
平成 30 年度 准組合員モニター 

 

（同様の意見は集約させていただいております。） 

№ 部署 項目 意見・要望 回答 

1 産直 
イベント 
サービス 

様々なイベントを実施・開催してほし
い。 
①寄せ植えづくり 
②プランターの野菜作り 
③花に関しての説明等 
④ジャム作りなどの体験教室 
⑤漬物作りなどの教室 
⑥イベント等でＪＡグループ愛知の
特産品を説明、販売 

⑦今まで以上に体験や試食、くじ引き
などを実施 

グリーンセンター津島店では月に１
度ポイントカードによる抽選会を実
施しております。また①②⑤について
も年 1回開催しております。お客様に
来店して楽しんでもらえるよう、年間
行事として各種体験教室などを盛込
み、イベントの企画を計画してまいり
ます。また今後は園芸の楽しさを知っ
ていただける催し物なども開催して
まいります。 

2 産直 
イベント 
サービス 

グリーンセンター内に飲み物の飲め
る休憩できるスペースがあるといい
と思う。またＪＡならではのサラダバ
イキングやモーニング、ランチなどが
出来ると尚良い。 
 
レストラン（食べ放題１，０００円前
後）やコーヒーショップをやってほし
い。グリーンプラザおおぶや瀬戸グリ
ーンセンターで取り組んでいる食堂
をやってほしい。 

お客様にはゆっくりとお買い物をし
て頂きながら地元の食材もＰＲでき
る場として非常に参考になるご意見
ありがとうございます。しかし店舗の
建築にかかる法律関係など様々な問
題もありますので、現状では厳しい状
況です。 

3 産直 
イベント 
サービス 

高齢化が進んでいるため、消費者に寄
り添ったサービスの展開を期待。コン
ビニ等で進められている宅配サービ
スなど。 
 
シニアに対してのサービス（割引、ポ
イントのプラスなど）があるといいと
思う。 

現段階では計画しておりませんので
ご了承願います。 

4 産直 
イベント 
サービス 

菜々耕房では土日に店外のテントで
みかん等の箱売りを行っているが、現
金のみの取扱であるため不便。ＪＡカ
ードを利用したいので店内での販売
をお願いしたい。 

店頭では店内ＪＡカード利用よりお
買い得になる価格設定をしておりま
すのでご理解をいただきたいと思い
ます。 

5 産直 レイアウト 

店舗内に良かったことなど来店者が
コメントできる黒板等があると書き
こむことができていいと思う。 
（例：イチジクが美味しかったよ。こ
んな品種もあって買ってみたよ等） 

3 月 1 日より意見箱を設置し、お客様
の声を反映できるよう取組んでまい
ります。 

6 産直 レイアウト 十四山店の店舗入り口が殺風景。 
季節に応じた花苗、観葉などで入口の
活性化を図ります。 

7 産直 レイアウト 

店内でカートを使うと通路が狭く利
用しにくい。高齢者の利用増加ととも
にカート使用者も増えると思うので、
スペースを広げる工夫があるとよい。 

現在の施設で考えると通路幅もでき
る限り設けた売場展開をしておりま
すのでご理解賜りたいと思います。 

8 産直 商品 

贈答用の果物の詰め合わせを購入し
たが、下段が腐りかけていたことがあ
った。 

大変申し訳ございません。今後はより
一層商品チェックを行い、新鮮な商品
の提供をしてまいります。 
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№ 部署 項目 意見・要望 回答 

9 産直 商品 

津島店の花や苗について入荷したす
ぐは良いものが揃っているが、日が経
つにつれ品薄になったり品質が落ち
てしまう。良いものが無い場合は別の
園芸店で購入することが多い。 

