
JA松山市は変わります。
�ヶ年の自己改革

特 集

　JA松山市は2017年度より、「将来にわたり安全・安心な農畜産物を消費者へ提供できる、
持続可能な農業を実現する」ことを基本とし、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域
の活性化」を実現するために、自己改革に取り組んでいます。昨年度までの3ヶ年の自己改革
の成果や課題と、それを踏まえて掲げた2020年から2022年度にかけての目標をご紹介します。
　今後も自己改革を推し進め、地域に選ばれ生き残るJAを目指します。
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SDGs（エスディージーズ）とは、
国連サミットで採択された国際社会
共通の持続可能な開発目標です。

　全国には多くの産直市があり、JA松山市も「ふ
れあい産直市福音寺」を運営しています。生産者
は栽培履歴を提出するほか、商品陳列棚に生産
者の顔写真を掲載しています。消費者に安心で安
全な地元農産物を提供するだけでなく、地域農業
の振興によるコミュニティの活性化や、小規模で生
産する農家などの所得向上にもつながっています。
　多くのSDGsの目標に該当する産直市は、生活
や地域を支える大きな役割を果たし、住み続けら
れるまちづくりに必要不可欠な存在といえます。

産直市が果たす役割

住み続けられるまちづくりに必要な産直市

ついに！ まる芽ちゃんが
ユーチューバーになっちゃった♥

代表理事専務
岡田 明夫
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将来を見据えた農業者の育成と支援対策

ココが変わりました自己改革で

担い手経営体
（認定農業者・
農業生産法人・
集落営農組織）
の育成と拡大

新規就農者の
育成や 指導の
強化

地域の経営体
に対 する事 務
及び農作業支
援の拡大

1、

2、

3、

生産部会組織
の活性化による
基幹作物の生
産拡大

作業省力化に
向けた生 産 部
会組織に対す
る農業機械リー
ス事業の実施

産 地 振 興 の 基
礎となる高品質
な苗の安定提供

1、

2、

3、

JAと地域、農家
と地 域 住 民を
つなぐ広 報 活
動の強化

地 域 コミュニ
ティの活性化を
図るため各種イ
ベントを開催

移動金融店舗
車の導入

1、

2、

3、

ＪＡと生産部会組
織の連携強化に
よる生産資材の
予約率向上

予約肥料及び
農薬の支所で
の 引 取りに 対
する値 引きの
検討・実施

肥料・農薬の大
口取引者に対
する奨 励 対 策
の検討・実施

1、

2、

3、

営農指導員の
適切な経営指
導により、年間
を 通して 収 入
の ある農 家 の
増大

契約販売や値
決め販売による
単価の安定や
底上げ

農産物直販所
（青空市・㈱松
山生協）の活性
化による出荷量
の拡大

1、

 
2、

 
3、

担い手経営体数の
増大（担い手経営

体数320）

担い手経営体数
326（101.9％）

　認定農業者は276人だった2016年度から29人増加し、2019年度は305人とな
りました。農業法人は2法人増加し19法人に、集落営農組織は増減なく2組織と
なり、全ての担い手経営体を合わせると326となりました。新規の認定農業者数
は増加傾向にありますが、既存の認定者のうち高齢化を理由とした未更改者(5
年ごとに更改が必要）も数人おり、大きな増加には至りませんでした。

　3ヶ年の期間中に延べ50人の塾生が受講し、農業技術の習得に取り組みまし
た。その結果、5人が当JAの産直市へ出荷できる規模で生産しました。
　2020年度からの農業塾は農業経営事業を有効活用し、農産物を出荷する規
模の農業経営に意欲のある新規栽培者の輩出を目指します。

　当初計画していた「枝豆選果場」は、補助事業の要件を満たすことができな
いため、導入を断念しました。一方で2019年から、レモンの面積拡大と有利販
売に向けて「興居島レモン部会」を発足し、既存の施設を利用した共選を始めま
した。

　トマトやピーマン、シンテッポウユリは全量共選を継続し、品質向上と生産者の
荷造り調整の労力軽減を行いました。
　レタスやソラマメ、花きで69件、10.9haのマルチャー支援のほか、レタスのトン
ネル支柱打ちを支援し、作業の労力軽減と栽培面積の維持に努めました。また、
水稲352.5ha、麦39.8haの無人ヘリコプターによる防除を行いました。

