
2020 JA HADANO DISCLOSURE26

種　　類 特　　　　色 預入期間 預入金額

総合口座

「ためる、借りる、支払う、受取る」が１冊の通帳にセッ

トされています。必要なときには定期貯金の90％、最

高300万円まで自動的に融資がご利用いただけます。

普通貯金
電気･電話などの公共料金の自動支払、給与、年金の自

動受取などのサービスがご利用いただけます。

出し入れ自由 1円以上
普通貯金無利息型

（決済用）

貯金保険法における「決済用貯金」に該当します。ペ

イオフ発動時においても全額保護対象となる貯金です。

商品性は普通貯金と変わりませんが、お利息が付きま

せん。

貯蓄貯金

預入残高に応じて５段階の利率を適用。流動性も高く

大変便利な貯金です。自動支払、自動受取はご利用い

ただけません。

出し入れ自由 1円以上

定期貯金
短期から長期までプランに合わせた大切な資金運用に

最適な貯金です。

期日指定定期貯金
お得な１年ごとの複利計算で大きく育ち、１年を過ぎ

れば一部でもお払い戻しができます。

据置期間1年

最長3年

1円以上

300万円未満

スーパー定期貯金 市場の動向に応じＪＡが利率を設定します。 1ヵ月～5年 1円以上

大口定期貯金 1,000万円からの大口資金の運用に最適です。 1ヵ月～5年 1,000万円以上

変動金利定期貯金 お預入から半年ごとに適用金利を見直す貯金です。 3年 1円以上

積立式定期貯金

計画的にいつでも、いくらでも積み立てられる貯金です。エンドレス型 定めなし 1円以上

満期型 6ヵ月以上10年以内 1円以上

　ＪＡは、さまざまな事業部門をもった総合的な事業体です。設立は、相互扶助を基本とした農業を

営む組合員によって発足しましたが、今は農業者以外の方も数多く組合員に加入されています。

　以下に、「ＪＡはだの」の主な事業についてご案内いたします。

１．金融事業
　ＪＡの金融事業は、貯金、融資、為替などいわゆる一般金融業務を行いながら、ＪＡ・県信連・農

林中金という三段階の組織が有機的に結びつき、ＪＡ系統金融として大きな力を発揮しています。

（１）貯金業務
　組合員はもちろん、地域住民の皆さまや事業主の方々などからの貯金をお預かりしています。

　普通貯金、当座貯金、スーパー定期、自由金利型定期貯金、定期積金、総合口座などの各種貯金を

目的・期間・金額に合わせてご利用いただいております。

主
な
業
務
の
内
容

主な貯金商品のご案内

主な業務の内容
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種　　類 特　　　　色 預入期間 預入金額

