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　新型コロナウィルスの影響で健康維持への不安感が

募っている中、JAあさひかわ米の業務用取引先である

介護施設「㈲ユートピア・アットホーム旭川」の利用者

の健康増進・免疫力向上に役立ててもらおうと、ゆめぴ

りか甘酒100缶の寄贈を行った。当組合を代表して古

澤専務より甘酒を受け取った同施設の中島総務部長は

「3月から原則として、家族との面会も制限されている

中、楽しみの一つである食事に活用させていただけた

ら」と感謝の言葉を述べた。

◀北海道新聞にも記事が掲載されました！

　平成27年から始まったＪＡあさひかわ米の取り扱いが

年々増加しており、引き続き取り扱いをしていただけるよう

商談を行ったほか、産地間連携の推進を行い、当組合の商品

を南かやべ漁協で運営する加工販売センターで取り扱って

いただける事となった。

　当組合とＪＡひがしかわで栽培を検討して

いるタラの芽について視察を行った。櫻本社長

が独自に品種改良を行った「深山（みやま）」に

ついて、既存品種との違いや栽培方法などにつ

いて教えていただいた。特に注意すべきは一般

的なタラの芽とは違い、十分な換気を行う事で

あると伺い、今後の当組合のタラの芽栽培に対

し非常に参考となる視察となった。

　東日本大震災復興事業として、農水省・全農・

農林中金より１８億円もの助成を受けて設立さ

れており、さつまいも・長ネギ・トマト・玉ねぎ・

レタス等の生産を行っているとのこと。

　今回はトマトを生産しているハウスを視察さ

せていただいた。ロックウール溶液栽培で土を

使わずに栽培されており、機械での自動管理が

進んでいた。そのため、出荷量は大量である反面、人員や機械の運用費が莫大であるという欠点があるとの事であったが、今後

の農産物の生産販売に向け有意義な視察となった。

ＪＡ岩手ふるさとが経営する直売所「産直来夢くん」へ訪問

し販売推進を実施した結果、当組合の商品を取り扱いしてい

ただける事となった。

　「産直来夢くん」はＪＡ岩手ふるさとで運営されており、米

を中心に様々な野菜を生産しているとのことで、当ＪＡの直

売所と形態が似ており参考になる点も多いと感じた。今後も

直売所での取引を通じて親交を深めて参りたい。

特 
集

函館・宮城方面表敬訪問及び栽培視察について

6月4日木　南かやべ漁協

6月6日土　みやまアグリフーズ株式会社　宮城県亘理郡山元町

6月6日土　㈱やまもとファームみらい野　宮城県亘理郡山元町

6月5日金　JA岩手ふるさと農産物直売所 産直来夢くん

「㈲ユートピア・アットホーム旭川」へ
甘酒100缶を寄贈　免疫力向上を

「㈲ユートピア・アットホーム旭川」へ
甘酒100缶を寄贈　免疫力向上を
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未来を拓く協同組合
道産酒の応援企画

