
Ⅵ．財務諸表の正確性等にかかる確認
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平成30年4月6日

いわみざわ農業協同組合

代表理事組合長

(３) 重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。

(２) 業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を検証しており、
重要な事項については理事会等に適切に報告されております。

確　　認　　書

　私は、当ＪＡの平成29年2月1日から平成30年1月31日までの事業年度にかかるディスクロージャー
誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な点において、農業協同組合法施行
規則に基づき適正に表示されていることを確認いたしました。

　この確認を行うに当たり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有効に機能して
いることを確認しております。

(１) 業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整備されております。
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Ⅶ．トピックス・沿革・歩み

１．トピックス

２．沿革、歩み

0 0

 ＪＡいわみざわ地域は、石狩川沿いの東に位置する広大な平坦地にあり、空知の豊

穣な穀倉地帯の一翼を担っています。 

 石狩平野の中央部にあたるこの地域は、泥炭地のため客土による土地改良を進め、

米の大産地となりましたが、近年は転作により玉ねぎやメロン･きゅうり・かぼちゃ・

人参などの野菜、花き、果樹などと農作物も多種にわたって生産されています。 

 地理的にも道内でも有数な炭鉱があったことから明治１５年に三笠まで鉄道が開通

し、古くから交通の要衝として整備され、ＪＲ函館本線・室蘭本線、国道１２号線・

２３４号線が交差し、空港や港にも近く、また道都札幌にも近いことから商流・物流

に適した地域です。 

 気候は石狩湾からの偏西風の影響をうける豪雪地帯ですが、気候は温暖であり、特

に農業には恵まれた日本海型の気象条件にあります。 

 この地理的な好条件下のもとで、今まで以上に食糧基地としての基盤づくりを進め

ています。 

 昭和63年８月、北海道農協大会に向けて農協合併構想が話し合われた際、隣接する

岩見沢市・岩見沢幌向・北海北村・空知大富・三笠市の５農協組合長が「我々も前向

きに考えよう」と意見を交わしたのが端緒であります。 

 地域農業と組合員経済の安定・確立を図り、活力ある将来を考えた地域農業を築く

には、農協事業組織の充実強化が必要であることから、５農協が大同団結し長期展望

に立ち、初期の連合組織の目的を達成しようとする考えのもと合併に向け進められ、

前向きな検討がなされ平成５年２月１日にＪＡいわみざわが誕生しました。 

 合併後も農業を取巻く環境は、農業政策の転換と国内農畜産物の産地間競争がより
一層厳しくなり、ＪＡの産地形成機能と組織基盤を強化するため隣接するＪＡくりさ
わ町とさらなる飛躍のため平成13年２月１日合併をいたしました。 

   
 昭和６３年１２月  「５農協合併研究会」発足 
  平成  ３年 ５月  「南空知広域農協合併推進委員会」発足 
  平成  ４年１１月  合併予備契約 
  平成  ４年１１月  臨時総会 
  平成  ５年  ２月  「いわみざわ農協」発足 
  平成１１年１２月  ＪＡいわみざわ・ＪＡくりさわ町合併検討委員会発足 
  平成１２年  ４月  ＪＡいわみざわ・ＪＡくりさわ町合併推進委員会発足 
  平成１２年１１月  合併予備契約 
  平成１２年１１月  臨時総会 
  平成１３年 ２月  新生「ＪＡいわみざわ」発足 
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◆ ＪＡいわみざわの歩み 
 
 平成 ５年 ２月  Ａコープ鉄北店新築 
 平成 ５年 ８月  大富支所資材店舗新築 
 平成 ５年１０月  ＪＡ旅行センター業務開始 
 平成 ６年１０月  滝ノ上支店移転オープン 
    〃       玉葱加工施設完成 
 平成 ８年  ８月  玉葱選果施設完成 
 平成 ８年  ９月  園芸廃棄物処理施設完成 
 平成 ８年１０月  美園給油所新築オープン 
 平成 ８年１１月  「情熱米」発売 
 平成 ９年  ４月  子会社㈲グリーンプラン設立 
 平成 ９年 ９月  情熱米ターミナル完成、大富ばら施設改修完成 
 平成 ９年１０月  精米施設取得 
 平成 ９年１１月  ふれあい愛情ハワイ旅行実施 
 平成 ９年１２月  セレモニーホールオープン 
 平成１０年１１月  北村米穀乾燥調製施設完成（夢あふれる情熱米・きたむら） 
 平成１１年  ９月  北村低温農業倉庫完成、北村籾殻堆肥・籾殻くん炭製造施設完成 
 平成１１年１１月  石油配送センター完成 

