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４月８日、午前９時30分より東旭川農村環境改善センターにおいて、第75回通常総会が開催されま
した。
本年の総会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面による議決権行使を検討いただき、総
組合員数326名のところ、本人出席25名、代理人出席８名、書面議決275名、計308名（出席率94.5％）
の出席をいただきました。
議長団には、南地区農事組合　守屋　大輔さん、桜岡地区農事組合　三浦　康宏さんが選出され、
提出された全議案について原案通り可決承認されました。
総会開催にあたり、畑山組合長より次の挨拶がありました。

通常総会開催第75回

▲ 畑山組合長

▲議長団　守屋 大輔さん　三浦 康宏さん

本日は東旭川農業協同組合第75回通常総会に春
作業の大変お忙しい中ご出席いただきましてありが
とうございます。常日頃より、当ＪＡの事業推進に
対しまして深いご理解とご協力をいただき心よりお
礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の断続的な感染拡大
により、長期間に亘って経済活動が抑制され、我
が国の経済は深刻な影響を受け停滞が続いており
ます。

農業分野においても例外ではなく消費の減退が
進み、農産物の需給のバランスが崩れ農業経営に
大きな影響を与えております。

そのような中、令和３年度の農産物販売高につき
ましては、天候に恵まれ生育が順調に進み、収量・
品質ともに良い結果となりました。お米については、
作況指数が上川管内108（良）と豊作となり、品質
についても適期収穫や色彩選別処理の実施により

「24年連続全量一等米」出荷となりました。
畑作については、品目によって多少の差はありま

したが、概ね平年並みの収量を確保することが出
来ました。

野菜・花きについては、平年並みの収量を確保し
出荷協議会への結集により計画を上回る実績を上
げることが出来ました。

令和３年度のＪＡ事業につきましては「令和３年
度事業計画」並びに「農業振興３ヵ年計画・農協経
営３ヵ年基本計画」に基づき、事業展開と経営基
盤の強化を図り、財務の健全化に取り組んだ結果、
当期剰余金は100,483千円となり、自己資本比率は
21.36％となりました。
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▲ 質疑の様子（小檜山 隆さん）▲ 質疑の様子（小原 隆さん）

▲ 会場の様子

尚、決算関係書類の注記表に記載しております
諸引当金については満度に計上しており含み損はあ
りません。

本年度は、未処分剰余金157,606千円の内、出資
金に対して１％ 8,999千円を配当し、組合員皆様の
出資に振替をさせていただき、自己資本の充実を
図ってまいりますのでご理解をお願い致します。

利益準備金として21,000千円、任意積立金につ
きましては47,000千円を積立させていただき、財務
基盤の強化と健全化のため内部留保を図ってまいり
ます。

組合員の皆様には、事業分量配当と致しまして
米に対して19,233千円、小麦・大豆・そばは6,018
千円、野菜・花きにつきましては販売高に対して
1,927千円を特別配当し、厳しい農業情勢を見据え
53,430千円を次年度へ繰越させていただきます。

これもひとえに組合員皆様のご理解とご協力の
賜物と深く感謝申し上げます。

令和４年度につきましても引き続き、新型コロナ
ウイルス感染拡大をめぐる不確実性から経済の回
復ペースは緩慢なものとなることが予測されます。

このような中、東旭川地域の持続可能な農業生
産を進めていくため、営農の基礎となります「営農
振興方策」を策定し、農作物ごとの営農相談を実
施しながら組合員の皆様と共に各事業を実践してま
いります。

また、米の政策改革により水田活用の直接支払
交付金の見直しについては、行政・系統・関係機関
と連携を図りながら、生産現場の様々な課題など
を組合員と共有し、今後の産地としてあるべき方向
性を協議し、取り組んでまいります。

今後とも総合農協として、ＪＡの健全性・信頼性
を一層高めてまいりますので組合員皆様方のご理
解・ご協力を賜りますようお願い申し上げ、開会の
挨拶と致します。
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稲　作
収量・品質の安定化に向け、適切な栽培管理を行いましょう！（生育前半編）
１　収量に結びつく「有効茎」は幼穂形成期頃までに確保しましょう！