「おいしいはエールプロジェクト」

道産酒の応援企画

「おいしいはエールプロジェクト」
ＳＤＧｓとＪＡ

酒米部会 チームナックスと対談

監修＝ＪＣＡ（日本協同組合連携機構）

飢饉をゼロに

　国連が掲げるＳＤＧｓ（エスディージーズ、持続可能な開発目標）の項目に１つに、「飢饉をゼロ

に」があります。世界の飢饉人口は２０１８年、８億２１６０万人（世界人口の９人に１人）に上る

ことから、「食料安全保障や栄養改善の実現」「持続可能な農業の促進」が世界の課題となって

います。

　ＪＡグループは従来、国内の農業振興や食料の安定供給に大きな役割をに担ってきました。

また、高齢者・障がい者等への配食事業、子ども食堂やフードバンクの運営等にも取り組み、地

域に根差した協同組合として地域住民のくらしを支えています。例えば、ＪＡによる子ども食堂

の取り組みは各地で広がっており、ＪＡ独自での開設・運営や地域の協同組合等との連携、ＪＡ

直売所の食材提供、組合員組織（女性部、青年部）による支援等、多様な形態で運営し、子どもた

ちの食事と交流の場づくりに努めています。

子ども食堂（茨城）

　茨城県の生協が社会福祉協議会、ＪＡ、行政と

連携して子ども食堂を実施。地元ＪＡは無償で

食材を提供し、調理や学習支援のボランティア

のサポートを受けて運営しています。

フードバンク（神奈川）

　フードバンクかながわは、個人や団体・企業から、消費

するには十分安全であるにもかかわらず廃棄されてし

まう食料の寄贈を受け、支援を必要としている生活困窮

者に非営利団体を通じて適切に配るフードバンクシステ

ムをつくっています。この取り組みにＪＡグループも参画

しています。

　今般のコロナウイルス感染症により、北海道農業にも影響がでている状況にあり、ホクレン企画による「おい

しいはエールプロジェクト」がスタートしました。その第一弾として、道産酒＆道産牛の応援企画が実施されまし

た。ホクレンアンバサダーで「TEAM NACS」リーダーの森崎博之氏の協力のもと行われた対談には、道産酒か

らは上川地区酒米生産協議会会長の今野雅義氏（JAあさひかわ酒米部会会長）が、道産牛からは北海道肉用牛

生産協議会会長の大野泰裕氏（川西郡芽室町生産者）が参加。それぞれ、森崎博之氏と消費者へ届けたい想いを

語り合い、３人の熱い対談は大いに盛り上がりました。その内容は、ホクレンホームページ「おいしいはエールプ

ロジェクト」で見ることができます。
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JAあさひかわ

～暑い日の農作業は、集中力が途切れることがあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　農作業事故に注意しましょう!!～

営
水 稲
1　幼穂形成期から成熟期までの水管理

農情報 令和2年7月号　JAあさひかわ上川農業改良普及センター

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

水稲の生育に合わせた深水管理で不稔を最小限に抑えましょう。

２　病害虫防除
こまめな予察により、適期防除に努めましょう。

いもち病の発生しやすい水田

・近年いもち病が発生した水田
・風通しの悪い水田
・露が乾きにくい水田
・過繁茂な水田

図1　幼穂形成期以降の水管理

図2　葉耳間長で確認する冷害危険期

表1　重点的に見る水田

表2　追加防除における要防除水準

※要防除水準は、すくい取り（20回振り）による
　カメムシ捕獲頭数

幼穂形成期から10日間の前歴期間の水深は、徐々に水位を高め、最大水深10cmとします。ただし、茎数が
少ない場合は幼穂形成期後5日間の水深を5cm程度に維持し、分げつを促進しましょう。
前歴期間後７～10日間の冷害危険期の水深は、幼穂の発育にあわせて
水位を高め、最大水深18～20㎝程度を確保し、保温に努めましょう。
冷害危険期の目安は、葉耳間長±５㎝の頃になります。
漏水田は、深水止水管理ができるように畦の補修に努めましょう。
（深水管理ができる畦の高さは、30㎝以上です。）
冷害危険期終了後は、登熟期間の適切な水管理ができるように中干
し、溝切りを行いましょう。（登熟期間の根の活力向上や排水不良田
の排水対策につながります。）
出穂が見られたら、速やかに入水しましょう。

(1)

(2)

いもち病
ア　7月上旬頃から、いもち病の発生し
　　やすい水田（表１）の予察を行い、いもち病の病斑が確認された
　　場合は、速やかに防除を行いましょう。
イ　初発の確認は、北海道病害虫防除所のBLASTAM（ブラスタム）
　　による葉いもち感染好適日
　  （http://www.agri.hro.or.jp/boujosho/）も参考にしましょう。
ウ　基幹防除として①出穂期と②出穂期から７～10日後に防除を行い
　　ましょう。
アカヒゲホソミドリカスミカメ（カメムシ）
ア　出穂前に、畦畔や小麦収穫跡等で、すくい取り（20
　　回振り）による発生予察を行い、カメムシの発生量
　　を予測しましょう。
イ　基幹防除として、①出穂期と②出穂期から７～10日
　　後にいもち病と同時防除を行いましょう。
ウ　２回目の防除から７日後に畦畔や水田内のすくい取
　　りを行い、要防除水準（表２）を超える場合は、追
　　加防除を行いましょう。

割籾程度

少～やや少

中

多～やや多

品　　種

きたくりん、吟風

きらら397、ゆめぴりか

ほしのゆめ、ななつぼし

要防除水準

３頭

２頭

１頭

　江丹別そば処穂の香では、今年も自然雪蔵熟成そばの提供を始めました。
　約半年間雪の中で、じっくりゆっくり熟成されたそばは、みずみずしさを保ち、のど越し良く、より甘みが増した美味
しさを是非ご賞味ください。
　また、農産物直売所あさがおにて販売しています「江丹別生そば４５０ｇ」５９５円（税込）も自然雪蔵熟成そばを使
用していますので、ご来店お待ちしています。

