
８．沿革・歩み

平成　６年　３月　１日　　　富岡市・甘楽郡内の６農協が合併し、甘楽富岡農業協同組合設立
（富岡市・妙義町・下仁田町・群馬南牧村・甘楽町・甘楽富岡蚕糸の６農協）

平成　６年　３月１０日　　　ＪＡグリーン下仁田オープン

平成　６年　３月１５日　　　オートパル新事務所移転

平成　６年　６月１５日　　　第１回　臨時総会

平成　６年　６月２４日　　　Ａコープサンピア店改装オープン

平成　６年　９月１３日　　　第１回　臨時総代会

平成　６年１１月　７日　　　甘楽農機センター移転営業開始

平成　７年　４月２０日　　　第１回　通常総代会

平成　７年　４月２２日　　　ＪＡ甘楽富岡婦人部設立

平成　７年　５月　９日　　　平成６年度県共連優績組合表彰

平成　７年　５月１５日　　　平成６年度県信用事業優績組合表彰

平成　７年　５月１７日　　　平成６年度全共連優績組合表彰

平成　７年　６月　６日　　　鏑農会（役員ＯＢ会）設立

平成　７年　６月１３日　　　職員ＯＢ会設立

平成　７年　７月　１日　　　Ａコープ下仁田店改装オープン

平成　７年　８月３１日　　　妙義支所（妙義町大字中里）・青倉支所・福島出張所  廃止

平成　７年　９月　１日　　　諸戸支所を妙義支所と名称変更

平成　７年　９月　１日　　　下仁田出張所オープン

平成　７年　９月　１日　　　妙義営農センター改装オープン

平成　７年１０月　２日　　　資材ポスシステム稼働（妙義営農センター･甘楽営農センター・みどりの店）

平成　８年　１月３１日　　　小幡出張所経済事業部門閉鎖

平成　８年　３月　１日　　　甘楽営農センターオープン（甘楽みどりの店）

平成　８年　４月　５日　　　ファミリー食彩館オープン

平成　８年　４月２３日　　　第２回　通常総代会

平成　８年　５月１０日　　　平成７年度県共連優績組合表彰

平成　８年　５月１３日　　　平成７年度県信用事業優績組合表彰

平成　８年　８月　１日　　　小幡出張所廃止

平成　９年　２月　１日　　　コイン精米機稼働（新屋）

平成　９年　３月１４日　　　ハピネス店移転新築オープン

平成　９年　３月１５日　　　アイス工房じぇら２１オープン

平成　９年　４月　１日　　　店舗事業を県経済連へ経営委託

平成　９年　４月　７日　　　ＪＡ高齢者福祉活動  ふれあいネットワーク設立

平成　９年　４月２３日　　　第３回　通常総代会

平成　９年　５月１４日　　　平成８年度県共連優績組合表彰

平成　９年　５月１９日　　　平成８年度優績ＬＡ表彰

平成　９年　５月２１日　　　平成８年度全共連優績組合表彰

平成　９年　５月３１日　　　磐戸支所（南牧村大字磐戸）廃止

平成　９年　６月　１日　　　磐戸支所（南牧村大字千原）新築設置

平成　９年１１月１５日　　　炭火焼肉かぶら苑オープン

平成１０年　１月　１日　　　妙義地区有線放送事業廃止

平成１０年　１月３１日　　　中央スタンド閉店

平成１０年　３月２８日　　　西部営農センターオープン（ＪＡグリーン下仁田改装）

平成１０年　４月　１日　　　店舗事業を（株）エーコープ群馬へ経営委託

平成１０年　４月　３日　　　食彩館もみじ平店オープン

平成１０年　４月２３日　　　第４回　通常総代会

平成１０年　５月１２日　　　平成９年度県共連優績組合表彰

平成１０年　５月２１日　　　平成９年度全共連優績組合表彰

平成１０年　５月２４日　　　下仁田支所（下仁田町大字下仁田３２６）廃止

平成１０年　５月２４日　　　下仁田出張所廃止

平成１０年　５月２５日　　　下仁田支所（下仁田町大字下仁田３８３－３）設置

平成１０年　５月２５日　　　平成９年度県信用事業優績組合表彰

平成１０年　５月３１日　　　シャトレーゼサンピア店閉店

平成１０年　６月１１日　　　平成９年度自賠責共済優績取次店表彰（県）

平成１０年　６月１１日　　　シャトレーゼ富岡店オープン

平成１０年　７月　６日　　　小坂支所新築設置

平成１０年　７月１７日　　　平成９年度県観光優良ＪＡ表彰

平成１０年　９月３０日　　　焼肉レストランしもにた苑オープン

‐ 97 ‐



平成１０年１０月２８日　　　インショップ事業開始

平成１１年　４月２１日　　　第５回　通常総代会