⑴茎数は７/15頃まで増加しますが、その後は徐々に減少することが一般的です。遅く出た分げつが穂をつ
けると「遅れ穂」になるため、初期に茎数を確保することが重要です。

⑵活着後は分げつの発生を促すため、下図を参考に管理し、水温・地温上昇に努めましょう。
⑶日中は必ず止め水にし、入水は田面水と用水の温度差が小さい夜間か早朝に行いましょう。

２　ワキ（土壌還元）は、発生程度に応じた対策を行いましょう！
稲わらをすき込んだ水田や透排水性の悪い水田では、地温の上昇に伴って有機物が分解して還元が進み、

「ワキ」が発生しやすい状態にあります。根傷み・根腐れが生じて根の活性が低下し、稲の生育に必要な養
水分の吸収が著しく低下します。

３　雑草対策　～発生する雑草に合わせた除草剤を使用しましょう！～
⑴除草剤の拡散を妨げないよう、水面に浮いた稲わら等をできるだけ回収しましょう。
⑵除草剤散布時の雑草生育状況（ヒエの葉齢など）を的確に把握し、必ず適期内に使用しましょう。
⑶処理層を崩さないためにも、散布後７日間は止め水管理しましょう。
⑷除草剤処理後の補植は、薬害の発生と処理層を崩すので行わないこと。
⑸中干しと併せた雑草対策として、ホタルイ・ミズアオイ等の広葉雑草が残草しているほ場はバサグラン

等、ヒエはクリンチャー等の後期除草剤処理を行うと効果的です。

４　幼穂形成期の管理　～事前の中干し・茎数不足の場合はギリギリまで分げつ確保を～
⑴幼穂形成期前（６/20あたり）に、土壌表面に細かなひびが入るまで中干しを実施し、根

に酸素を供給し、根の活力を向上させましょう。
⑵幼穂形成期の確認は、平均的な生育の稲の主茎を根元から切り取り、その主茎の基部を

カミソリで縦切りにして確認します。幼穂長が２mmに達した時を幼穂形成期とします（平
年は「ゆめぴりか」で６/25、「ななつぼし」で６/26）。

⑶近年、６月の低温・日照不足により分げつ増加が緩慢となる年が続いています。茎数が
少ない場合、幼穂形成期～５日目頃は「浅水」で分げつ発生を促し、６日目頃から幼穂
の伸長に合わせて徐々に水を深くしましょう。

営農技術情報

図　天候に応じた水管理

表　ワキの発生程度と対策
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畑　作
大豆のは種について
は種作業のポイント

は種作業の善し悪しで、その後の生育が決まります。
は種深度は３～５cmになるようには種機を調整し

てください。は種時期は５月10日以降平均気温10℃
以上を目安に、は種後の降雨状況考慮し行いましょう。

栽植密度は8,300株/10aを基本とし、密植でも
12,500株/10aまでとし、株間を設定しましょう。

　例１　畦幅60cm株間20cm 8,340株/10a
　例２　畦幅60cm株間13cm 12,820株/10a

病害虫防除
種子消毒は必ず行いましょう。未熟有機物の施用はタネバエの被害を受けやすくなるので避けましょう。

また、種子の腐敗（苗立枯病等）を防ぐため、低地温や土壌水分が多い条件でのは種は避けましょう。
種子消毒例
病　害　虫 農　薬　名 使用時期 使　用　量 回　数
アブラムシ類
タネバエ
苗立枯病等

クルーザーMAXX は種前
(塗沫処理 )