自然雪蔵熟成そばの提供開始

・令和２年６月１日から１０月３１日       
　平日 → 午前８：３０～午後５：００までの営業        
　日曜日・祝日→ 休業 
 

・１１月１日から３月３１日（冬季間） 
　平日 → 午前８：３０～午後５：００までの営業 
　土曜日→ 午前８：３０～１２：００までの営業        
　日曜日・祝日→ 休業 

旭正給油所営業時間変更について

ご入学
おめでとう
ございます

旭正地区
石山 祐太郎さんの長女
芽依（めい）ちゃん

北野地区
澤田 秀行さんの長女
桃（もも）ちゃん ： 写真右

旭正地区
村田 典彦さんの長女
莉音愛（りのあ）ちゃん

お誕生
おめでとう
ございます

北野地区
澤田 秀行さんの長男

桃芽（とうが）くん ： 写真左

旭正地区
安田 幸市さんの次女
楓奏（かなで）ちゃん

令和２年度『Your Life Time Partner』（あなたの生涯パートナー）を
キャッチフレーズに担い手のお子さんのお誕生日祝、小学校入学祝として
文具セットのプレゼントをお渡ししました。

Your Life

　 Time Partner

－ ＋葉耳間長

幼穂形成期

間断潅漑・浅水

･･･水位

前歴期間 冷害危険期

浅水

に深水にする

ワキが激しい場合

中干し

中
干
し
・
溝
切
り

止葉
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・パートさん・アルバイトさん探しに困っていませんか？
・農繁期に人手不足で困っていませんか？

1日農業バイトdayworkとは？
　1日農業バイトdayworkは農家さんと求職者を1日単位で結びつけるサービスです。 これまで農業界は数週間単
位で連続した雇用が当たり前でした。しかし農繁期だけ手伝いに来てくれる方を見付けることは非常に厳しいもの
です。

生産者がデイワークサービスを利用すると
　・その地域に住む方々が自分の休日を利用して手伝ってくれるようになります。
　・本業を持っている方々でさえも副業として農業を手伝ってくれるようになります。

　2019年、十勝地方のＪＡで本サービスを開始したところスマホを使い完全自動で、のべ4000人以上のマッチング
に成功しました。 生産者、求職者、JAが完全無料で利用出来ます。

　尚、登録にあたり個人でアプリをダウンロードし登録は可能ですが、ＪＡあさひかわ生産者アカウントの作成や労災
保険への加入などの要件がありますので、詳細についてはＪＡまでお問い合せください。

　5月12日（火）、旭川青果物生産出荷協議会ほうれん草
部会は、収穫機及び軟弱野菜調整機の実演会を、旭正地区
の谷正樹さんのハウス圃場で開催した。農業者やホクレン
及び普及センター等関係機関16名の参加があった。
　実演会は高齢化や後継者不足による離農・規模縮小に
よって生じる生産量の減少に対する労働力対策として効
果が期待されることから圃場試験の実施を計画し、併せて
「ほうれん草」の機械化体系を体験してもらいたくホクレ

ンを通じ農機メーカーに協力依頼を行い開催した。
　ほうれん草収穫機は、4条同時に収穫を行い作業条件で
異なるが手作業に比べ最大約10倍程度の性能をもち、軟
弱野菜調整機は、収穫物をコンベアに並べるだけで、「根切
り」「下葉取り」の調整作業が可能。実演した谷さんは「機械
操作は慣れるまで大変だったが今後の労働力の軽減を見
据えて導入を検討したい」と話していた。

ほうれん草収穫機実演会の開催

生産者の皆様へ

１日農業バイトアプリ『daywork』のご紹介について１日農業バイトアプリ『daywork』のご紹介について

daywork

https://day.work

お問い合せ先

ＪＡあさひかわ営農企画部企画課　担当　岩崎　☎ 0166-37-8855
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　忠和支所、春光台支所における金融窓口業務の廃止日が令和２年7月１０日(金)に決定いたしました。
　令和元年7月１１日(土)からはお取引のすべてが業務継承店に移管されることになります。
　地域の皆様には長きにわたりご愛顧賜り深く感謝申し上げますとともに地区の専任担当者を配置し、今後とも一層の
サービス向上に努める所存でございますので、引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

金融窓口統合のお知らせ

　以前よりご要望をいただき、私たちとしてもお客様に、もっと手軽にオンラインショップを利用
していただき、ＪＡあさひかわの商品をおいしく食べていただきたいという考えから、オンライン
ショップのリニューアルを実施いたしました。
　今後とも「農産物直売所あさがお」の変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
　オンラインショップＵＲＬ　https://asagao.shop-pro.jp/

ＪＡあさひかわ「農産物直売所あさがお」オンラインショップをリニューアル！第 3 回 理事会

監事会・監事監査の報告

協議事項

令和２年４月２８日（火）

「再発防止策」取組状況について
農業協同組合の検査指摘事項に対する改善・対応状況等について
理事の報酬の配分について
関連法人等の役員推薦について
大口貸付について
規程類の一部変更について
組合員の出資金持分の譲渡及び減口について
固定資産の処分について

第4回　監事会　　令和 ２年　４月　9日開催
第5回　監事会　　令和 ２年　４月 28日開催
第6回　監事会　　令和 ２年　５月 28日開催

監事監査

1.

