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－わたしたちＪＡのめざすもの－ 

　わたしたちＪＡの組合員・役職員は、協同組合運動の基本的な定義・

価値・原則（自主、自立、参加、民主的運営、公正、連帯等）に基づ

き行動します。 

　そして、地球的視野に立って環境変化を見通し、組織、事業・経営

の革新をはかります。さらに、地域・全国・世界の協同組合の仲間と

連携し、より民主的で公正な社会の実現に努めます。 

　このため、わたしたちは次のことを通じ、農業と地域社会に根ざし

た組織としての社会的役割を誠実に果たします。 

　わたしたちは、 

１　地域の農業を振興し、わが国の食と緑と水を守ろう。 

１　環境・文化・福祉への貢献を通じて、安心して暮らせる豊かな地

域社会を築こう。 

１　ＪＡへの積極的な参加と連帯によって、協同の成果を実現しよう。 

１　自主・自立と民主的運営の基本に立ち、ＪＡを健全に経営し信頼

を高めよう。 

１　協同の理念を学び実践を通じて、共に生きがいを追求しよう。 

Ｊ Ａ 綱 領  



はじめに 
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　日頃、皆さまには格別のご愛顧をいただき厚く御礼申し上げます。 

　ＪＡ日立市多賀は、情報開示を通じて経営の透明性を高めるとともに、

当ＪＡに対するご理解を一層深めていただくために、当ＪＡの主な事業の

内容や組織概要、経営の内容などについて、利用者のためにわかりやすく

まとめたディスクロージャー誌「２０２０ＪＡ日立市多賀の現況」を作成

いたしました。 

　皆さまが当ＪＡの事業をさらにご利用いただくための一助として、是非

一読いただきますようお願い申し上げます。 

　今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

令和２年５月 

日立市多賀農業協同組合 

 

　本冊子は、農業協同組合法第54条の３に基づいて作成したディスクロー

ジャー誌です。 

　このディスクロージャー誌は、農業協同組合法第37条の２第３項の規定

に基づき、みのり監査法人の監査を受け、作成したものです。 
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