大雪清流

てっぺんだより
JA Higashikawa Public relations magazine

Daisetsu Seiryu Teppen Dayori

特集

今月の

特集 27区

吉田久美子さん

3

2020 March

560

No.

……………………………… P2

北海道指導農業士・北海道農業士とは?……P4 無くそう、農作業事故………P 5
｢東川米 High quality 生産運動」
に向けて……………………………………… P6
｢ひがしかわサラダ生産性向上運動」実践に向けて…………………………… P7

1

大雪清流てっぺんだより

2020/3

令和元年度東川町蔬菜園芸研究会総会・ひがしかわサラダ生産者の集い開催…P8
トピックス………P10
JAグループ通信………P11
行事予定……… P12

～次世代農業者の熱い思いをサポート～

離農などで農業人口の減少する中、

に残りました。

指｢導農業士の認定は大き過ぎる看

可欠です。行政、普及センター、関係機
いに応え『農業って大変だけどやりが

の息子家族を含め新規就農者の熱い思

り、自分にとっても大きなチャンス

なり、多様な人たちとの出会いもあ

らず不安ですが、研修の機会も多く

板を頂いたようで、まだスキルも足

関との連携サポート制度として、北海道
いがあって面白い！』と言う担い手が
と考え、学んだことを出来るだけ発

「私の経験や得た知識が、就農 年目

農業士・指導農業士の制度があります
一人でも増えるように役立ちたいと思

■経験・知識・熱い思いを次世代へ

含め親の農業を継げる後継者は恵まれ

と思い続け就農した吉田さん。「私を

三人姉妹の長女で『将来は農家に』

まだ勉強中ですが、まず目の前にい

という流れもあります。自分もまだ

ます。新規就農をするなら北海道で

選択したいと希望される方は必ずい

います」

指導農業士の話を聞いた時、吉田さ
ています。農地など物理的な面もあり
る息子を育てつつ、息子世代の皆さ

海道指導農業士に認定された吉田久美

んの脳裏には数年前研修講演で聞いた
ますが、身近に相談者がいるというの

「一般の方でも職業として農業を

体験談が思い浮かびました。農業と全
んの役に立てたらと考えています」

企業に就職する様に、農業に就職した

就農をされた女性の方でした。『一般
する新規参入者も身近に相談できる人

のスタートでした。ゼロからスタート

●新 規 就 農 者 が 参 入 し や す い

様、皆で考え、良い体制を構築出

ＪＡひがしかわ女性部監事

がいれば心強いのでは。そこから、人

ターン就農。

いと思っても何の道筋も無く、相談出

川町へ。平成13年より本格的にＵ

来ればと思います。よろしくお願

に恵まれる。長男誕生と同時に東

と農業への架け橋になって行ければい

業後、札幌市で就職結婚。3男1女

来る人も少ない時代でした、今は恵ま

業 高校・酪農学園短 期大学部 卒

いします

小学校・町立東川中学校・旭川商

いなと思います」

昭和34年東川町生。町立東川

れていますね』という女性の言葉が心

へ

も大きい。私も父からの基盤があって

■息子世代の担い手にエールを！

信したい と｣語る吉田さん。

（ 頁参照）。
女性としては町内初の北

次世代の担い手、新規就農者の育成は不

家族構成（敬称略）
吉 田 豊 彦（夫 61歳）
久美子（本人 60歳）
拓 未（二男 31歳）
泰 征（三男 27歳・後継者）
あや
朱（三男の妻 25歳）
樹 生（孫 9カ月）
作付品目
水稲12ｈａ・トマト550坪
ユリ300坪・ブロッコリー13ａ
しばれほうれん草200坪

く関係ない分野から 年ほど前に新規

子さんにお話をお聞きしました。
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町内初の
女性指導農業士

～明日への挑戦～

よしだ

3

吉田
久美子

人物プロフィール

40

JAに報告（2月21日）

Shine
シャイン
1 本づつ手に取って
注意深く観察しながら作業

初心に帰ってもう一度確認！

無くそう、農作業事故!!