財形貯金
お勤めの方の生活設計のために給与・ボーナスから天

引きし、計画的に貯蓄いただく貯金です。

一般財形 貯蓄目的は自由です。お利息は課税扱いとなります。 3年以上 1円以上

財形年金

ゆとりある老後のために年金資金を貯蓄する貯金です。

財形住宅と合算して550万円までお利息が非課税とな

ります。預け入れ対象は55歳未満の方に限ります。

5年以上 1円以上

財形住宅

住宅の取得・増改築のための資金を貯蓄する貯金です。

財形年金と合算して550万円までお利息が非課税とな

ります。預け入れ対象は55歳未満の方に限ります。

5年以上 1円以上

定期積金
毎月の掛金と契約期間を決めて積み立てていく、将来

の計画実現のための資金づくりに最適な貯金です。

6ヵ月以上

5年まで
1,000円以上

当座貯金
営業資金の決済口座として、小切手・手形をご利用い

ただける便利な貯金です。
出し入れ自由 1円以上

通知貯金 多額資金の短期間の運用に最適な貯金です。 7日以上 5万円以上

納税準備貯金
国税・地方税の納付のための納税資金を準備する目的

で預け入れる貯金です。

入金自由

引き出しは納税時
1円以上

譲渡性貯金
まとまった資金を短期運用するのに有利な貯金です。

満期日前に譲渡することもできます。

2週間以上

5年未満
1,000万円以上

種　　類 特　　　　色 期　間 融資額

農 業 資 金 農業経営に必要な資金にご利用いただけます。 35年以内
所要資金の
範　囲　内

農 機 ハ ウ ス ロ ー ン
農業用設備の購入等に必要な資金にご利用いただ
けます。

15年以内
3,000万円以内
（組合員のみ）

アグリマイティー 資 金
農業生産に直結する資金、農産物の加工・流通・
販売に関する資金にご利用いただけます。

運転資金10年以内
設備資金20年以内

所要資金の範囲内
（組合員のみ）

事 業 資 金
共同住宅・貸店舗などの建設・改修資金にご利用
いただけます。

35年以内 所要資金の範囲内

住 宅 ロ ー ン＊ マイホーム資金（住宅資金・新築など）としてご利
用いただけます。

35年以内
1億円以内

（組合員のみ）

小 口 住 宅 ロ ー ン＊ マイホームの新築・購入、お借り換えなど小口の住
宅資金としてご利用いただけます。

10年６ヵ月以内
500万円以内

（組合員のみ）

リ フォ ー ム ロ ー ン＊ 住宅のリフォームおよび住宅関連設備資金としてご
利用いただけます。

15年以内 1,500万円以内

フ リ ー ロ ー ン＊ トラベル・ブライダルなどに必要なさまざまな生活資
金にご利用いただけます。

10年以内 500万円以内

多 目 的 ロ ー ン＊ お使いみちが確認できれば、金利（保証料）がお
得になります。

10年以内 500万円以内

教 育 ロ ー ン＊ 入学金や授業料などの学校へ納入する資金にご利
用いただけます。

15年以内
（在学期間+9年以内）

1,000万円以内

カード型教育ローン＊ 教育に関する資金が１枚のカードでいつでも何度で
も自由にご利用いただけます。

1年ごと更新 700万円以内

マ イ カ ー ロ ー ン＊ マイカー・オートバイの購入などの資金としてご利
用いただけます。

10年以内 1,000万円以内

カ ー ド ロ ー ン＊ 生活に必要なさまざまな資金にご利用いただけます。 １年ごと更新 500万円以内

＊の商品はインターネット上でローンの仮審査申し込みができます。

（２）融資業務
　組合員への融資をはじめ、地域住民の皆さまの暮らしや事業に必要な資金をご融資しています。

　また、地方公共団体などからも利用され、地域経済の質的向上・発展に貢献しています。さらに、

日本政策金融公庫のお取り次ぎもしています。

主な貸出商品のご案内

主
な
業
務
の
内
容
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（３）その他の業務・サービス
　全国のＪＡ・県信連・農林中金の店舗をはじめ、全国の銀行や信用金庫などともネットワークで結

ばれ、「ＪＡはだの」の窓口をとおして全国のどこの金融機関へでも送金や手形・小切手等の取り立

てが安全・確実・迅速にできる内国為替を取り扱いしています。そのほか、各種自動受取り、各種自

動支払いをはじめ給与振込サービス、口座振替サービスなども取り扱いしています。

　また、国債・投資信託の窓口販売、貸金庫のご利用、全国のＪＡをはじめ、銀行や信用金庫などと

の金融機関相互のネットワークによるキャッシュサービスなど、いろいろなサービスにつとめていま

す。

種　　類 特　　　　　　　　色

国債の窓口販売
利率が満期まで変わらない固定金利タイプ3年・5年と半年ごとに適用金
利が変わる変動金利タイプ10年の個人向け国債や、満期が2年・5年・10
年といった新型窓口販売方式国債があります。