　2017年度には、担い手の農業労働災害の防止と農家生活の向上を図るため
「指定農業機械作業労災部会」を設立し、43人が加入しました。

　生産者の高齢化が進む中、3ヶ年で果樹5人、野菜10人、花き1人の計16人の
新規就農者が生まれ、当JAの生産部会員となりました。

　農業生産法人と連携し、サンファームではイチゴ栽培研修生5人に、久万農業
公社ではトマト栽培研修生6人に栽培技術の指導を行っています。研修終了後
の新規就農に向けた農地確保の支援を行うとともに育成を強化します。

　担い手経営体への支援として、農事組合4法人に対して事務のサポートを継
続しました。

農業塾を継続し
新規栽培者を輩出

共選未実施の作物
についても共選導

入を検討

共選やマルチャー
支援、ヘリ防除の

継続

JAが行政や農業生
産法人、生産部会
組織それぞれと連
携し、新規就農者

の育成を強化

取組事項 目標 成果 �ヶ年の成果や課題

安定した農業所得確保への取り組み強化

営農指導員が年間
2回以上、JA出荷者
を訪問し栽培や経

営を指導

農の匠による
技術伝承

契約販売先の開拓
と値決め販売品目

の拡大

農産物直売所
出荷者  1,100名

取扱高  3億3,000万円

　「出向く営農指導体制」を強化するために、営農指導員体制を「品目担当及び
支所担当」から、「品目担当・地域担当及び営農相談員配置」に見直しました。当

ＪＡへの出荷者を中心とした栽培や経営の指導を行いましたが、年2回以上の訪
問はできませんでした。

　2018年度から始めた「農の匠」は、2019年度には現地の巡回指導を10回、栽
培講習会を7回実施し、経験の浅い生産者や低反収の生産者への技術伝承を
行うとともに、生産技術の高位平準化を進めました。営農指導員も同行し、指導
員自身のスキルアップの場として有効活用しています。

　販路開拓など販売に力を入れてきたことで、生産者がJAへ出荷した米を全
量、高値で買い取りました。　　　　　　
　2017年度　買取数量89,771袋、買取金額5億8,700万円
　2018年度　買取数量83,640袋、買取金額5億7,900万円
　2019年度　買取数量79,528袋、買取金額5億5,040万円

　JA松山市の青空市と㈱松山生協の生産者コーナーへの出荷者は、減少傾向
にあります。2020年度からは小野青空市を閉店し、店舗を福音寺産直市に一本
化しています。出荷者数を増やすために、出荷者に対する栽培指導体制を強化
し、産直市の活性化を図り取扱高の増加を目指します。

　安定した農業所得を確保するため、品目により期間を定めた値決め販売を実
施し、有利販売に取り組みました。　　　

取組事項 目標 成果 �ヶ年の成果や課題

農産物品目別の産地振興

作付面積1,567.10ha
（穀類・園芸・花き・

果樹）

　水稲と果樹の作付面積は減少しましたが、園芸と花きは微増となり、合わせて
1,484.73haとなりました。  

水稲は、2019年度から栽培を開始した推奨品種『ひめの凛』は、3.95haで作付
けしました。また、飼料用米の多収性品種『媛育71号』の栽培面積が21haになり
ました。

　営農と育苗が連携し、農業者のニーズに合った良質な苗の提供に努めまし
た。トマトやピーマン、ナスの苗は、各生産部会が必要とする計37万6,000本を全
量供給しました。葉菜類は5.7ha分を育苗供給し、イチゴ雨除けポット苗は2万
3,300鉢を供給しました。

　2017年度から生産部会と農事組合法人の9組織に対して、19台の農業機械
などのリースを継続し、作業の省力化を図っています。しかし、機械別の利用度
に差があり、利用率アップが課題です。

定植苗の供給量拡大

新規リース事業20件

取組事項 目標 成果 �ヶ年の成果や課題

出荷者数997名
（90.6%）

取扱高2億9,780万円
（90.2％）

作付面積
1,484.73ha
（94.4％）

リース事業19件
（95％）

生産資材事業におけるトータルコスト低減

予約率52％
　JAと生産部会の連携強化により、生産資材の予約購買の取り扱い量を増やし
た結果、3ヶ年を通して予約率は徐々に増加し、2019年度は53.3％となりました
が、予約率を大きく上げることはできませんでした。

