姜部会 市丸　照三 6
キャベツ部会 中山　尚志 12
唐津地区自然薯部会 吉田　俊秀 22
佐賀松浦高菜研究会 仁部　善美 6
たかな部会 吉田　敬二 20

ジャンボにんにく研究会 吉田　富和 7

にんにく部会 辻村　寿雄 11
南瓜部会 井上　千代松 11
プチヴェール研究会 金丸　吉成 4
アイスプラント研究会 米倉　博幸 1
ゴーヤ研究会 脇山　淳 5
直販部会（中央地区） 峰　サエミ 219
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６．特定信用事業代理業者の状況                          （令和 3年 3月末現在） 

区  分 氏名又は名称（商号） 主たる事務所の所在地 
代理業を営む営業所

又は事業所の所在地 

特定信用事業代理業者 － － － 

 

７．地区一覧                            （令和 3年 3月末現在） 

 

佐賀県唐津市          487.48 ㎢   佐賀県東松浦郡玄海町   36.01 ㎢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

本：本所 

中：唐津中央営農センター 

東：唐津東部営農センター 

西：唐津西部営農センター 

①鏡山支所     ⑧松浦東部支所   ⑮玄海支所 

②山本支所     ⑨東部支所プラザ  ⑯値賀支所プラザ 

③唐津支所     ⑩七山支所プラザ  ⑰うわば北支所 

④湊支所プラザ   ⑪相知支所     ⑱唐津うまかもん市場 

⑤北波多支所プラザ ⑫厳木支所プラザ  ⑲逢地の里直販所 

⑥Aコープ支所   ⑬切木支所プラザ 

⑦唐津中央支所   ⑭肥前支所 
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８．沿革・あゆみ 

ＪＡからつは、平成18年 4月に唐津市、松浦東部、佐賀松浦、上場の4ＪＡが合併し誕生しまし

た。 

管内は、佐賀県北西部に位置し、玄界灘に面して東松浦半島と糸島半島に挟まれた唐津湾に注ぐ

松浦川の河口一帯を市域とし、日本三大松原の１つ「虹ノ松原」や唐津神社の秋季例祭「唐津くん

ち」などで知られる唐津市と、リアス式の美しい海岸線が玄海国定公園の一部を成している玄海町

の一市一町で構成されており、総土地面積は県土の約21%を占めています。 

また温暖な気候に恵まれ、ハウスみかん、いちご、小葱、玉ねぎ、米、トマト、梨、畜産（肥育

牛・肉用牛・乳牛・豚）、葉たばこ、お茶など、数多くの農畜産物が生産されています。 

ＪＡからつ設立までの歩み 

平成１６年 ４月 ７日 唐松地区ＪＡ合併研究会の発足 

平成１６年 ６月      第１回 集落座談会 

平成１６年１０月２６日 第２回 唐松地区ＪＡ合併研究会 

平成１６年１１月      第２回 集落座談会 

平成１７年 １月１１日 唐松地区ＪＡ合併推進協議会の発足 

平成１７年 ６月      第３回 集落座談会 

平成１７年 ６月２０日 第２回 唐松地区ＪＡ合併推進協議会 

平成１７年 ９月      合併総代会事前説明会 

平成１７年１１月 ８日 合併予備契約調印 

平成１７年１１月 ９日 第３回 唐松地区ＪＡ合併推進協議会 

平成１７年１１月１５日 合併臨時総代会 

平成１７年１１月１６日 設立委員会の発足 

平成１７年１２月１３日 第２回 設立委員会 

平成１７年１２月２７日 第３回 設立委員会 

平成１８年 １月１４日 第４回 設立委員会 

平成１８年 ２月 ３日 第５回 設立委員会 

平成１８年 ２月２４日 役員就任予定者会議（第１回理事会・監事会） 

平成１８年 ２月２７日 第６回 設立委員会 

平成１８年 ４月 １日 唐津農業協同組合の発足 

ＪＡからつ設立からの歩み 

平成１８年 ６月２７日 臨時総代会 

平成１８年１１月１８日 臨時総代会 

平成１９年 １月２４日 臨時総代会 

平成１９年 ６月２７日 第 1回 通常総代会 

平成２０年 ６月２７日 第２回 通常総代会 

平成２０年１２月１５日 臨時総代会 

平成２１年 ６月２９日 第３回 通常総代会 

平成２２年 １月２７日 臨時総代会 

平成２２年 ６月２８日 第４回 通常総代会 

平成２３年 ６月２７日 第５回 通常総代会 

平成２３年 ６月２７日 第６回 通常総代会 

平成２５年 １月２８日 臨時総代会 

平成２５年 ６月２６日 第７回 通常総代会 

平成２６年 ６月２６日 第８回 通常総代会 

平成２６年 ９月１６日 臨時総代会 

平成２７年 ４月２０日 臨時総代会 

平成２７年 ６月２６日 第９回 通常総代会 

平成２８年 ６月２７日 第 10 回 通常総代会 

平成２９年 ６月２７日 第 11 回 通常総代会 

平成３０年 ６月２７日 第 12 回 通常総代会 

平成３０年 ８月 ７日 臨時総代会 

平成３０年１２月 ７日 臨時総代会 

令和 元年 ６月２６日 第 13 回 通常総代会 

令和 ２年 ６月２６日 第 14 回 通常総代会 

令和 ３年 ６月２５日 第 15 回 通常総代会 
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９．店舗等のご案内                              （令和 3年 4月末現在） 