乾燥種子 1kg当たり
原液８ml １回

※注意：根粒菌を接種する場合は、「クルーザーMAXX」を先に塗布し、乾燥後に粉衣します。

除草剤の散布
土壌処理を基本とし、出芽直後の雑草の生育状況を確認した上で、出芽直後にも使用可能なパワーガイ

ザー液剤の使用も有効です。
ただし、散布基準の使用方法、散布時期であっても多量の降雨量、高温によっては薬害を生じ、生育停

滞につながる恐れが大きいため、散布には生育状況と天候の確認を行いましょう。
薬剤名 処理方法 使用時期 使用量 /10a 回数 主な対象雑草

ロロックス 土壌処理 は種直後 100～ 150g １ １年生広葉雑草

フルミオＷＤＧ 土壌処理 は種後～出芽前
（雑草発生前） ５～ 10ｇ １ １年生広葉雑草

パワーガイザー液剤 土壌処理
雑草処理

出芽直前～出芽揃
（雑草発生始～揃期） 200～ 300ml １ １年生広葉雑草

青　果

図　上川早生大豆栽植密度試験
　　備考　明日の豆作りより

ピーマン
温度管理

目　標　温　度 湿　度　管　理
日中温度 25～ 30℃ 気温 20℃以上の時に湿度を 65％以下にしない

高温乾燥時は通常のかん水の他に、通路かん水を実施し、ハウス内湿度を確
保する。夜間温度 20～ 23℃

 生産管理
・かん水

着果数に応じてかん水量を増減させましょう。根の吸水が活発で蒸発散作用も旺盛なので、少量多回数のか
ん水を行い、晴天時、高温時は特に乾かない様注意して下さい。

□ これからの時期は日中の気温は高いが、夜間は冷え込むこともあるので、ハウスの管理は高温対策と低
温対策の両方に留意する。

□温度が急速に低下する時は、ハウス内の湿度が高まり、病害発生の要因となるので、モヤ抜き換気を行う。

□ 果実の肥大期、収穫期を迎える果菜類の管理は、高温、乾燥に注意し、生育ステージに応じた温度、
かん水管理を徹底する。

□ 土壌水分の過剰・不足は根のストレスとなるので、かん水は少量多回数で行う。

青果共通チェックポイント！✓
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水稲栽培講習会　開催
４月１日に開催された水稲栽培講習会は、昨年の夏期の高

温や干ばつにより胴割粒や白未熟粒などが発生したほ場が多
くみられたため、特に被害が多かった胴割粒の原因と対策に
ついて上川農業改良普及センターの古川普及員よりご説明い
ただきました。

胴割粒は精米時の品質を著しく低下させ、販売力の低下に
も繋がるため、ご説明いただいた内容を協議会全体で共有し、
本年の高品質米生産へ向けて取り組んでまいります。

当地区は移植栽培が基本であり、その技術を磨い
てきましたが、今後の東旭川農業の維持と発展を見
据え、５月２日に稲作協議会主導による、直播栽培
研究会を会員15名で発足致しました。

発足の背景には、生産者の高齢化と担い手減少に
より、水稲作付面積を維持する事が難しくなってく
ることや、米の生産コストの増加が懸念されるため、

生産基盤の維持・
強化を図る観点か
ら、直播栽培に取
り組み、コスト低
減による生産者の
経営安定を第一の
目的としておりま
す。

また、この日は
古川普及員より、
直播栽培の基本技
術の講習を行っていただき、会員全員が熱心に耳を
傾けており、今年度の直播栽培に向け、良いスター
トがきれたと思います。

今後は栽培講習会や青空教室を開催し、直播栽培
技術の確立に向けて、研究会全体で取り組みが進め
られます。

稲作協議会

直播栽培研究会　発足

第１回水稲青空教室　開催
４月28日に３ヵ所のほ場にて生産者29名参加の

もと、第１回水稲青空教室が開催されました。
古川普及員より「適切な育苗管

理と移植後の初期生育の促進対策
について」の講習が行われました。
参加者全員真剣な面持ちで受講さ
れ、講習会後には、ＪＡ・普及セ
ンターを交え生産者同士での情報
交換等が行われ有意義な講習会に
なりました。

AGRI NEWS
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兵村の里運営協議会　第１回栽培講習会 開催
４月６日、会員21名参加のもと、第１

回栽培講習会が開催されました。
渡辺農事㈱北海道営業所の安達所長を講

師に招き、実際の直売所の写真を参考に、
顧客の目に留まるパッケージや商品を発信
する方法などのノウハウをご講演いただき
ました。

講習会後「兵村の里」の売り場には、「生
産者からのメッセージ」やPOPを活用した
商品も少しずつ増えてきており、今後の売
り場作りの参考になった講習会となりまし
た。

５月７日放送の「あぐり王国北海道NEXT」で、旭川産のチンゲン菜
が紹介されました。旭川市のチンゲン菜は道内１位の出荷量を誇ってお
り、３月末から11月まで長期間にわたり出荷されております。今回は
ペーパン農事組合 菅原 俊雄さんのほ場にて収録が行われました。