平成１１年　４月３０日　　　ふれあいサービス下仁田開所

平成１１年　５月１０日　　　平成１０年度県共連優績組合表彰

平成１１年　５月１７日　　　平成１０年度県信用事業優績組合表彰

平成１１年　５月２０日　　　平成１０年度全共連優績組合表彰

平成１１年　６月２２日　　　平成１０年度自賠責共済優績取次店表彰（県）

平成１１年　７月１２日　　　平成１０年度県観光優良ＪＡ表彰

平成１１年　８月３１日　　　ＡコープＭ型店閉店

平成１１年１０月　４日　　　第２回　臨時総代会

平成１１年１１月　１日　　　介護保険　訪問介護・訪問入浴介護事業者指定取得

平成１１年１１月　４日　　　高瀬スタンド閉店

平成１１年１１月　４日　　　富岡南部スタンドオープン

平成１１年１１月１９日　　　県信用事業優良組合表彰

平成１１年１２月　１日　　　介護保険　指定居宅介護支援事業者・福祉用具貸与事業者指定取得

平成１２年  ２月１５日 平成１１年度農村地域金融優良事例農林水産大臣表彰

平成１２年　３月　９日　　　ＪＡふれあいデイホーム開所（丹生）

平成１２年　４月　１日　　　介護保険サービス提供開始

平成１２年　４月　１日　　　野菜パッケージセンター開設

平成１２年　４月　１日　　　営農支援センター開設

平成１２年　５月１６日　　　平成１１年度全共連優績組合表彰

平成１２年　５月２６日　　　平成１１年度県信用事業優績組合表彰

平成１２年　５月２７日　　　第６回　通常総代会

平成１２年　９月　１日　　　特別養護老人ホーム「共生」開所

平成１２年１０月３１日　　　Ａコープ富岡店・サンピア店閉店

平成１２年１２月　９日　　　Ａコープ富岡店新築オープン（(株)エーコープ群馬経営主体）

平成１３年　３月　９日　　　第３０回日本農業賞「集団組織の部 大賞」表彰

平成１３年　５月２４日　　　平成１２年度全共連優績組合表彰

平成１３年　５月２７日　　　第７回　通常総代会

平成１３年　９月　１日　　　花パッケージセンター開設

平成１３年　９月１０日　　　サンピア支所廃止

平成１３年１０月３０日　　　理事会参与制度設置

平成１３年１１月　８日　　　第３回　臨時総代会

平成１３年１２月２０日　　　富岡バイパススタンド閉店

平成１３年１２月２１日　　　富岡バイパスセルフスタンドオープン

平成１４年　５月２６日　　　第８回　通常総代会

平成１４年　６月３０日　　　ふれあいサービス下仁田閉所

平成１４年１１月２８日　　　第４回　臨時総代会

平成１５年　２月２８日　　　小幡・妙義営農センターＡＴＭコーナー廃止

平成１５年　５月３１日　　　第９回　通常総代会

平成１５年　９月１６日　　　信用事業システム「ジャステム」稼働

平成１５年１２月３１日　　　黒岩・額部・下仁田給油所廃止

平成１６年　２月１３日　　　（社）ジェイエイバンク支援協会より劣後ローン借入

平成１６年　２月２９日　　　お茶加工事業業務廃止

平成１６年　３月　１日　　　経営管理･財務会計･固定資産･人事給与システム「コンパス－ＪＡ」稼働

平成１６年　５月３０日　　　第１０回　通常総代会

平成１６年　８月３１日　　　蒟蒻練製品事業の撤退

平成１６年　９月　４日　　　ＪＡセレモニーホール甘楽富岡開設

平成１７年　１月２０日　　　第５回　臨時総代会

平成１７年　５月２８日　　　第１１回　通常総代会

平成１７年　９月２４日　　　支所統合整備（２０支所から１２支所へ統合）
☆富岡・黒岩・小野・東富岡支所を統合し、富岡中央支所（富岡市富岡

2,638番地１）とする。
☆一ノ宮・丹生支所を統合し、富岡西支所（富岡市一ノ宮甲1,503番地）

とする。
☆額部・高瀬支所を統合し、富岡南支所（富岡市中高瀬409番地）とする。
☆小坂・下仁田支所を統合し、下仁田支所（下仁田町大字下仁田383番地3）

とする。
☆なんもく支所・磐戸支所を統合し､なんもく支所（南牧村大字千原198番

地21）とする。
☆秋畑・甘楽支所を統合し､甘楽支所（甘楽町大字福島1,760番地）とする。
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平成１７年１０月１７日　　　「焼肉レストランしもにた苑」業態変更により「そば処しもにた」オｰプン