店舗及び 

事務所名 
住 所 電話番号 ATM 設置台数 

本所 〒849-5131 唐津市浜玉町浜崎 598 番地１ (0955)70-5222  

鏡山支所 〒847-0031 唐津市原 7 番地 4 (0955)77-0111 

1 台(支所) 

1 台(唐津うまかもん市場) 

1 台(古代の森会館) 

山本支所 〒847-0002 唐津市山本 1390 番地 (0955)78-0001 
1 台(Ａコープやまもと) 

1 台(北波多支所プラザ) 

唐津支所 〒847-0824 唐津市神田 2250 番地 1 (0955)73-6231 

1 台（支所） 

1 台(湊支所プラザ) 

2 台(Ａコープからつ) 

湊支所プラザ 〒847-0133 唐津市湊町 780 番地 1 (0955)79-1122  

北波多支所プラザ 〒847-1201 
唐津市北波多徳須恵 1178 番地

1 
(0955)64-3131  

唐津中央支所 〒847-0011 唐津市栄町 2569 番地 1 (0955)73-6211 1 台(支所) 

松浦東部支所 〒849-5131 唐津市浜玉町浜崎 758 番地 (0955)56-8115 

2 台(支所) 

1 台(Ａコープ虹の松原) 

1 台(東部支所プラザ) 

1 台(七山支所プラザ) 

東部支所プラザ 〒849-5102 唐津市浜玉町五反田982 番地1 (0955)56-6711  

七山支所プラザ 〒847-1105 唐津市七山仁部 1 番地 3 (0955)58-3111  

相知支所 〒849-3218 唐津市相知町中山 3523 番地 1 (0955)62-2012 
1 台(支所) 

1 台(厳木支所プラザ) 

厳木支所プラザ 〒849-3112 唐津市厳木町中島 1449 番地 (0955)63-3121  

切木支所プラザ 〒847-1501 唐津市肥前町切木乙471 番地4 (0955)53-2011  

肥前支所 〒847-1526 唐津市肥前町入野甲 1954 番地 (0955)54-1121 
1 台(Ａコープはぴる) 

1 台(切木支所プラザ) 

玄海支所 〒847-1421 
東松浦郡玄海町大字諸浦 310 

番地 1 
(0955)52-2511 

1 台(Ａコープ有浦) 

1 台(値賀支所プラザ) 

値賀支所プラザ 〒847-1441 
東松浦郡玄海町大字今村 6367 

番地 
(0955)52-6411  

うわば北支所 〒847-0322 唐津市鎮西町打上 3281 番地 2 (0955)82-3914 

1 台(支所) 

1 台(畜産部) 

1 台(呼子) 

（店舗外ＡＴＭ設置台数 17 台） 
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 私たちは、平成 28 年度から農家・組合員や地域の方々の豊かなくらしを支えるため、

「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」の３つの目標を掲げ、具体的

な目標値や行動計画を設定して、自己改革に取り組んでいます。令和 2 年度中の主な自

己改革の取り組みと実績は、次のとおりです。 

 

 令和 3 年度においても、組合員・地域住民の声に基づく自己改革を実践し、農業協同組

合の使命である農業所得の向上や地域農業の振興、さらには、地域に根ざした協同組合と

して「食」と「農」を通じた地域貢献活動に取り組んでいきます。 

 

 

 ○担い手経営体への総合事業提案 

・新型コロナの影響下でも「やってみようセミナー（きゅうり・アスパラ・こねぎ）」 

開催など、新規就農者の掘り起こしの取り組みを実施しました。 

・JA 青色申告会の統一を実施し個々の内容のクオリティアップを図りました。 

○生産トータルコストの低減 

 ・低コスト・省力化等の生産技術の導入・普及により、コスト低減を実施しました。  

○営農指導員の育成・強化 

 ・指導員全体研修会を開催し指導員全体のスキルアップを図りました。 

 ○果樹新品種の生産販売推進 

 ・JA グループ佐賀、生産者が一体となり生まれた新ブランド「いちごさん」 

「佐賀◎にじゅうまる」の生産拡大により、農業者の所得増大を目指します。 

  

      

 

農業者の所得増大につながる取り組み 
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青年部・女性部の支援による組合員メンバーシップの強化 

 

 

 JA は地域に密着した取組として、「手作り看板コンクール」や「恋活イベント」の開催、

「あぐり親子スクール」や「フレッシュミズ講座」など、地域農業の振興や地域づくりのため

の様々なイベントを開催しています。 

 

 

地域の活性化につながる取り組み 

 

 

 

○和牛受精卵移植事業による子牛生産基盤の維持・拡大 

 

 

 畜産農家の高齢化により、生産戸数が減少し、子牛頭数が不足する中、JA からつ畜産部で

は、全農 ET 研究所の協力のもと、管内の優良和牛繁殖雌牛から受精卵を採取し、管内の和

牛、乳牛、交雑種に移植を行い、子牛頭数の拡大に取り組んでいます。 

 

・和牛受精卵移植の取り組み結果（R2．１月から R3．2 月までの実績） 

 R2.1.30 R2.4.3 R2.6.18 R2.8.6 R2.11.12 R3.2.18 

移植頭数 73 74 76 61 98 79 

受胎頭数 39 47 39 39 48 
未確定 

受胎率 53％ 64％ 51％ 64％ 49％ 

出生頭数 33 36 35 

まだ出生していないためデータなし 出生率 85％ 77％ 90％ 

事故率 15％ 23％ 10％ 

 

農業生産の拡大につながる取り組み 
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あなたの近くの大きな安心。もっとＪＡ、ずっとＪＡ 

 

 

 

 