投資信託の窓口販売

毎月5,000円から始められる「投信つみたてサービス」で手軽に運用を始
めることができます。また「NISA」や「つみたてNISA」もご利用いただ
けます。投資信託は元本の保証がないというリスクのある反面、収益が期
待できる商品です。

自動受取り
自動支払い

給与・年金などの自動受取や各種公共料金、学費、家賃などの自動支払が
簡単な手続きでご利用いただけます。

JAキャッシュカード
当ＪＡおよび全国の提携金融機関、コンビニＡＴＭでご利用いただけま
す。デビットカードとしてもご利用いただけます。

貸金庫
貯金証書・権利証・貴金属等の大切な財産をお守りいたします。鶴巻支店
および本町支所に設置してあります。

JAネットバンク
パソコンやスマートフォンからアクセスするだけで、休日・夜間を問わず、
残高照会や振込・振替などの各種サービスがご利用いただけます。

JAカード
ＪＡが提供するクレジットカードです。一般カードとゴールドカードの２
種類をご用意しております。ICキャッシュカードとJAカードが１枚になっ
た一体型カードもご用意しております。

遺言信託業務
神奈川県信連の信託代理店として、遺言信託・遺産整理の信託代理業務を
行っています。

その他業務・サービスのご案内

主
な
業
務
の
内
容
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①振込手数料（１件につき）

お振込金額

当 J A あ て 当JA以外の金融機関あて

自店あて 他店あて 電信扱い 文書扱い

ATM利用 窓口利用 ATM利用 窓口利用 ATM利用 窓口利用 窓口利用

1万円未満 無料 無料 110円 110円 272円 550円 440円

1万円以上 3万円未満 無料 無料 110円 110円 330円 550円 440円

3万円以上 無料 無料 220円 330円 471円 770円 660円
（注１）当ＪＡ本・支所（店）あての本人口座（家族口座を含む）への振込は窓口利用に限り、無料です。

定額自動振込を含みます。
（注２） 視覚障がい者や手が不自由な方などＡＴＭを利用し振込手続きを行うことが困難な方が、窓口において振込する場合の振込手数料は、「ＡＴ