平成１７年１２月２８日　　　小坂直売所閉店

平成１８年　４月　１日 高齢者介護予防事業所開所

平成１８年　４月３０日 ＪＡ高齢者福祉活動  ふれあいネットワーク解散

平成１８年　５月　１日 高齢者生活支援事業業務開始

平成１８年　５月２７日 第１２回　通常総代会

平成１８年　８月３１日 シャトレーゼ富岡店閉店

平成１８年　９月２３日 支所統合整備（１２支所から１１支所へ統合）
☆高田･妙義支所を統合し､妙義支所(富岡市妙義町中里156番地1)とする｡

平成１９年　５月２６日 第１３回　通常総代会

平成１９年　９月　６日 台風９号被害により下仁田農機具センター･典礼センター西出張所・西部

ＬＰＧセンター西出張所業務停止

（平成１９年９月２２日以降、旧馬山支所を仮事務所とし、暫定的に業務再開）

平成１９年　９月２２日 支所統合整備（１１支所から８支所・１出張所へ統合）

☆吉田・馬山支所を統合し、かぶら支所（富岡市南蛇井493番地3）とする。

☆甘楽・新屋支所を統合し、甘楽支所（甘楽町大字福島1,760番地）とする｡

☆西牧支所を西牧出張所へ業態変更する。

平成１９年１０月１９日 旧富岡支所ＡＴＭコーナー廃止

平成１９年１１月　５日 富岡西部営農センターを廃止し、富岡営農センターへ統合

平成１９年１２月１２日 鏑農会（役員ＯＢ会）活動休止

平成１９年１２月１４日 旧黒岩支所・旧丹生支所・旧小坂支所・旧秋畑支所・西牧出張所・なんも

く支所ＡＴＭコーナー廃止

平成１９年１２月２０日 旧Ａコープ富岡店・旧富岡支所跡地を富岡市へ売却

平成２０年　２月２８日 そば処しもにた閉店

平成２０年　３月　１日 「炭火焼肉かぶら苑」をエーコープ関東へ経営移管

平成２０年　３月　１日 甘楽富岡ＬＰＧセンターと西部ＬＰＧセンターを統合し、甘楽富岡ＬＰガ

スセンター（富岡市上丹生8番地1へ移転）とする。

平成２０年　３月　１日 典礼センター西出張所を廃止し、典礼センターへ統合

平成２０年　４月　１日 富岡市斎場「かぶら聖苑」指定管理者（平成２０年４月１日～平成２５年

３月３１日）

平成２０年　４月　１日 ＪＡ農機県域一体化事業へ参加

平成２０年　４月１６日 下仁田営農センター集出荷場竣工

平成２０年　５月３１日 第１４回　通常総代会

平成２０年　６月　６日 公立富岡総合病院内共同設置自動化機器（ＣＤ）廃止

平成２０年　７月３１日 小坂スタンドを廃止

平成２０年　９月３０日 丹生スタンドを廃止

平成２０年１０月　１日 燃料ＳＳ部門を全農ぐんま県本部へ経営移管

平成２０年１１月１０日 ヴァンヴェール･ＪＡセレモニーホールにＡＥＤ(自動体外式除細動器)設置

平成２１年　５月２３日 第１５回　通常総代会

平成２１年　８月３１日 旧南牧給油所売却

平成２１年１０月１５日 旧南牧蒟蒻乾燥場売却

平成２２年　１月２３日　　　ＪＡセレモニーホール甘楽富岡「南館」開設

既存の施設の名称を「北館」とする。

平成２２年　３月１２日 各支所(出張所含む)にＡＥＤ(自動体外式除細動器)設置＜ＪＡ共済＞

平成２２年　５月２９日 第１６回　通常総代会