常に新鮮な苗の提供ができるよう仕
入の強化、品質チェック、商品管理及
び従業員の教育にも強化してまいり
ます。 

10 産直 商品 
個人出荷苗のポットにも品種を記入
してほしい。たくさん購入するときに
どの苗かわからなくなる。 

現在は各生産者のトレーごとに品種
を提示しておりますのでご理解を賜
りたいと思います。 

11 産直 商品 

野菜などは新鮮で安いですが、切花の
数が少なく、少し高い。 
 
自分にメリットがあると思えば誰で
もＪＡを利用すると思うので、いろい
ろな企画で魅力あることを行ってほ
しい。良いもの、新鮮なものを売って
いるのは分かりますので、一般の店よ
りほんの少しでも安いと思えば購入
すると思う。 

品薄対策として昨年度より津島店・十
四山店の産直会員交流を開始しなが
ら農産物の品揃え強化を図っており、
価格も市況価格ならびに競合店の調
査も行っております。さらに、「安全・
安心・新鮮」な農産物をお値打ちな価
格で提供できるよう努力してまいり
ます。 

12 産直 商品 

朝一番はたくさんの商品があるが、午
後から行くと商品が少なく売れ残り
しかない。午後からも商品の追加補充
をしてほしい。 
 
昼過ぎ（１５時以降は特に）には産直
品が売れてしまい何も無い日がある
ので、追加で納品してほしい。 
 
グリーンセンターには昼から利用す
ることが多いため、農産物は売れ残り
を買うようなもの。農産物を昼からも
購入できるように、品揃えを豊富にし
てほしい。 
 
土日は１３時ごろでも売切れている
商品が多く、品揃えが少ないので補充
を検討してほしい。 
 
加工品などの品揃え等工夫し、午後か
らも産直品がもう少しあると便利。 
 
閉店時間は午後３時くらいでいいと
思う。ほとんど野菜が無いので。 

両グリーセンターの産直会員も高齢
化に直面し、昼からの品揃えも課題の
一つです。今年度から担い手の育成に
も力を入れており農業塾、就農塾を開
催し、新たな産直会員の育成に励み農
産物の増量を図っております。 
また品薄な商品に対しては当管内の
共撰品（市場流通品）などの仕入も強
化し、午後からの商品確保に取り組ん
でおりますのでご理解を賜りたいと
思います。 
 

13 産直 ソムリエ 

珍しい野菜や新しい野菜の調理方法
や特色を書いたＰＯＰの設置をする
と良い。 
 
珍しい野菜を美味しく調理するため
に、実演販売等を通して紹介してほし
い。 

今後は各店舗にて食育ソムリエ担当
者にて地元野菜や珍しい野菜を使っ
ての調理方法の紹介をしてまいりま
す。 
 

14 産直 ソムリエ 

野菜ソムリエの試食をさせていただ
いているが、いつ試食会があるのか分
からない。ポスターやＰＯＰで次回予
告の案内を行う、もしくは曜日指定な
どにしていただき、恒例となるとい
い。 

現在、津島店では毎週木曜日、十四山
店では隔週金曜日に試食会を開催し
ております。今後は毎月の行事カレン
ダーへの掲示などを行い活動の告知
をしてまいります。 
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15 産直 レジ対応 

男性の職員の方がまだ慣れていない
のか、レジの袋詰めの際に全部一緒に
入れられたことがあった。 

定期的なチェッカーの研修会を行い、
顧客満足度の向上に努めてまいりま
す。 

16 産直 レジ対応 

グリーンセンターのレジが朝９時～
１０時は混雑している。土日やお盆
前、正月前は特に混雑している。 
 
開店後１時間ほどは、大変レジが混雑
するので台数や対応人数を増やして
ほしい。 

現在の売場面積を考えるとレジの増
台は難しいですが、混雑時にはレジ対
応を優先して人員を増員させ対応し
てまいりますのでご了承いただきた
いと思います。また店内アナウンスな
どをかけながらお客様の誘導にも心
掛けてまいります。 
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（同様の意見は集約させていただいております。） 

№ 部署 意見・要望 回答 

1 営農 

苗、肥料、農業用品は安価で品揃えが良
いため１店舗で揃うので助かっている。
多量購入の際に車への積み込み作業の手
伝いや配達、ネット販売もしてほしい。 
 
グリーンセンターで購入した商品を自宅
へ届けてくれるサービスの検討をしてほ
しい。 

購入時、職員にお声を掛けていただけれ
ば積み込み対応させていただきます。ま
た配達、ネット販売、宅配サービスにつ
きましては要望としてお受けしました
が、現在計画はしておりませんのでご了
承ください。 