Ｍでの振込手数料と同額」となります。

③ＪＡネットバンク振込手数料（１件につき）

お振込金額
当 J A あ て

他JAあて 他金融機関あて
自店あて 他店あて

3万円未満 無料 110円 110円 220円

3万円以上 無料 220円 220円 330円

④手形、小切手類交換手数料
横浜交換手数料 1枚につき 440円

⑥小切手・手形用印紙代
約束手形帳 1冊（50枚） 880円

小切手帳 1冊（50枚） 660円

マル専手形用紙 1枚 275円

マル専当座開設手数料 通知書1枚 3,300円

⑦各種発行手数料
自己宛小切手発行手数料 1枚につき 550円

通帳・証書再発行手数料 1冊・1枚につき 550円

ICキャッシュカード再発行手数料 1枚につき 1,100円

磁気カード再発行手数料 1枚につき 550円

残高証明書発行手数料 1通につき 220円

⑧貸金庫手数料

貸金庫手数料（年額）
鶴巻支店 13,200円

本町支所 19,800円（組合員）
23,760円（員　外）

＊年度の途中でご契約の場合は、契約日の属する月を1か月として、その月から月割料金となります。
（注）手数料はすべて消費税10％を含んだものです。

⑤代金取立手数料（１件につき）
至急扱い 880円

普通扱い 660円

②両替手数料（１件につき）
1枚～ 100枚 無料

101枚～1,000枚 330円

1,001枚～ 1,000枚ごとに330円加算

（４）主な手数料
貯金関連・為替・貸金庫手数料

主
な
業
務
の
内
容
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融資関連手数料

①残高証明書発行手数料
残高証明書発行手数料 1通につき 220円

⑦不動産担保取扱手数料（住宅ローンを除く）
事業資金 １件につき 22,000円

上記以外の資金 １件につき 11,000円

担保物件の変更 １件につき 11,000円

（注）手数料はすべて消費税10％を含んだものです。

③ローンカード発行手数料

不動産担保

ローンカード

発行手数料 1枚につき 550円

口座維持手数料 1年ごと 3,300円

更新手数料 2年ごと 5,500円

上記以外のローンカード 発行手数料 1枚につき 550円

②融資証明書発行手数料
事業資金 1通につき 5,500円

上記以外の資金 1通につき 3,300円

④住宅資金手数料
全額繰上返済 １回につき 33,000円

一部繰上返済（窓口での手続き） １回につき 5,500円

条件変更 １回につき 3,300円

固定金利選択時（新規実行時は無料） １回につき 11,000円

⑤マイカーローン・教育ローン手数料
全額繰上返済 １回につき 5,500円

一部繰上返済（窓口での手続き） １回につき 5,500円

⑥事業資金手数料	
全額繰上返済（100万円以上） １回につき 55,000円

一部繰上返済 １回につき 11,000円

固定金利選択時（新規実行時は無料） １回につき 11,000円

主
な
業
務
の
内
容
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ＡＴＭ利用手数料
①提携先のキャッシュカードで当ＪＡのＡＴＭを利用した際の手数料

種　　類 利　用　時　間 出　金 入　金 残高照会

JAバンク
平　日 午前8時30分～午後9時

無料 無料 無料
土曜日・日曜日・祝日 午前8時30分～午後9時

JFマリンバンク
平　日 午前8時30分～午後9時

無料 無料
土曜日・日曜日・祝日 午前8時30分～午後9時

ゆうちょ銀行・
他行

（三菱UFJ銀行を
除く）

平　日

午前8時30分～午前8時45分 220円

無料

午前8時45分～午後6時 110円

午後6時～午後9時 220円

土曜日

午前8時30分～午前9時 220円

午前9時～午後2時 110円

午後2時～午後9時 220円

日曜日・祝日 午前8時30分～午後9時 220円

三菱UFJ銀行
平　日

午前8時30分～午前8時45分 110円

無料
午前8時45分～午後6時 無料

午後6時～午後9時 110円

土曜日・日曜日・祝日 午前8時30分～午後9時 110円

②当ＪＡのキャッシュカードで提携ＡＴＭを利用した際の手数料
種　　類 利　用　時　間 出　金 入　金 残高照会

ゆうちょ銀行

平　日

午前8時～午前8時45分 220円

110円 無料

午前8時45分～午後6時 110円

午後6時～午後9時 220円

土曜日

午前8時～午前9時 220円

午前9時～午後2時 110円

午後2時～午後9時 220円

日曜日・祝日 午前8時～午後9時 220円

セブン銀行・
イーネット・
ローソン銀行 

平　日

午前8時～午前8時45分 110円 110円

無料

午前8時45分～午後6時 無料 無料

午後6時～午後9時 110円 110円

土曜日

午前8時～午前9時 110円 110円

午前9時～午後2時 無料 無料

午後2時～午後9時 110円 110円

日曜日・祝日 午前8時～午後9時 110円 110円

三菱UFJ銀行
平　日

午前8時～午前8時45分 110円

無料
午前8時45分～午後6時 無料

午後6時～午後9時 110円

土曜日・日曜日・祝日 午前8時～午後9時 110円

（注）稼働時間はＡＴＭにより異なります。詳しくは当ＪＡのホームページまたは提携金融機関のホームページ等をご覧ください。

主
な
業
務
の
内
容
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２．共済事業
　共済事業は、農業協同組合が理念とする「相互扶助」を事業活動の原点として「ひと・いえ・くる