　2017年度から、1年間（当年3月～翌年2月）で購入した肥料・農薬の合計取引
金額が100万円（税込）以上の組合員に対して、取引金額の1％の奨励金を支払
う対策を始めました。その結果、2017年度は51人に94万2,798円、2018年度は
49人に89万7,743円、2019年度には46人に90万6,592円をお支払いしました。

　2016年度から実施している予約肥料を支所で引き取る場合、当用価格より
8％割り引く対策を継続しました。

　2017年2月から、予約肥料と同様に予約農薬を支所で引き取る場合、当用価
格より8％割り引く対策を開始し、現在も継続しています。

大口取引者に対する
奨励対策の実施

引取りの場合、
予約肥料の

価格値引き継続

引取りの場合、
予約農薬の
値引き実施

取組事項 目標 成果 �ヶ年の成果や課題
予約率
53.3%

（102.5％）

JA事業による地域づくりへの取り組み

組合員広報誌と
ホームページ、

コミュニティ誌の継続

　組合員とのつながりを強化するため、広報誌「だいち」やホームページを通し
て、生産部会やＪＡの自己改革の取り組みや、老男老女が楽しめるコーナーで、
ニーズに合わせた情報発信に努めました。

しかし、2016年度から発行を開始したコミュニティ誌「pakutto（パクッと）」は
2018年度までの発行となり、2019年度は継続できませんでした。　　

　ふれあい部は、「食＆エコの子ども学級inごご島」と「よい子のまんぷくフェスタ 
in ＪＡ松山市」を開催しました。
　共済部では、こども倶楽部のイベントとして「マタニティヨガ・産後ヨガ」「すこ
やか赤ちゃん応援フェスタ」を各2回行い、好評を得ています。

　2017年度から移動金融店舗車を導入し、当初は毎週水曜日に面河店舗及び
美川店舗で営業を行い、1日10人程度の利用がありましたが、2019年に入り利
用者が減少傾向となり1日4～5人程度になりました。今後の営業体制は、利用状
況に応じて適宜変更する必要があると考えます。

年3回以上の体験型
イベントを実施

移動金融店舗車の
定期運行

取組事項 目標 成果 �ヶ年の成果や課題

年6回の
イベント実施
（200％）

����～����年度

…達成　　…あともう一歩
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取組事項 目標 成果 �ヶ年の成果や課題

農産物品目別の産地振興
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3,300鉢を供給しました。
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取組事項 目標 成果 �ヶ年の成果や課題
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引取りの場合、
予約肥料の

価格値引き継続

引取りの場合、
予約農薬の
値引き実施

取組事項 目標 成果 �ヶ年の成果や課題
予約率
53.3%

（102.5％）
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年3回以上の体験型
イベントを実施
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定期運行

取組事項 目標 成果 �ヶ年の成果や課題

年6回の
イベント実施
（200％）

����～����年度

…達成　　…あともう一歩
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ベテラン農家を「農の匠」として任命し、生産
部会の若手生産者に栽培技術を伝承します

安心で新鮮な地元農産物をお届けする
「ふれあい産直市福音寺」

まつやま農林水産物ブランドに
認定されている「松山長なす」

島しょ部では盛んにかんきつが栽培されています次代を担う子どもたちに食や農のすばらしさ
を伝えていく「あぐりスクール」

育苗場では、良質な苗を
安定的に生産します

自己改革でココを変えていきます

JAの使命を果たす

����～����年度

将来にわたり必要とされるJAへ
　ＪＡ松山市は変わりゆく時代と環境に対応し、組合員や地域住民のニーズに応えていくた
めに、引き続き、2020年度から2022年度にかけての３ヶ年も自己改革を推し進めていきます。
　下記の通り、基本方針や重点目標を掲げ、目指す先を実現していきます。

　全国のＪＡが2017年度から3ヶ年の自己改革を終え、政府与党は一定の
進捗を認めるものの、より一層の農業所得の向上のためのJAの自己改革を
求めています。当JAは引き続き、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」