2 営農 

テレビでも放送されていたが、肥料価格
がホームセンターより高いと思う。 

ご意見ありがとうございます。近隣ホー
ムセンター、他ＪＡなどの価格調査を定
期的に実施するとともに、仕入ロットの
拡大を図りながら努力していきます。 

3 営農 

家庭菜園をしているので、花や野菜作り
の肥料や剪定のアドバイスがもらえる機
会がほしい。 

現在は年 1 回剪定教室も開催をしており
ます。また花や野菜などの栽培教室は次
年度より年間行事として計画してまいり
ます。 

4 営農 

農業をする方の高齢化で、生産が少なく
なってきていると聞く。私は出来るだけ
地元の食材を使い、体に良いものを食し
たいと思う。 

貴重なご意見ありがとうございます。地
域の方に地元農産物の消費拡大ができる
よう当ＪＡとしても担い手の育成にも力
を入れ、より多くの方に新鮮な農産物の
提供に努めてまいります。  

5 営農 

野菜を作り農産物直売所に出品したい。 野菜づくりとして、当ＪＡでは年１回農
業の基礎知識を学ぶ農業塾および専門知
識を学ぶ就農塾の参加を募集し、年間講
座として進めています。農業塾に参加さ
れた方に、産直部会加入をすすめていき
ます。また就農塾では産直出荷を前提と
して担当職員がフォローさせていただい
ております。 

6 営農 
野菜の作り方などの栽培指導講習を行っ
てほしい。 

次年度より両店舗にて野菜・花の栽培講
習会なども計画しており、チラシ等で店
内掲示にてご案内させていただきます。  

7 営農 

この准組合員モニターに参加し、初めて
収穫体験をした。このような収穫体験を
増やしてほしい。 

現状は１１月に開催する【ＪＡあいち海
部フェスタ】での収穫体験をはじめ、Ｊ
Ａあいち経済連等と連携した収穫体験も
実施しております。次年度の准組合員モ
ニターにおいても、収穫体験を実施する
予定です。 

8 営農 
農作業のアルバイト情報を知らせてほし
い。 

現状は当ＪＡが窓口となって、そのよう
な情報提供は実施しておりませんので、
ご了承願います。 

9 介護 

母の介護をＪＡのケアマネージャーさん
にお願いをしていますが、電話対応がい
つも良くなく残念。そのため極力電話は
避け、ＦＡＸやメールをするが翌日以降
にしか返ってくることが無く、素早い対
応を期待する。 

電話対応や接客態度には常に丁寧に対応
するよう心掛けていましたが、この度は
不快な思いをさせてしまい申し訳ござい
ませんでした。 
今後は相談内容を聴いて、現状を理解し
利用者の皆様のお困り事や不便さに共感
したうえで、素早く対応策を提示できる
ように努めさせていただきます。 

10 企画 

愛知県内にある他地域の直売所への見学
ツアーなどがあればぜひ参加したい。（豊
田・三河地区等） 

昨年度開校した組合員大学や部会の研修
等では他ＪＡの産直施設への視察を実施
しております。他の企画においても趣旨
に合ったものであれば他地域への視察も
検討させていただきます。 
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№ 部署 意見・要望 回答 

11 企画 

料理教室や収穫体験に参加してみたい
が、情報が届かない。 

当ＪＡにおいても様々なイベントを実施
しています。募集については毎月発行の
広報誌やホームページでのイベント情
報、グリーンセンターでのポスター掲示
などでお知らせしていますので、ご確認
いただき是非とも参加をお願いします。 