チンゲン菜のは種作業から収穫、袋詰めまでの一連の工程を実際に体
験しながら紹介していただきました。また、収穫したてのチンゲン菜や

お母様の弘子さん直伝のチンゲン菜料理３
品を食べていただき、旭川産のチンゲン菜
の魅力をたっぷり紹介していただきました。
番組の最後には当ＪＡの職員も出演し、Ｊ
Ａ旭川青果連の概要や東旭川の農業の特徴、
当ＪＡの特産品も紹介致しました。

旭川産のチンゲン菜をスーパー等で見か
けた際には、是非ご購入していただき、そ
の美味しさを味わってみてください！

あぐり
王国

北海道

NEXT

旭川産 チンゲン菜が
紹介されました！

AGRI NEWS
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事務所をご利用される方も当ＪＡの特産品が購入できるように、本所事務所（南側入口）に
ＪＡ東旭川特産品の販売ブースを設置しました。

単品や化粧箱入りのセットの購入はもちろん、ギフトの相談や地方への発送も随時受付して
おりますので、ぜひ、ご利用ください！（常時在庫していない商品もございます。）

★ 取 扱 商 品 ★

本所事務所で�
� 特産品が購入できるようになりました !

営農販売課より

東旭川ビール
（単品・３本セット）

北のゆめちからーめん（※）

ＰｅｂｏＲａ
ゆめぴりか・ななつぼし・おぼろづき

（単品・３本セット・６本セット）

開拓魂（※）
（単品・２本セット）

兵村の五目の具

兵村味噌（※）
（１kg・800ｇ・450ｇ）

東旭川かりんとう

（※）常時在庫していない商品

ＰｅｂｏＲａとは・・・
２合用のペットボトルに入った無洗米です。
小さなペットボトルなので、冷蔵庫での保存も場所

をとらずに、鮮度良く美味しいお米が食べられます！
いろいろな品種のお米を食べてみたい人や、お米ギ
フトにオススメです！

ぜひお買い求めください！！

AGRI NEWS
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豊田　髙橋 一郎さん
（メロン脇芽取り）

豊田　古屋 新さん
（種まき）

豊田　高倉 伸淳さん
（田起こし）

ペーパン　佐々木 博さん
（しいたけ 植菌）

今月のフォトギャラリー

春作業が本格的にはじまりました！

豊田　鈴木 涼介さん
（直 播）
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年金友の会　第39回定期総会

第39回年金友の会定期総会は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、3月25日書面議決にて開催し、賛成多数
により全議案可決決定されました。

本年は任期満了に伴う役員改選の年であり、右記のとお
りとなりました。

今年度の事業活動の実施についても、新型コロナウイル
ス感染症の状況を踏まえた中で、慎重に検討してまいりま
すので、ご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

また、活動再開時には会員皆様が楽しめるよう企画・運
営してまいりますので、その際には多くのご参加をお待ち
しております。

会　長　　遠　藤　正　雄

副会長　　千　代　久　直

　〃　　　坂　井　仲　良

理　事　　杉　山　幸　子

　〃　　　三　浦　サチ子

監　事　　川　滝　健　二

　〃　　　三　木　克　彦

税対策協議会　第６回定期総会

４月26日、税対策協議会第６回定期総会を開催致しました。

今回の定期総会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため書

面議決により行われ、全議案賛成多数で原案通り可決決定さ

れました。

本年は令和５年10月より導入されるインボイス制度の説明

会やソリマチ農業簿記講習会の実施など、協議会・税理士が

一体となり、令和４年度の農業税務申告がよりスムーズに行

えるよう活動してまいります。

令和３年度
確定申告件数

青色申告 46 件

収支計算 96 件

不 動 産 259 件

そ の 他 9 件

　合計 410 件

東旭川中山間地域活動協議会

　第３回定期総会

５月13日、東旭川中山間地域活動協議会　第３回

定期総会を開催致しました。今回の定期総会は新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のため書面議決により行わ