ています。どちらも地域農業の振興・農村生活の向上のために意欲的に協力される方が認定の

力』とあり、農業士については『担い手への指導・助言を行い、市町村やJAが行う新規就農者の

しかし、農作業に限ると16.7人と圧倒的に高いのが現状です（2017年）。

定着促進に関する事業への協力』とあります。一般的には研修生の受入・指導を行うのが指導

皆さんも、小さな事故は1年の間に1度や2度は経験されているのではないでしょうか？

農業士、主に助言を行うのが農業士となります。

軽微な事故も「なぜ？どうして？」と検証しなければやがて大きな事故につながりかねません。
繁忙期が近づいてきた今こそ、初心に帰って農作業事故防止に努めましょう！

どちらも地域の行政の推薦を受け認定されますが、昭和46年に創設されたこの制度では、
2019年4月現在で773名の指導農業士と1,384名の農業士が認定されています。指導農業士・
農業士の認定を受ければ、高度な研修を受ける機会も多く、自身の向上にも繋がります。東川
町内では農業士は4名、指導農業士は吉田久美子さんが3人目、女性では町内初の指導農業士

①農業機械の取扱説明書は必ず保管し、年に一度は読み返しましょう。

となりました。次世代の農業振興のために、指導農業士・農業士の役割は大きいものになって

（慣れによる作業は危険です）

います。今後ＪＡと町では農業士・指導農業士の認定者を増やし、新規就農者の参入・育成に努

②点検整備は定期的に行いましょう。

め、地域農業の発展を目指しています。

（作業中に不具合が生じたり、命の危険も！）

指導農業士・農業士については

③疲労時、睡眠不足の時は、無理をせず休息しましょう。
（事故原因で多いのが、
『過労・睡眠不足』です）

営農指導課（電話82-2124）へお問い合わせください。

認定の要件

④一人で作業するときは、必ず作業場所を家族に伝えておきましょう。

北海道指導農業士

（携帯電話をお持ちの方は忘れずに）

・道内で農業に従事する、個人経営の経営主又はその配偶者等、農地所有適格法人で農業運営を主体的に

⑤休憩時間を設定し、時間になれば必ず休憩を取り、水分を補給しましょう。

担っている方。

『あと少しだから続けよう』はやめましょう。

・高度な生産技術力、経営・生活管理能力を持ち、農業経営や農家生活の成果がその地域の水準以上の方。
・次代の農業の担い手育成に熱意と指導性を持ち、研修生の受入及び適切な指導ができる方。

（女性の農作業事故で熱中症が増えています）

作 業 前の点検も
忘れずに！

⑥万一に備えて必ず保険・共済に加入しましょう！
（労災保険は庶務課82-2121・共済は82-5011へご相談ください）

!!

・地域農業の発展に対する貢献度及び社会的信頼度が高い方。

北海道農業士（農地所有適格法人の構成員又は構成員の家族を含みます。）

手洗い！ うがい！ 消毒！

インフルエンザ・
コロナウイルスから
身を守ろう

農作業事故防止には体調管理も大切です！

ウイルス対策には手洗い・うがいが効果的！

アルコール性の消毒液などが大変有効です。

ＪＡも消毒液を常備中です。

来所の際はご協力ください。

来所の際には

ご協力をお願いします。

2020/3

ことが大切です。そのため北海道では北海道指導農業士及び北海道農業士の認定制度を設け

修受入れ・指導・助言を行い、市町村やJAが行う新規就農者の定着促進に関する事業への協

建設業では10万人当たり6.5人、全産業では1.5人の作業中の死亡事故。

大雪清流てっぺんだより

地域農業の維持・発展・活性化のためには新規就農希望者を積極的に受け入れ、育てていく

対象になりますが、役割はそれぞれ違いがあります。指導農業士は『次代の農業の担い手の研

作業中の死亡事故は農業が圧倒的に高い！この現実をご存知でしょうか?
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・道や市町村、ＪＡなど関係機関団体等が実施する研修や農業改良普及センター等が実施する研修会に積
極的に参画するなど資質向上への意欲が高い方。
・道内で現に農業に５年以上従事している原則３０歳以上の方。
・経営改善に積極的に取り組むとともに、経営改善や青少年活動等、地域活動に率先して参加活動している方。
通知