12 企画 

利用者の興味のあることやサービスをし
ていても、宣伝が足りないため情報が伝
わってこない。 
 
ＬＩＮＥでお得な情報を知りたい。 

情報発信力の強化は課題として捉えてい
ます。現在、毎月発行の広報誌やホーム
ページ、グリーンセンターでのポスター
掲示などでイベント等の情報周知を図っ
ていますが、同様のご意見を頂く機会も
多く、今年度はより多くの人に知っても
ら う た め に 昨 年 ８ 月 か ら Ｓ Ｎ Ｓ
（Facebook）にも取組み、様々な媒体で
情報を発信しています。今後は職員教育
を通じて職員一人一人がＪＡ広報担当者
としての意識を持ち、組合員・利用者の
皆様に広く情報を提供できるよう努めて
まいります。 

13 企画 

以前、「暮らしのガイドブック」に直売所
の割引券が付いていたことがあったの
で、そのようなサービスがあると足を運
ぶきっかけにもなり嬉しい。 

「暮らしのガイドブック」及びクーポン
券のご利用ありがとうございます。現時
点ではガイドブックでのクーポン券はご
ざいませんが、冬の定期貯金キャンペー
ンでグリーンセンターにてご利用いただ
ける農業応援チケットコースを設けてい
ますので機会があれば是非ともご利用く
ださい。 
「暮らしのガイドブック」については検
討させていただきます。 

14 企画 

イベント時は駐車場が混雑しており大変
で近寄ることができない。もっとスムー
ズに案内してくれると良い。 

ＪＡ祭りやグリーンセンターのセール時
は警備員を配置していますが、駐車場の
スペースにも限りがあり、苦慮している
ところであります。出来る限り安全でス
ムーズな誘導に心がけてまいります。 

15 企画 

ポイント交換で観劇が無くなったので再
開を希望。 

観劇招待の空席有効活用を目的にポイン
ト会員限定企画を実施しておりましたが
中日劇場の閉鎖に伴い、御園座では席数
確保が困難となり昨年度より会員企画を
廃止させていただきました。 
現在、ポイント交換での観劇招待は検討
しておりませんが、今後同様の要望を多
く頂いた際には別の企画での検討も必要
と考えております。 

16 金融 

観劇招待に准組合員は参加できないの
で、多少の出資をしてでも参加できるよ
うにしてほしい。 

観劇招待は組合員資格に捉われず全ての
利用者を対象とし、ＪＡの金融事業・共
済事業・経済事業・生活事業部門の利用
度に対する奨励として年１回１１月頃に
招待をさせていただいております。基準
となる具体的な金額等は個人の情報の特
定につながる恐れがあることから控えさ
せていただいております。 
また、出資に関しましては現在増資の受
付を行っておりませんのでご理解願いま
す。 
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17 共済 

自動車共済に関しては単に同条件のまま
継続を促すだけでなく、最適な条件を提
示し変更を勧めるといいと思う。事故の
際の説明など分かりにくい部分はパンフ
レットを渡すなどして、年齢に応じた条
件変更をオススメしてほしい。 

内部研修を通じ窓口担当者に継続確認時
における契約内容の確認およびお勧めプ
ランの提示を今まで以上に徹底します。
またご来店時にはパンフレット、チラシ
等を活用し分かりやすく説明するよう努
めてまいります。   

18 生活 

冬は灯油を利用することが多いため、他
より価格が安いと良いと思う。 

ＪＡＳＳでは毎年１０月中旬から２月下
旬ごろまで曜日限定で灯油の特売デー
（１ℓあたり３円引き）を実施していま
す。また、灯油定期配送については、通
常の配送料金から２円引きで配送してい
ますので、ぜひご利用ください。 

19 総務 

信用・共済担当の職員は暗い対応者が多
く、にらみつけるような態度を時々拝見
するので、もう少し笑顔で親しみやすい
態度を願う。 
 
購買関係の問いかけに対して返答でき
ず、２～３人伝いでやっと答えが得るこ
とがよくある。職員の知識研修はどのよ
うにされているのか、また研修という手
間になることは除外されているのか。 

