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◇採用人員および職種等

◇応募資格
　平成３１年３月卒業見込みの者

◇応募資格
・大学・短大（専門学校含む）
　202３年３月卒業見込みの者
・卒業後３年以内で就業経験のない者

◇応募要領
　（１）応募受付期間
　　　 2022年４月20日（水）～５月１2日（木）
　　　 必着

　（2）提出書類
　　　 自筆履歴書（写真貼付）、卒業見込証明書、
　　　 成績証明書

◇採用試験
　（１）試験日
　　　2022年５月20日（金）

　（2）試験会場
　　　ＪＡ越後おぢや本店

　（３）試験科目

◇採用時期
　202３年４月

◇勤務条件
　（１）初任給／①大学卒　　　１７５，000円
　　　　　　　 ②短大卒　　　１５９，200円
　（2）賞　与／年2回（７月・１2月）、事業実績に
　　　　　　　 より年度末（2月）支給
　（３）手　当／家族手当、通勤手当、超過勤務手当
　（４）昇　給／年１回
　（５）退職金／規定に基づき支給
　（６）社会保険／
　　　　　　　 健康保険、雇用保険、労災保険、
　　　　　　　 厚生年金
　（７）勤務時間／
　　　　　　　 午前８時３0分から午後５時
　　　　　　　 （事業所により時間差出勤有り）
　（８）休日・休暇等／
　　　　　　　 ①休日　�日曜日、国民の祝日に関す

る法律に定めた日、年末・
年始、第2・第３・第４土
曜日、事業場により１年変
形労働時間制

　　 　　　　　②休暇　�年次有給休暇制度、特別休
暇制度、育児休暇制度、介
護休業制度

学卒別対象者 採用人員 職種等
大学・短大（専門学校含む） 若干名 一般職（営業も含む）
大学・短大（専門学校含む） 若干名 技術職（車輌・農機）

区分 第１次試験 第２次試験

内容

筆記試験（言語理解・計数理解）
８0分

適性検査� ４0分
作文（８00字以内）�６0分
※試験会場にてテーマを指定

〈面接試験〉
第１次試験
合格者対象

202３年度春　新規学卒
職 員 採 用 募 集 要 項

提出先・問い合せ先
ＪＡ越後おぢや　総務部総務課　大矢
住　所：小千谷市城内４丁目１番55号
電話番号：02５８－８３－３４2１
E��-��m��a�i：soumu2@ja-e-ojiya.com

◀就職説明動画はこちら

令和４年度
新入職員の
ご紹介

未来のＪＡ越後おぢやを担う
新入職員が入組しました!

川
かわ

上
かみ

　乃
の

愛
あ

総務部　企画管理課
ＪＡ職員として、どんな仕事にも責任感を持ち、正確に
かつ丁寧に仕事をしていきたいと思います。
組合員・地域の皆様に寄り添うことができる職員を目指
し、日々精進していきます。

ＪＡ本店などで研修を行った後、部署に配属され、
業務に当たります。よろしくお願いいたします。
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4/29
（金）

4/30
（土）

5/1
（日）

5/2
（月）

5/3
（火）

5/4
（水）

5/5
（木）

【肥料・農薬等の購入】 ８：３０～
１７：００

８：３０～
１７：００

８：３０～
１７：００

８：３０～
１８：００

８：３０～
１７：００

８：３０～
１７：００

８：３０～
１７：００総合営農経済センター

片貝営農経済センター ８：３０～
１２：００

８：３０～
１２：００ 休業 ８：３０～

１７：００
８：３０～
１２：００

８：３０～
１２：００

８：３０～
１２：００

千田園芸資材センター 休業 ８：３０～
１２：００ 休業 ８：３０～

１７：００ 休業 休業 休業

【車の修理】
小千谷・片貝車輌農機
センター

休業 ８：３０～
１７：００ 休業 ８：３０～

１７：００ 休業 休業 休業

【農機具の修理】
小千谷・片貝・南部車輌
農機センター

８：３０～
１７：００

８：３０～
１７：００

８：３０～
１７：００

８：３０～
１７：００

８：３０～
１７：００

８：３０～
１７：００

８：３０～
１７：００

片貝給油所 ７：００～
１９：００

７：００～
１９：００ 休業 ７：００～

１９：００
７：００～
１９：００

７：００～
１９：００

７：００～
１９：００

南部給油所 ７：００～
１９：００

７：００～
１９：００ 休業 ７：００～

１９：００
７：００～
１９：００

７：００～
１９：００

７：００～
１９：００

錦鯉センター 休業 ８：３０～
１２：００ 休業 ８：３０～

１７：００ 休業 休業 休業

精米所 休業 ８：３０～
１２：００ 休業 ８：３０～

１７：００ 休業 休業 休業

お問い合わせ
　総合営農経済センター　　☎83－3845　／　片貝営農経済センター ☎84－2367　／　千田園芸資材センター ☎82－2444
　小千谷車輌農機センター ☎83－2506　／　片貝車輌農機センター ☎84－2126　／　車輌農機南部営業所　 ☎86－2574
　片貝給油所　　　　　　　☎84－3553　／　南部給油所　　　　　 ☎86－2163　／　錦鯉センター　　　　 ☎59－2005
　精米所　　　　　　　　　☎82－0169