れ、全議案賛成多数で原案通り可決決定致しました。

また、本年は任期満了に伴う役員改選の年であり、

右記のとおりとなりました。

会 長　　泉　　　誘　一

副 会 長　　菅　原　俊　雄

会計・書記　　大　橋　　　誠

理 事　　押　切　美佐穂

〃 　　髙　橋　一　郎

〃 　　鹿　野　　　剛

監 事　　外　山　　　実

〃 　　中　村　　　肇
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お問い合わせ先　金融共済課（貯金）� ☎ ３６-２１１１
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第３回理事会
開催日　令和４年３月16日
決議事項

１． 令和３年度事業報告、貸借対照表、損益
計算書、剰余金処分案及び注記表並びに
附属明細書、部門別損益計算書について

２． 令和３年度自己査定について
３． 第75回通常総会招集通知書について
４． 議決権行使書面の取扱いについて
５． 定款の一部変更について
６． 会計監査人による監査の結果について
７． 旭川市21世紀の森運営協議会の役員の選

出について
８． 自動車運行管理規程の一部変更について
９． 育児および介護休業規程の一部変更につ

いて
10． 出資の譲渡について
11． リスク評価書の改正について
12． 令和４年度貸付金利率の最高限度並びに

組合員及び員外者に対する信用供与等の
最高限度額の設定について

13． 令和４年度コンプライアンスプログラム
の策定について

14． 地区別座談会の開催について
15． 令和４年度土地改良事業並びに作業斡旋

事業に係る利用料金について
16． 予冷庫利用料金の改定について

協議報告事項
１． 監事監査に於ける監査報告について
２． 固定資産の取得について
３． 組合員の加入・脱退の状況について
４． 内部監査実施報告について
５． 令和３年度コンプライアンスプログラム

実施結果について
６． 「ＪＡバンク基本方針」の変更について
７． ＪＡバンク相談・苦情等対応状況について
８． ＪＡ共済相談・苦情等対応状況について
９． 職員の採用について
10． 貯金・共済の推進状況について

11． 各課・支所の事業推進報告について
第４回理事会　

開催日　令和４年３月24日
決議事項

１． 監事監査における指摘事項に対する回答
について

２． 令和３年度決算関係書類及び部門別損益
計算書について

３． 行政庁検査に伴う検査指摘事項に対する
改善状況等の報告について

４． 出資の減口・譲渡について
５． 職員就業規則の一部変更について
６． 準職員就業規則の一部変更について
７． 個人情報保護方針の一部変更について
８． 個人情報取扱規程の一部変更について
９． 特定個人情報取扱規程の一部変更につい

て
10． プロパンガス料金の改定について

協議報告事項
１． 監事監査に於ける指摘事項について
２． 第75回通常総会について
３． 組合員の加入・脱退の状況について
４． 個人情報保護法等に基づく公表事項・利

用目的等の一部変更について
５． 個人情報取扱細則の一部変更について
６． 特定個人情報取扱細則の一部変更につい

て
７． 保有個人データの開示等に関する手続要

領の一部変更について
８． 個人情報に係る苦情等対応手続要領の一

部変更について
９． 各課・支所の事業推進報告について

第５回理事会
開催日　令和４年４月８日
決議事項

１． 令和４年度役員報酬の配分並びに支給方
法について

２． 理事に対する資金の貸付に係る事前包括
承認について

３． 役員とＪＡの取引基準について
４． 役員賠償責任保険契約の締結について
５． 出資金の譲渡について

協議報告事項
１． 組合員の加入・脱退の状況について
２． 各課・支所の事業推進報告について
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第６回理事会
開催日　令和４年５月13日
決議事項

１． 組合と理事の契約について
２． 貸付金の査定について
３． 役員報酬審議会委員の選任について
４． 令和３年度業務報告書の行政庁への提出

について
５． 出資金の減口・譲渡について
６． 固定資産の取得（計画外）について
７． 地区別座談会および総会における意見・

要望に対する回答について
８． 職員採用募集について

協議報告事項
１． 監事の監査報告について

２． 組合員の加入・脱退の状況について
３． 内部監査実施報告について
４． 固定資産の取得について
５． 余裕金の運用報告（４月末）について
６． 農業振興３ヵ年計画・農協経営３ヵ年基