「地域の活性化」を軸に、今後さらに3ヶ年かけて事業改革を推し進めて参
ります。
　今年に入って新型コロナウィルスが猛威を振るい、海外の農産物輸出入
を規制する動きもあり、「国内農産物こそ頼れる存在」として農業の重要性
が再認識されています。地域農業を活性化し、農業者の所得増大を図るこ
とは、安全で安心な国内農産物を将来にわたって安定的に供給することに

つながります。持続可能な農業を実現することこそ、ＪＡの使命であります。
　ＪＡの存在価値や意義について、組合員はもとより地域の方々の理解を得るために、引き続き「食」「農」「地
域貢献」に関する情報を効果的に発信して参ります。組合員と地域住民に必要とされる組織を目指し、自己
改革を加速させて参りますので、皆様にはご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

農産物販売高　27億3千万円
　内　受託販売取扱高18億2千万円・独自米販売高6億円・農産物直売所販売高3億1千万円
　　　（直売所出荷者1,000名）
　　2019年度実績　農産物販売高25億6千万円
　　　内　受託販売取扱高16億7千万円・独自米販売高5億9千万円・農産物直売所販売高3億円
　　　　　（直売所出荷者942名）
地域で中心となる農家や経営体の数340、その農地の利用集積面積820ha

（2019年度実績　農家や経営体の数326・利用集積面積808.1ha）
生産資材（肥料・農薬）の予約率70％

（2019年度実績　66.3％）

・

・

・
　「将来にわたり安全・安心な農畜産物を消費者へ提供できる、持続可能な農業を実現
する」ことを基本とし、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」を具現化
します。

基本方針

３年後の姿

トップのことば

「農地フル活用」と「営農形態」（専業・兼業など）の基盤を考慮した経営相談機能や
営農支援活動を強化し、地域農業の活性化に努める。
行政や関係機関と一体となって担い手や新規就農者の育成を支援する。
地域ごとの生産特性を活かした共販体制の整備に加え、直売所販売の増強により農
業所得の増大を図る。
地域特性を活かした基幹作物の維持拡大と産地づくりを推進する。
   都市部：松山長なす・松山一寸そらまめ・白葱・キャベツ・イチゴ・直販品
   平野部：米・はだか麦・レタス・枝豆・白葱・イチゴ・シンテッポウユリ・畜産
   島しょ部：温州みかん・中晩柑（イヨカン・紅まどんな・せとか・甘平など）・レモン
   山間部：久万高原清流米・トマト・ピーマン・大根・畜産

ＪＡの総合事業を活かして、地域とのつながりを強化する。

１.

２.
３.

４.

５.

重点目標代表理事組合長　阿部 和孝
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重点実施事項

１. 将来を見据えた農業者の育成と支援の継続

2020年度 2021年度 2022年度

担い手経営体数 330
（2019年度実績 326）

JAが行政や農業生産法人、生産
部会組織それぞれと連携し、新規
就農者の育成を強化

地域や農家の情報、農業塾によ
り新規就農者や新規栽培者を掘
り起こし、栽培推進

マルチャー支援やヘリ防除の継続
農業者や担い手経営体への金融支援

担い手経営体数 335

JAが行政や農業生産法人、生産
部会組織それぞれと連携し、新規
就農者の育成を強化

地域や農家の情報、農業塾によ
り新規就農者や新規栽培者を掘
り起こし、栽培推進

マルチャー支援やヘリ防除の継続
農業者や担い手経営体への金融支援

担い手経営体数 340

JAが行政や農業生産法人、生産
部会組織それぞれと連携し、新規
就農者の育成を強化

地域や農家の情報、農業塾によ
り新規就農者や新規栽培者を掘
り起こし、栽培推進

マルチャー支援やヘリ防除の継続
農業者や担い手経営体への金融支援

● 担い手経営体（認定農業者・農業生産法人・集落営農組織）の育成と拡大
● 新規就農者の育成・指導の継続
● 主要品目における新規栽培者の募集と既存栽培者の規模拡大
● 農作業支援の拡大や経営体（法人等）に対する経営支援の強化

【取組事項】

２. 安定した農業所得確保への取り組み強化
● 営農指導員の適切な経営指導により、年間を通して収入のある農家の増大
● 契約販売や値決め販売による単価の安定や底上げ
● 農産物直販所（産直市 ・ ㈱松山生協）の活性化による取扱高の拡大