誠に申し訳ありません。お詫び申し上げ
るとともに、職員教育に徹します。 

20 総務 

公的な堅苦しさがあるため、暖かみのあ
る和やかな職場作りを希望。入店する際
に各支店に寒々しい空気を感じるので、
サービス業として民間企業並の活気がほ
しい。 

貴重なご意見ありがとうございます。 
再度、研究・勉強し、暖かみのある和や
かな職場作りに努めます。 

21 総務 

准組合員の出資額は低く定められている
ため、上限を広げ出資に協力できると良
い。 

現在、正組合員も准組合員も、１００口
1 万円の出資金で加入頂いております。
現在、増資も募っていません。ご了承く
ださい。 

22 総務 

弥富市には弥富、鍋田、十四山支店があ
るが自宅から距離が離れている。菜々耕
房の近くにＡＴＭがあるが、できれば金
融の支店を作ってほしい。 

要望としてはお受けしましたが、今後も
支店を増やす計画はしておりませんので
ご了承ください。 

23 総務 

平日働いている人が窓口を利用しやすく
なるよう、土日の一部で営業してほしい。 

今後の検討材料として、承ります。 
共済では一部の支店で相談会を開催して
います。 

24 総務 
他ＪＡ（大府など）の賑わっている場所
に行き、職員の研修や参考にするのはど
うか。 

貴重なご意見ありがとうございます。 
 

25 総務 

町おこしやボランティアなど、ＪＡから
と思われる行動を職員が考案すべき。 

現在、各支店で地域の行事に参加するこ
とも始めています。今後も職員自ら考え
る職場会という会議体で検討するように
投げかけます。 

26 総務 

郵便局も民営化したように、ＪＡも民営
化に向かって全ての人に選ばれる事業・
サービス業にすべき。親しみやすく地元
の人に支えられる発展を望む。 

法で守られているところもありますが、
ＪＡは協同組合組織であり、民間と同じ
です。また、農協法で組合員外の利用に
ついては利用率制限が設けられておりま
す。 

27 総務 

買い物ついでに悩みことや困りごとの相
談所があれば立ち寄りたい。 

グリーンセンター津島店であれば、本
店・北部営農センターの各窓口へ、菜々
耕房であれば、金融・共済関係の相談窓
口はございませんが、その他については
南部営農センター、生活部の窓口にご相
談ください。 
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№ 項目 意見 

1 営農 
グリーンセンターでは生産者の名前が記載されているので、安心して食べることが
できる。 

2 営農 
近隣の桑名あたりの「しぐれ煮」や「なごやん」など手土産もグリーンセンターで
購入できるのは良いと思う。 

3 営農 
今後も事業やサービスを利用していきたい。野菜など、形が悪くても新鮮、安全で
あれば購入したい。 

4 営農 
地産地消を推進することは食を守り育てることにつながり、ＪＡはとても意義のあ
ることをなさっていると思う。今までどおり地域密着型で、地元の人に愛される店
であってほしい。 

5 営農 

食の安全は深刻な問題であり、特に子どもたちには安全な野菜を食べさせたいと思
っている。幼稚園や義務教育では食農体験が豊富ですが、大人になるにつれ減って
しまう。まずは小さいお子様がいるような若い家庭をターゲットとし、ベランダ（プ
ランター）で出来る野菜作り等を勧め、興味関心を持ってもらうことが大切。 

6 営農 
子どものころからの食農教育が特に必要だと感じており、ＪＡとしてさらに力を入
れてほしい。 

7 営農 十四山店の野菜の詰め放題はとてもお得感を感じた。 

8 営農 
農家の方が経済的にも安心して野菜を育てることができ、私たちも安全な野菜を食
べることができるサイクルを守ってほしい。もっと身近に地域の農畜産物が親しめ
るよう、料理や交流の場が増えるといい。 

9 営農 
産直は地域と密接に繋がっており、地場産業の発展にとてもいいと思う。遠方に住
む知人も利用しているようで、レンコンなど地域の特徴を生かした品揃えが大切。
野菜苗や花苗、切花も種類が豊富で良い。 

10 営農 畑を借りて少し作っているので苗や種などはグリーンセンターで購入している。 
11 営農 菜々耕房によく行くが、接客・サービスについて大変良い。 
12 営農 これからも新鮮な野菜や花を購入できるグリーンセンターの充実を願っている。 