2.

3.

4.

5. 

6.

＊随時監査と無通告監査は、内部監査室と合同で実施
　しました。

無通告監査（金融・管理）
令和2年4月に3金融支所、1支所、金融共済部、
管理部を実施
無通告監査（営農企画部関係）
令和2年4月に1直売所を実施
無通告監査（購買部関係）
令和2年4月に1資材センター、1支所、
3給油所を実施
随時監査（金融共済部関係）
令和2年5月に11金融支所、1支所、
金融共済部を実施
随時監査（購買部関係） 
令和2年5月に3資材センター、4給油所、1支所、
1事業支所を実施
随時監査（営農企画部関係）
令和2年5月に農産物直売課を実施

報告事項
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8

監事監査規程等の制定について
内部監査の実施報告について
令和２年３月末事業実績（子会社含む）について
令和２年度　農家経営対策組合員対象者について
各地区再編整備事業等の推進状況について
令和２年度　営農企画部・購買部渉外体制について
令和２年度　農作業料金について
令和２年度　産地交付金（案）について
令和３年肥料年度　推進施策について
令和２年度　生産資材・農畜産物の配送運賃について
ＪＡ信用事業の収支改善に向けた取組みについて
店舗統廃合スケジュール管理表について
新型コロナウイルス感染症にかかる対応について
信用事業取扱事務手続の改正について
規程類の制定及び一部変更について
「ご質問及びご意見記入シート」集約について
組合員の加入及び脱退の状況について
その他

正組合員

准組合員

合　　計
2,087

236

464

475

20

98,931

20,512

1,663

1,796

18,982

20,778

（令和2年5月末実績）

概要
組合員数

出 資 金 残 高

販 売 取 扱 高

生産資材供給高

給 油 所 供 給 高

生 活 供 給 高

貯 金 残 高

融 資 残 高

長期共済保有高

旭正地区その他農事組合

北野地区その他農事組合

旭川中央地区その他（旭川北部）農事組合

永山地区その他農事組合

高井　光二

石橋　広

小池　忠男

小島　綾子

5/11

5/22

5/26

5/31

さん

さん

さん

さん

永山地区その他農事組合

神居地区雨紛２農事組合

神居地区豊里４農事組合

旭正地区旭正１農事組合

永山地区９区農事組合

須藤キヨ子

鈴木ヨシ子

久保　輝光

石澤　芳男

國枝留美子

4/9

4/23

4/27

4/29

5/5

さん

さん

さん

さん

さん

第 4 回 理事会
協議事項

令和２年５月２８日（木）

「再発防止策」取組状況について
総代選挙について
ディスクロージャー誌について
夏期手当の支給について
組合員の出資金持分の譲渡及び減口について

報告事項
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14

15
16
17
18

1
2
3
4
5

内部監査の実施報告について
令和２年４月末事業実績（子会社含む）について
令和２年度農家経営対策組合員の四半期実績について
令和２年産 米出荷契約の考え方について
ＴＡＣ活動状況報告、主要農産物の状況及び地区営農状況について
マネロンガイドラインとのギャップ分析結果について
疑わしい取引の届出にかかる第１四半期定期報告について
反社会的勢力排除対応管理先に係る対応状況報告について
信用事業及び共済事業における相談・苦情等対応状況（令和元年度
下期分）の報告について
融資要項の一部改正について
貸出金利の一部改正について
令和２年度第２四半期余裕金運用計画額および運用方針について
ＪＡバンク基本方針に基づくＪＡの経営状況に関する事項の報告につ
いて
事務リスク管理規程に係る第１四半期のコンプライアンス事故報告
概要について
組合員懇談会中止に伴うご質問及び回答について
規程類の一部変更について
組合員の加入及び脱退の状況について
その他

監 事 会
名

名

名

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

億　円

実施日　令和2年7月11(土)

金融窓口を統合する店舗

忠和支所と神居支所

春光台支所と北野支所

業務継承店

神居支所

北野支所

業務継承店所在地

旭川市神居２条１０丁目２番６号

上川郡鷹栖町北野西４条１丁目１番３１号

910