2020年度 2021年度 2022年度

新たな営農指導体制の試行と
「農の匠」による技術伝承の継続

多様化する販売環境に対応するた
め、品目別選任販売担当者の育成

直売所出荷者に対する栽培指導
の強化

出荷者 950名
取扱高 3億500万円

新たな営農指導体制によるJA出
荷者の訪問回数増と「農の匠」に
よる技術伝承の充実

品目別選任販売担当者を配置し、市
場情勢に即応した有利販売の実施

直売所出荷者による生産組会を
設立

出荷者 1,000名
取扱高 3億1,000万円

JA出荷者の要望に応える栽培や
農業経営指導の充実と「農の
匠」による技術伝承の充実

品目別選任販売担当者による市場と
の連携強化により、販売単価の向上

直販所生産組織の活性化

出荷者 1,000名
取扱高 3億1,000万円

【取組事項】

３. 農作物の産地振興
● 生産部会組織の活性化による基幹作物の維持・拡大
● 各部会が中心となり品目ごとに収量向上と品質改善を実現する
● 産地振興の基礎となる高品質な苗の安定供給

2020年度 2021年度 2022年度

作付面積 1,490ha
（穀類・園芸・花き・果樹）

収量向上と品質改善の具体策を
実証圃で実践

移植苗・定植苗の供給量拡大

作付面積 1,500ha
（穀類・園芸・花き・果樹）

収量向上と品質改善の具体策を
農家へ普及

移植苗・定植苗の供給量拡大と
苗質の向上

作付面積 1,500ha
（穀類・園芸・花き・果樹）

品目ごとの収量向上と品質改善
を実現

移植苗・定植苗の供給量拡大と
農家の要望に応える苗質の実現

【取組事項】

５. 地域とのつながりを強化
● JAと地域、農家と地域住民をつなぐ幅広い世代への広報活動
● 地域コミュニティの活性化を図るため各種イベントを開催
● 移動金融店舗車・移動販売車の定期運行

2020年度 2021年度 2022年度

動画配信など新しい形の広報活
動を試行

年5回以上の体験型イベントを実施

移動金融店舗車・移動販売車の
定期運行継続

動画配信で広くタイムリーに情報
提供

年5回以上の体験型イベントを実施

移動金融店舗車・移動販売車の
定期運行継続

メディアを活用した広範囲で効果
的な情報の発信

年5回以上の体験型イベントを実施

移動金融店舗車・移動販売車の
定期運行継続

【取組事項】

４. 農家の生産資材コスト低減への支援
● JAと生産部会組織の連携強化による生産資材の予約率向上
● 予約肥料・農薬の支所での引取りに対する値引きの継続と大口取引者への奨励対策の継続
● 購買事業の効率化を図り、農家訪問による適切な資材推進により予約率の向上を図る

2020年度 2021年度 2022年度

肥料・農薬予約率 66％

引取りの場合、予約肥料・農薬の
価格値引き継続

大口取引者に対する奨励対策の
継続

RPA※導入の検討

肥料・農薬予約率 70％

引取りの場合、予約肥料・農薬の
価格値引き継続

大口取引者に対する奨励対策の
継続

RPAの導入による購買担当者の
農家訪問の実施

肥料・農薬予約率 70％

引取りの場合、予約肥料・農薬の
価格値引き継続

大口取引者に対する奨励対策の
実施

RPAの運用による購買担当者の
農家訪問の拡大

【取組事項】

※RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）とは、業務の効率化を目的として手作業で行っている業務をAI（人工知能）な
どの技術を備えた機器により自動化すること