本計画について
７． ＪＡバンク経営戦略について
８． ＪＡ共済苦情等対応要領の一部変更につ

いて
９． 令和４年度共済・貯金推進について
10. 令和４年度主食用米穀の出荷契約書につ

いて
11. 令和４年度水田活用米穀の出荷契約書に

ついて
12. 各課・支所の事業推進報告について

人 事 異 動

退　職

お世話になりました。
令和４年３月31日
管理課勤務

　稲
いな

　垣
がき

　　　翼
つばさ

　
管理課勤務（（株）アグリファースト出向）

箕
みの

　浦
うら

　祐
ゆう

　哉
や

生産資材課勤務（契約期間満了）

藤
ふじ

　木
き

　喜
よし

　美
み 

令和４年４月12日
管理課勤務

　豊
とよ

　岡
おか

　　　静
しずか

　

よろしくお願いします。
令和４年４月１日
金融共済課勤務

　佐
さ

　藤
とう

　　　心
こころ

　
（旭川農業高校卒）

金融共済課勤務

佐
さ

　藤
とう

　歩
あゆ

　佳
か 

（旭川北高校卒）

燃料課勤務

　菊
きく

　地
ち

　　　憂
ゆう

　
（士別翔雲高校卒）

新入職員採用

５　月

 13日 理事会

 25日～27日 組合員宅巡回訪問

６　月

 ６日～24日 組合員共済一斉推進 

27日～29日 組合員宅巡回訪問

行事経過と予定
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企
画
・
発
行
　
東
旭
川
農
業
協
同
組
合

発
行
責
任
者
　
畑
　
山
　
義
　
裕

印
刷
　
㈱
総
北
海

14

いつもＪＡだより「　   －ひかり－」をご愛読いただきあ
りがとうございます。

組合員の皆様におかれましては田植え作業等、農作業
が本格的に始まり豊穣の秋に向け多忙な日々が続いてい
ることと思いますが、 農作業事故や健康管理には十分お
気をつけください。

令和４年から新しい共済商品として認知症共済が誕生
しました。認知症共済は幅広い保障とサービスでしっか
り備えられる新しい保障です。また、年金お受取りご予
約キャンペーンも行っております。様々な特典がござい
ますので、ご興味がございましたらぜひ金融共済課まで
お問い合わせください。

さて、新型コロナウイルス感染症や戦争等、暗い話題が
多いですが、そんな中、少しでも皆様の楽しみや励みにな
れるような広報誌を目指してまいりますので、今後もＪＡだ
より「　   －ひかり－」をよろしくお願い致します。 （片山）

HELLO!!  HOW ARE YOU DOING?

ＪＡだより「　　－ひかり－」ではみんなの広場に
掲載する取材先を募集中です。
　東旭川地域のちょっとした「アレコレ」気がついた
ことがあればお気軽にご連絡ください。ＪＡだより編
集委員が取材にまいります。もちろんご自分で取られ
た写真なども同時に受付しております。
　情報提供をされた方には兵村味噌をプレゼント！

郵　送：旭川市東旭川南 1 条 5 丁目 8-22
　　　   東旭川農業協同組合
　　　  ＪＡだより編集委員　宛
電　話：36-2111（企画課）
メール：kikaku@ja-higashiasahikawa.net

連絡先
・

お問い合せ先

みんなの広場
取材先募集中 !!!!

桶
おけ

谷
や

　直
なお

人
と

（営農販売課）
令和３年９月　営農販売課　勤務

・趣味： スポーツ観戦、 
（上手くならない）ゴルフ

・特技：将棋（アマチュア初段）
・好きな食べ物： 寿司、焼肉
・最近はまっている事： 
 Youtubeで昔の街並みを見ること

・�仕事をしていて嬉しかった事
　日常業務を行う中で「ありがとう」

「助かった」と言われたときです。そ
の一言が心のエネルギーになってい
ます。
・�本人より一言

　まだまだ未熟な面が多く、諸先輩
方にご指導賜る日々です。1日でも早
く一人前になれるように邁進してい
きたいと思いますので、今後ともど
うぞよろしくお願い致します。

南地区　相
あい
田
だ
　敦

あつ
子
こ
さん

ぷっくりとした鈴のような形が可愛らしく、すず
らんの花の上品な香りがしてきます。

編　集　後　記

すずらん開花
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