〇堆肥センター（全日営業）……………………  営業時間　８：３０～１７：００　　☎８２－３３７０
〇訪問介護室（全日営業）………………………  営業時間　８：３０～１８：００　　☎８３－３４２０
〇虹のホールおぢや（全日営業）………………  ☎０１２０－８３－３９０７（フリーダイヤル、24時間受付）
〇自動車事故受付窓口【JA共済】
　ＪＡ共済事故受付センター　事故などの場合には ……………… ☎０１２０－２５８－９３１（フリーダイヤル、24時間受付）
　ＪＡ共済サポートセンター　レッカー移動や故障時の応急 …… ☎０１２０－063－９３１（フリーダイヤル、24時間受付）

令和4年 ゴールデンウィーク営業日程のお知らせ

なお、千田園芸資材センターにつきましては、例年同期間は土曜日の営業を行っていましたが、農
繁期の営業時間変更を行わず、千田プラザ店と同様の営業時間（平日８：３0～１７：00）といた
します。ご理解をお願いします。

４月から１0月までの間、下記センターの営業時間が変更となります。

農繁期の営業時間変更のお知らせ

総合営農経済センター
平日 …………… ８：３0〜１８：00
土・日・祝日 … ８：３0〜１７：00

片貝営農経済センター
平日 ………… ８：３0〜１７：00
土・祝日 …… ８：３0〜１2：00
日 …………… 休業日　　　　　　　

124月 vol.230｜



Ｊ Ａ 情 報Ｊ Ａ 情 報

　令和４年４月１日（金）より、下記の通り組合の機構が変更となりますので、ご確認ください。

組合の機構変更について

旧 新
金融共済部

城川支店

片貝中央支店

金融課

共済課

共済普及課

管理金融課

複合渉外課

千田プラザ店

南部プラザ店

東小千谷プラザ店

四ツ子プラザ店

管理金融課

共済課

複合渉外課

金融共済部

城川支店

片貝中央支店

金融課

共済課

普及課

金融共済課

複合渉外課

千田プラザ店

南部プラザ店

東小千谷プラザ店

四ツ子プラザ店

金融共済課

複合渉外課

金融共済部　　普及課　　　TEL８３−３４2３

城川支店　　　金融共済課　TEL８３−３４2９

片貝中央支店　金融共済課　TEL８４−2３0１（金融についてのお問い合わせ）
　　　　　　　　　　　　　TEL８４−2３02（共済についてのお問い合わせ）

「横断歩行者を守ります」宣言を行いました。
　「横断歩行者を守ります」宣言は新
潟県警察本部の取組で、県内の様々な
団体・企業・事業所等に宣言をしても
らい、横断歩行者を守るための取組を
することで、横断歩行者を守る意識を
高め、悲惨な交通事故の発生を防ぐこ
とを目的としています。
　当ＪＡは「横断歩行者を守ります」
宣言を行い、横断歩行者等に考慮した
運転マナー向上を心掛けます。

※機構図の一部を抜粋しています。
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理事会報告

（１）令和３年１１月末資産査定監事監査報告
について

（２）新潟県常例検査（事後確認）の検査結果
について

（３）１月末経営概況、令和３年度決算見込み、
剰余金処分（案）、税効果会計に関する「将
来の業績予測」、一般貸倒引当金計上にお
ける法定繰入率の採用、固定資産減損会
計の考え方について

（４）収益力向上・収支改善方策の進捗状況及
び令和４年以降の取り組み（案）につい
て

（５）第５次地域営農振興計画並びに第６次総
合３ヵ年計画（案）について

（６）ＡＴＭの廃止（案）について
（７）令和４年度事業計画（案）について

（①基本方針、基本目標について、②損益
計画について、③固定資産取得計画につ
いて、④機構改革並びに要員計画について）

《議　題》

令和４年2月25日開催 定例理事会

（８）令和４年度ＪＡ越後おぢやの自己改
革実践に向けた取り組み概要（案）
について

（９）令和４年度余裕金運用方針（案）に
ついて

（10）令和４年度内部監査基本計画（案）
について

（11）令和４年産米集荷・販売方針（案）
について

（12）令和２年産水田活用米穀（非主食用
米）の最終精算について

（13）規程等の一部変更について
（14）貸出申込みについて
（15）不良債権処理方針及び貸倒損失処理

について
（16）その他運営について
全議案とも可決承認されました

令和４年度　ＪＡ錦鯉市場開催日程
新型コロナウイルス感染防止対策を講じ、錦鯉市場を開催いたします。

４月 ８日 15日 22日 29日

５月 ６日 13日 20日 27日

６月 ３日 10日 17日 24日

７月 １日 ８日
15日
休場 22日

29日
休場

８月 ５日
12日
休場 19日

26日
休場

９月 ２日
９日
休場 16日

23日
休場 30日

10月 ７日 14日 21日 28日 
特別市場

11月 ４日 11日 18日 25日

◇競売開始時間は午後１時
◇毎月第2、第４金曜は、優秀品併設市場と致します。
◇養鯉青年部特別市場（普通市場併設）　10月28日（金）
◇第56回ＪＡ越後おぢや錦鯉品評会　10月23日（日）（予定）
※新型コロナウイルス感染拡大等により、中止若しくは変更となる場合があります。