09 08



重点実施事項

１. 将来を見据えた農業者の育成と支援の継続

2020年度 2021年度 2022年度

担い手経営体数 330
（2019年度実績 326）

JAが行政や農業生産法人、生産
部会組織それぞれと連携し、新規
就農者の育成を強化

地域や農家の情報、農業塾によ
り新規就農者や新規栽培者を掘
り起こし、栽培推進

マルチャー支援やヘリ防除の継続
農業者や担い手経営体への金融支援

担い手経営体数 335

JAが行政や農業生産法人、生産
部会組織それぞれと連携し、新規
就農者の育成を強化

地域や農家の情報、農業塾によ
り新規就農者や新規栽培者を掘
り起こし、栽培推進

マルチャー支援やヘリ防除の継続
農業者や担い手経営体への金融支援

担い手経営体数 340

JAが行政や農業生産法人、生産
部会組織それぞれと連携し、新規
就農者の育成を強化

地域や農家の情報、農業塾によ
り新規就農者や新規栽培者を掘
り起こし、栽培推進

マルチャー支援やヘリ防除の継続
農業者や担い手経営体への金融支援

● 担い手経営体（認定農業者・農業生産法人・集落営農組織）の育成と拡大
● 新規就農者の育成・指導の継続
● 主要品目における新規栽培者の募集と既存栽培者の規模拡大
● 農作業支援の拡大や経営体（法人等）に対する経営支援の強化

【取組事項】

２. 安定した農業所得確保への取り組み強化
● 営農指導員の適切な経営指導により、年間を通して収入のある農家の増大
● 契約販売や値決め販売による単価の安定や底上げ
● 農産物直販所（産直市 ・ ㈱松山生協）の活性化による取扱高の拡大

2020年度 2021年度 2022年度

新たな営農指導体制の試行と
「農の匠」による技術伝承の継続

多様化する販売環境に対応するた
め、品目別選任販売担当者の育成

直売所出荷者に対する栽培指導
の強化

出荷者 950名
取扱高 3億500万円

新たな営農指導体制によるJA出
荷者の訪問回数増と「農の匠」に
よる技術伝承の充実

品目別選任販売担当者を配置し、市
場情勢に即応した有利販売の実施

直売所出荷者による生産組会を
設立

出荷者 1,000名
取扱高 3億1,000万円

JA出荷者の要望に応える栽培や
農業経営指導の充実と「農の
匠」による技術伝承の充実

品目別選任販売担当者による市場と
の連携強化により、販売単価の向上

直販所生産組織の活性化

出荷者 1,000名
取扱高 3億1,000万円

【取組事項】

３. 農作物の産地振興
● 生産部会組織の活性化による基幹作物の維持・拡大
● 各部会が中心となり品目ごとに収量向上と品質改善を実現する
● 産地振興の基礎となる高品質な苗の安定供給

2020年度 2021年度 2022年度

作付面積 1,490ha
（穀類・園芸・花き・果樹）

収量向上と品質改善の具体策を
実証圃で実践

移植苗・定植苗の供給量拡大

作付面積 1,500ha
（穀類・園芸・花き・果樹）

収量向上と品質改善の具体策を
農家へ普及

移植苗・定植苗の供給量拡大と
苗質の向上

作付面積 1,500ha
（穀類・園芸・花き・果樹）

品目ごとの収量向上と品質改善
を実現

移植苗・定植苗の供給量拡大と
農家の要望に応える苗質の実現

【取組事項】

５. 地域とのつながりを強化
● JAと地域、農家と地域住民をつなぐ幅広い世代への広報活動
● 地域コミュニティの活性化を図るため各種イベントを開催
● 移動金融店舗車・移動販売車の定期運行

2020年度 2021年度 2022年度

動画配信など新しい形の広報活
動を試行

年5回以上の体験型イベントを実施

移動金融店舗車・移動販売車の
定期運行継続

動画配信で広くタイムリーに情報
提供

年5回以上の体験型イベントを実施

移動金融店舗車・移動販売車の
定期運行継続

メディアを活用した広範囲で効果
的な情報の発信

年5回以上の体験型イベントを実施

移動金融店舗車・移動販売車の
定期運行継続

【取組事項】
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● 購買事業の効率化を図り、農家訪問による適切な資材推進により予約率の向上を図る

2020年度 2021年度 2022年度

肥料・農薬予約率 66％

引取りの場合、予約肥料・農薬の
価格値引き継続

大口取引者に対する奨励対策の
継続

RPA※導入の検討

肥料・農薬予約率 70％

引取りの場合、予約肥料・農薬の
価格値引き継続

大口取引者に対する奨励対策の
継続

RPAの導入による購買担当者の
農家訪問の実施

肥料・農薬予約率 70％

引取りの場合、予約肥料・農薬の
価格値引き継続

大口取引者に対する奨励対策の
実施

RPAの運用による購買担当者の
農家訪問の拡大

【取組事項】

※RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）とは、業務の効率化を目的として手作業で行っている業務をAI（人工知能）な
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