ま」の総合保障を通じて、皆さまの暮らしに安心を提供する事業を展開しています。

３．経済事業
　経済事業は、農家から消費者へ新鮮な農畜産物を届ける「販売事業」と、農業や生活等に必要な物

資を組織的にまとめて供給する「購買事業」の二つから成り立っており、消費者に幅広く新鮮・安心

な農産物や安全な食品・生活用品などの供給をしています。

　2002年11月にファーマーズマーケット「はだのじばさんず」をオープンし、地産地消に取り組ん

でおり、総来店者数が800万人を超えるなど、生産者と消費者を結ぶ拠点となっています。

４．営農・生活事業
　消費者に新鮮で安全な秦野の農産物を供給するため、都市近郊の立地条件を生かした秦野市の農業

の確立をはかる活動をしています。また、健康で心豊かな生活の実現を目指し、食生活改善、健康管

理等の活動を行っています。

　さらに、高齢者福祉への期待が高まるなか、「ＪＡケアセンター」およびＪＡ県厚生連が運営する「Ｊ

Ａデイサービスセンターはだの」と連携した介護活動の取り組みも行っています。

５．子会社
　資産相談・アパート等の入居相談等に対応するため「㈱協同コンサルトはだの」を1989年5月に

設立し、施設建設や賃貸物件の入居促進、また資産運用、税務、法務、相続等の相談事業に取り組み、

組合員の資産管理・運用をサポートしています。
主
な
業
務
の
内
容
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朝採り野菜を販売する大型農産物直売所
「はだのじばさんず」
県内最大規模の売り場に、約600軒の農家から出荷
された、豊富な新鮮野菜が揃っています。

丹沢の山並みと特産の落花
生をイメージし、秦野の農業
の夢（芽）が育ち実を結ぶよ
うロゴに願いを込めました。

秦野駅

丹沢山系 至ヤビツ峠

厚木方面

新宿方面

東京方面

二宮方面

松田方面

小田原方面

名古屋方面

県道62号線

国道246号線

東名高速道路

★★

小田急線

東名秦野中井インターより
車で約10分

秦野中井 IC

西大竹交差点
トンネル抜けてすぐ

じばさんず
はだの

JAはだの
本所

堀川入口交差点

〒257-0015　神奈川県秦野市平沢477

■交通
　東名高速道路秦野中井イ
ンターから車で約10分
　国道246号線堀川入口交
差点角JAはだの本所
■営業
　9：00～18：00
　休業日：７・８月を除く毎
月第2火曜日・年始
■駐車台数　250台

TEL0463-81-7707（直）
FAX0463-84-1030

http://ja-hadano.or.jp

ごあんない

安全・安心を消費者へ

朝採りの「新
鮮さ」、

つくり手の
顔が見える「

安心感」

産地直送の
「安さ」を皆

様にお届け
します。

生産者は「安全な栽培に関する誓約書」を提出し、
防除基準の遵守・生産履歴の記帳など
安全・安心な栽培に取り組んでいます。

朝採りの野菜はもちろん、秦野特産物のさくら漬けや
峠漬け、農家の昔ながらの加工品、草花、鉢物まで品
数が豊富です。

生産者と消費者を結ぶ
地元で採れた新鮮な農産物を地元で消費する…
『地産地消』に取り組んでいます。

朝採りの「新
鮮さ」、

つくり手の
顔が見える「

安心感」

産地直送の
「安さ」を皆

様にお届け
します。朝採りの「新

鮮さ」、

つくり手の
顔が見える「

安心感」

産地直送の
「安さ」を皆

様にお届け
します。

主
な
業
務
の
内
容
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　当ＪＡの貯金は、ＪＡバンク独自の制度である「破綻未然防止システム」と公的制度である「貯金