ＪＡ役員改選にあたり、役員推薦会議で決定された区域別役員定数をお知らせいたします。
区　域 理事 監事 計 区　域 理事 監事 計

城川支店の区域 3人 3人 片貝中央支店 4人 1人 5人
千田プラザ店の区域（旧千田支店の区域） 2人 2人 学経理事 1人 1人
南部プラザ店の区域（旧南部支店の区域） 2人 1人 3人 女性枠理事 2人 2人
東小千谷プラザ店の区域（旧東小千谷支店の区域） 2人 2人 員外監事 1人 1人
四ツ子プラザ店の区域（旧四ツ子支店の区域） 3人 3人 合　計 19人 3人 22人
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▲提供
　南雲　良二さん／山谷

「お化けサツマイモ」

情報提供いただき
ありがとうござい
ました。皆様からの
珍発見情報をお待ち
しております。

▲提供
　国松　俊輔さん／小粟田

「足の長いニンジン」

発見
ナニコレ

珍

あ と が き
　特集に掲載した「地域貢献活動講演会」に
ご来場いただきありがとうございました。私も
撮影しながら、聴いていましたが、藤田先生の
ジョークなどで、笑いが絶えない講演会でした。
家庭菜園を始めてみるのもいいですね。�（し）

４月の行事日程
　２日（土）地域貢献活動（主要道路清掃活動）
� 【ＪＡ管内】
　　　　　　自動車・農業機械展示会（〜３日）
� 【片貝車輌農機センター】
　４日（月）外務活動（〜７日）
　８日（金）錦鯉市場初せり【錦鯉市場】
１２日（火）地区別座談会（東小千谷）
� 【勤労青少年ホーム】
１３日（水）地区別座談会（南部）
� 【南部プラザ店】
１４日（木）地区別座談会（四ツ子）
� 【吉谷トレーニングセンター】
１５日（金）地区別座談会（片貝中央）
� 【片貝総合センター】
１７日（日）クッキングフェスタinおぢや
� 【グリーンパーク】

ローン相談会【本店、片貝中央支店、
東小千谷プラザ店、四ツ子プラザ店】

２０日（水）地区別座談会（千田）
� 【千田プラザ店】
２１日（木）地区別座談会（城川）
� 【グリーンパーク】
上記行事につきましては、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、状況によっては変更また
は中止となる場合があります。ご了承ください。

春の訪れ

　気温が上がり、
雪が解け、春を感
じるようになりま
した。

(3月22日
 撮影地：片貝)

今月の
表紙

JAローン・サンデー相談会
●開催日　４月17日（日）
●時　間　午前９時30分〜午後３時
●会　場　本店
　　　　　片貝中央支店
　　　　　東小千谷プラザ店
　　　　　四ツ子プラザ店

お気軽にご来店ください訃 報 � 2月15日〜3月14日
川口木沢　星野　　和（90）
三仏生　和田　ヨシ（95）
町　裏　太刀川金一（81）
時之島　新谷　ヒロ（96）
三仏生　和田　ミサ（88）
小国町小国沢　小川　　桂（88）
千　谷　新保　キミ（76）
一之町四区　三重堀貞子（94）
城　内　井口四一郎（88）
三仏生　和田キヨノ（93）

土　川　瀨沼　イツ（84）
小国町武石　安澤　幸平（88）
小国町原　北原　藤作（89）
桜町油新田　風間　ユキ（92）
池ヶ原　村山　良子（74）
塩　殿　関　英一郎（94）
　桂　　大渕　　久（88）

（※敬称略）
心からお悔やみ申し上げます
虹のホールおぢや　合掌
24時間年中無休
事前相談承りますJA葬祭

� ２月末日現在

正 組 合 員 数 3，482人
准 組 合 員 数 4，420人
出 資 金 23億 　33万円
貯 金 残 高 648億8，484万円
貸 出 金 残 高 75億7，220万円
共 済 保 有 高 2，256億2，917万円
購 買 品 供 給 高 20億　257万円
販 売 品 販 売 高 22億6，014万円

次回　開催日　５月１５日（日）
　　　会　場　本店

人事情報
●定年退職者
廣井　弘明　営農生産部資材課　３月31日付
� （再雇用）
加藤　幸次　経済部農機課　　　３月31日付
� （再雇用）
●退職者
中村　　雅　総務部企画管理課　　　　２月2８日付
中林　峰子　営農生産部資材課　　　　２月2８日付
永井沙緒里　城川支店複合渉外課　　　３月31日付
原　　春美　片貝中央支店複合渉外課　３月31日付

本誌に掲載しております。
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