平成２２年　６月　２日 旧尾沢出張所売却

平成２２年　７月　９日　　　旧青倉製茶工場売却

平成２２年１１月　１日 西部地区ＪＡ合併研究会合併準備室開所

平成２２年１２月２４日 旧額部支所売却

平成２３年　５月２８日 第１７回　通常総代会

平成２３年　６月２０日 西部地区ＪＡ合併推進協議会設立

平成２４年　１月３１日 西部地区ＪＡ合併推進協議会解散

平成２４年　５月２６日 第１８回　通常総代会

平成２４年　９月２５日 第６回　臨時総代会

平成２４年１１月１２日 旧秋畑支所売却
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平成２５年　３月　１日 旅行センター業務の(株)農協観光への事業移管

平成２５年　４月　１日 富岡市斎場「かぶら聖苑」指定管理者（平成２５年４月１日～平成３０年

３月３１日）

平成２５年　５月１６日 ＪＡ共済新契約優績表彰＜生命共済の部＞受賞

平成２５年　５月２５日 第１９回　通常総代会

平成２６年　２月　１日 典礼センター遺体安置施設「西偲館」開業

平成２６年　２月１３日　　　（社）ジェイエイバンク支援協会へ劣後ローン返済

豪雪による農業被害 被害額 ２,３８７,６２５ 千円

施設被害（時価額） ３,６４０棟 １,１１６,８１５ 千円

（群馬県農政部技術支援課　確定報より） （富岡市  　６７０,６９７ 千円 ）

（下仁田町  　２１４,６５５ 千円 ）

（南牧村  　　　３,２１１ 千円 ）

（甘楽町  　２２８,２５２ 千円 ）

農作物被害 １,２２５,８６８ 千円

（群馬県農政部技術支援課　確定報より） （富岡市  　８３６,８５５ 千円 ）

（下仁田町  　　５９,９７７ 千円 ）

（南牧村  　　１６,２４３ 千円 ）

（甘楽町  　３１２,７９３ 千円 ）

畜産被害 　 　４４,９４２ 千円

（当ＪＡ調べ） （富岡市  　　２８,８３０ 千円 ）

（下仁田町･南牧村  　１,９９７ 千円 ）

（甘楽町  　　１４,１１５ 千円 ）

平成２６年　５月２４日 第２０回　通常総代会

平成２６年　７月２９日 甘楽ヴァンヴェール宴会業務停止

平成２７年　１月２８日 ＪＡ建築設計事務所（一級建築士事務所）の業務廃止

平成２７年　５月　１日 クレジットカード決済導入（食彩館本店・典礼センター・オートパル）

平成２７年　５月２３日 第２１回　通常総代会

平成２８年　５月２８日 第２２回　通常総代会

平成２８年１０月２４日 食彩館プレミアムポイントカードの導入・利用開始

平成２９年　４月２４日 食彩館下仁田店閉店

平成２９年　５月２７日 第２３回　通常総代会

平成３０年　４月　１日 富岡市斎場「かぶら聖苑」指定管理者（平成３０年４月１日～平成３５年

３月３１日）

平成３０年　５月２６日 第２４回　通常総代会

平成３０年１１月１６日 食彩館本店リニューアルオープン

平成３１年  ２月２８日 露地なす生産部平成３０年度販売高８億円達成

令和　元年　５月２５日 第２５回　通常総代会

 平成２６年２月１４･１５日

‐ 100 ‐