 平成１２年  ７月  Ａコープ三笠店改装オープン 

 平成１３年  １月  資材センター・グリーンショップ移転改装オープン 

 平成１３年  ７月  Ａコープ二条店改装オープン 

    〃       穀類集出荷調製施設・多目的倉庫完成 
 平成１４年  ７月  ＪＡ直営「農産物直売所」オープン 
 平成１４年  ９月  未ら来る米ステーション多目的倉庫完成 

 平成１５年  ８月  女性部加工実習室「愛農夢キッチン」完成 
 平成１５年  ９月  胡瓜選別施設完成 
 平成１６年  ２月  ＪＡいわみざわ事業利用総合ポイント制開始 
 平成１７年 ８月  玉葱風乾施設更新 
    〃       玉葱堆肥排水処理施設更新 
 平成１７年  ９月  三笠コミュニティー店舗オープン 
 平成１７年１０月  ｢情熱収穫祭｣開催 
 平成１８年  ３月    全中優良農業協同組合受賞 
 平成１９年 ４月  上幌向出張所を自動車サービスセンターに改装 
 平成１９年 ６月  穀類集出荷調製貯蔵施設増設 
 平成１９年 ９月  北村半乾施設仮置倉庫新設 
 平成１９年１０月  美園給油所セルフ化オープン 
 平成１９年１１月  Ａコープ幌向店増床 
 平成２０年 ４月  「ＪＡいわみざわ地域農業振興センター」開所 

    〃       幌向給油所リニューアルオープン（セルフ化） 
 平成２０年 ９月  石油配送業務 ＪＡＯＣに移行 
    〃       未ら来る米ステーション仮置倉庫 完成   
 平成２１年 ９月  給油所 アロックシステム 導入 
 平成２２年 ５月  美園給油所 洗車機リニューアル 
 平成２４年 ３月  Ａコープ二条店閉店 
 平成２４年 ４月  Ａコープであえーる店オープン 
 平成２４年１０月  穀類貯蔵低温倉庫新設 
 平成２４年１１月  Ａコープ栗沢店リニューアルオープン 
 平成２５年 ４月  Ａコープ北村店リニューアルオープン 
 平成２５年 ５月  金融・共済窓口リニューアル 
 平成２５年 ７月  岩見沢市アンテナショップオープン 
 平成２５年 ８月  最上給油所閉店 
 平成２５年１１月  資材倉庫新築 
 平成２６年 ５月  上幌向事務所閉鎖 
 平成２６年 ８月  穀類貯蔵低温施設新設  
  平成２７年 ２月  資材店舗センター化開始  
 平成２７年 ３月  営農資材センター 資材店舗オープン 
 平成２７年 ４月  営農経済部門機構改革 
  平成２８年  ２月    農林中央金庫「ＪＡバンク優績表彰」受賞 
    〃             子会社㈲グリーンプラン解散 
 平成２８年  ３月    全中優良農業協同組合受賞 
    〃       穀類低温倉庫新設  
  平成２９年 ３月  仮置倉庫新設 
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本 所 岩見沢市２条西１丁目１番地 (0126) 25-2211

営農販売本部 岩見沢市桜木１条１丁目１ (0126) 22-6924

営農資材ｾﾝﾀｰ 岩見沢市桜木１条１丁目９ (0126) 22-3426

岩 見 沢 支 所 岩見沢市桜木１条１丁目１ (0126) 22-3533

幌 向 支 所 岩見沢市幌向南１条２丁目１２１番地 (0126) 26-2111

北 村 支 所 岩見沢市北村栄町３５番地 (0126) 56-2111

大 富 支 所 岩見沢市北村豊正６４９番地 (0126) 55-3111

三 笠 支 所 三笠市幸町１２番地 (01267) 2-2581

栗 沢 支 所 岩見沢市栗沢町本町１６３番地 (0126) 45-2111

農業協同組合

平成30年4月　発行