保険制度（農水産業協同組合貯金保険制度）」との２重のセーフティーネットで守られています。

「ＪＡバンクシステム」の仕組み
　組合員・利用者から一層信頼され利用される信用事業を確立するために、「再編強化法（農林中央

金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律）」に則り、ＪＡバン

ク会員（ＪＡ・信連・農林中金）総意のもと「ＪＡバンク基本方針」に基づき、ＪＡ・信連・農林中

金が一体的に取り組む仕組みを「ＪＡバンクシステム」といいます。

　「ＪＡバンクシステム」は、ＪＡバンクの信頼性を確保する「破綻未然防止システム」と、スケー

ルメリットときめ細かい顧客接点を生かした金融サービスの提供の充実・強化を目指す「一体的事業

運営」の２つの柱で成り立っています。

「破綻未然防止システム」の機能
　「破綻未然防止システム」は、ＪＡバンクの健全性を確保し、ＪＡ等の経営破綻を未然に防止する

ためのＪＡバンク独自の制度です。具体的には、（1）個々のＪＡ等の経営状況についてチェック（モ

ニタリング）を行い、問題点を早期に発見、（2）経営破綻に至らないよう、早め早めに経営改善等を

実施、（3）全国のＪＡバンクが拠出した「ＪＡバンク支援基金※」等を活用し、個々のＪＡの経営健

全性維持のために必要な資本注入などの支援を行います。

※2019年3月末における残高は1,706億円となっています。

「一体的な事業推進」の実施
　良質で高度な金融サービスを提供するため、ＪＡバンクとして商品開発力・提案力の強化、共同運

営システムの利用、全国統一のＪＡバンクブランドの確立等の一体的な事業推進の取り組みをしてい

ます。

貯金保険制度
　貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった場合などに、貯金者

を保護し、また資金決済の確保をはかることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制

度で、銀行、信金、信組、労金などが加入する「預金保険制度」と同様な制度です。

系
統
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト

（
貯
金
者
保
護
の
取
り
組
み
）

系統セーフティーネット（貯金者保護の取り組み）
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系
統
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト

（
貯
金
者
保
護
の
取
り
組
み
）

安
全

JAバンク・セーフティーネット

JAバンク・セーフティーネット
JAバンクならではの2つのお金の守り方＝＋

破綻未然防止システム

より安心な金融機関として皆様にご利用いただくため、JA バンクでは、独

自の制度である「破綻未然防止システム」と公的制度である「貯金保険制度」
を組み合わせた「JAバンク・セーフティーネット」を構築しています。
この二重の安心の仕組みによって、皆様の大切な貯金をしっかりお守りして

います。

貯金者を保護するための国の公的制度であり、JA・信連・農林中金などが加入しています。一般

の銀行や信用金庫などが加入している「預金保険制度」と同様の範囲で保護されます。

破綻未然防止システム

貯金保険制度（国の公的な制度）貯金保険制度（国の公的な制度）

破綻未然防止システム 貯金保険制度

経営健全性
の向上

事業運営形態
の見直し

支援指導

モニタリング 個々のJA 健全なJA

JAバンク
支援基金

JAバンク
中央本部・
県本部

JAバンク独自の
基準に満たないJA

全国のJA・信連・農林中
金の代表者で構成され
る「JAバンク中央本部」
と信連に設置された「JA
バンク県本部」が個々の
JAの財務状況や、業務
体制などをチェック（モニ
タリング）し、問題点の早
期発見に努めます。

「JAバンク中央本部・県本部」が経営改
善への対応方針を協議・指導し、その取
り組みを強力にサポートします。

経営改善への取り組みや事業運営
形態の見直し（事業譲渡、合併）など
を行うJAには、「JAバンク支援基金」
から資本注入などの支援を行います。

行政の基準よりさらに厳しいJAバンク独
自の基準を設定し、これに満たない場合
は、状況に応じて資金運用によるリスクを
一定範囲に制限しながら、経営改善に取
り組みます。

経営改善への
取り組み

組合員・利用者の皆様に、より一層の「便利」と「安心」をお届けするための農協金融システ
ムが「JA バンクシステム」です。このシステムに一体的に取り組むJAバンク（JA・信連・農
林中金）の金融店舗には「JAバンク会員マーク」が提示されています。
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	2020 JAはだの DISCLOSURE_製本版_Part29
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	2020 JAはだの DISCLOSURE_製本版_Part32
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