13 営農 
農業をする方の高齢化で、生産が少なくなってきていると聞く。私は出来るだけ地
元の食材を使い、体に良いものを食したいと思う。 

14 営農 食は生きるうえで欠かせないので、ＪＡには農業を支える核として期待している。 
15 営農 安全・安心な地元農産物を今後も取り扱ってほしい。 

16 営農 
地域の人が地元野菜を使う機会が多くなるように安心安全な農産物を販売してほし
い。 

17 営農 

先日、剪定教室に参加したが、近くの畑に連れていってもらい、みかんの樹の枝の
はらい方など実際に教えていただいた。購入した果物の苗木をうまく育てるために
も、講習は本当に嬉しい。作っていただいたものをＪＡで購入するのも楽しいが、
自分で育てる楽しみのためにこのような講習・サービスを受けられるのはありがた
い。 

18 営農 援農ボランティアについては興味があるが年齢的にも体力的にも厳しい。 

19 営農 
このようなアンケートを通して、今よりももっと改善されることを期待。ＪＡの野
菜が大好きで、買い物に行くのが一つの楽しみになっている。 

20 営農 准組合員モニターに参加し、ＪＡの取組みなど話しを聞けたことはよかったと思う。 

21 営農 
前回の准組合員モニターではじゃがいも収穫体験に参加でき、とても嬉しい。近所
の方にも配り、大変美味しいと好評だった。 

22 営農 産直コーナーに生産者の写真など紹介があれば、より親しみを感じる。 

23 営農 お盆・年末年始の営業時間を３０分早めてほしい。 

24 営農 百貨店や限られた店舗でしか手に入らない品物のコーナーがあると楽しい。 
25 企画 ポイントカードのポイント獲得が嬉しい。 

26 金融 
貯金の金利に関しては、キャンペーン時は特に近隣の金融の中ではトップだと思い
ます。 

27 金融 
貯金「結いの恵」が利息もよく、農産物の抽選特典がありとても気に入っている。
以前当選しとても嬉しかった。他の金融機関に無い取組みでとても良い。 

28 金融 両替した際に他行では有料であったが、ＪＡでは手数料がかからず助かった。 
29 金融 ＪＡの預金金利が高いので、利用している。 

30 金融 信用（預金）や共済事業を利用しています。共済事業業が出来なくなることは困る。 
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№ 項目 意見 

31 金融･共済 
定期貯金の金利が低くなってきている。また、共済の配当の歩留りも低くなってき
ている。最近の低金利では無理かもしれないが、少しでも高くしていただきたい。 

32 共済 結いの恵を利用しており、抽選商品が楽しみ。長く続けてほしい。 

33 共済 
身近なＪＡということで車の共済をＪＡに切り替えた。満期の際の案内や確認など
お願いします。安心を感じる保険だと思っているので。 

34 総務 
ＪＡを身近に感じることが一番だと思うので、これからも地域の相談窓口としてあ
りつづけてほしい。 

35 総務 
昨年、ＪＡなごや富田店でのイベントに行き、ＪＡ職員や農家らしき人たちで運営
しているようだった。野菜や五平餅など安価で購入でき、行列に並んでまでもまた
行きたいと思った。 

36 総務 
准組合員利用規制について、今回のアンケートで初めて知った。非農家である私た
ちはＪＡにとても感謝していますし、組合員として仲間にしていただいていること
も喜んでいる。ぜひ今までどおり事業の利用を規制しないでほしいと切に願う。 

37 総務 
農家だけではＪＡ自己改革の目標達成には難しいと思う。農家や日本の農業を応援
したいと思っている准組合員は、規制しない方が良い。 

38 総務 

これからの農業を考えると、後継者問題や関税問題、輸入野菜など先行きは明るい
とは思えない。農家の方だけで解決できるとも思えない。私たちのような准組合員
も支援できることを増やしてよりよくしていきたいですが、大きなことができませ
んので、イベントに参加しやすい仕組みやお得感のある事業などが増えていけばい
い。 

39 総務 准組合員は利用規制などせず、むしろ拡大充実すると良い。 

 