認定までの流れ

農業者
認定

同意

普及センター

地元指導農業士会・農業士会

市町村

賛同

農業委員会、JA

推薦

意見

道

意見
聴取等

北海道指導農業士会
農業士制度推進会議
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「東川米 High quality 生産運動」
に向けて

｢ひがしかわサラダ生産性向上運動」
実践に向けて

定植前後の注意

定植前に地温を確保して、活着促進や良好な初期生育を図りましょう。
①地温確保のポイント

[ベット内の地温を１５㎝の深さで１８℃以上を確保する]

水田土壌の健全化で、再度最高金賞を！

融雪材を利用して遊離酸化鉄の補給
一般の土壌には鉄が多く含まれていますが、老化した水田では作土から鉄が溶脱してしまい、少
なくなっている場合があります。鉄が少なくなると土壌に硫化水素が発生しやすくなり、根腐れを
引き起こす要因となるため、水田では適正な鉄レベルとなるよう管理する必要があります。その値
の基準値は２％となっていますが、東川町での分析値の実態は図１と図２になります。

[土の乾燥を促進する]

[早めのマルチ設置で地温を確保する]

②定植のポイント

[苗にストレスを与えないよう、丁寧に移植する]

[ピーマンの定植]

図１ 東川町での遊離酸化鉄平均値

[トマトの定植]

③活着促進のポイント

[苗の活着までは、十分な水分を確保し、根の伸長を促す]
[かん水には、冷たい水を散布せず、地温と同程度の水温とする]

図２ 土壌診断結果の年次別測定値

遊離酸化鉄が２％の基準値に達している圃場は、4カ年の平均で２０％でした。土壌診断の項
目で基準値に達していない割合としては、遊離酸化鉄の他に可給態ケイ酸もあります。東川町の
水田の多くは、この２成分が不足している状態になっています。
この対策資材として、
「テツケイカル」があります。融雪材として散布できますので高品質・確実な
収量確保に向けて「テツケイカル」の散布を実施してください。施用量については下記の表の通り
です。
表1 「遊離酸化鉄」分析値からの対策法

[活着したピーマン苗]

[活着したトマト苗]

pH、ＥＣの測定

露地栽培では、低ｐＨでりん酸・石灰・苦土の不足している圃場が見られます。今後、野菜栽培
を継続していく畑では、土壌改良が必要となります。早めに、土壌診断をしてください

◎全項目土壌診断は資材課で随時受け付けています!高品質な野菜作りは、土作りから!!
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遊離酸化鉄の値（％ )

テツケイカル施用量（kg/10a）

１％未満

200 以上

１～ 1.5

180 ～ 200

1.51 ～ 1.8

150 ～ 180

1.81 ～ 2.0 未満

100 ～ 150

※１分析値からの施用量です ※２この施用量は数年継続する
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から前向きなご提案が多くあり、本当に素晴ら

と有利販売を目指します」と強い意気込みを述

ており比較的初期費用が少ないブロッコ

阿部茂さんが

しいと感じます。今後も市場一丸となり取扱増

区農事組合

は「ひがしかわサラダ生産性向上運動」
活動に向け、生産者と取引先が生産販売の意思

まもなく始まる「ひがしかわサラダ」の生産

べられました。

の最終年であり、目標達成のため研究会
統一を確認した 日となりました。

議長として選出されました。令和２年度

総会は、

リーの作付推進の提案を行いました。

松家孝志研究会会長の挨拶

と部会の協力のもと全力で取り組む事、
また、「ひがしかわサラダ産地総合支援
事業（第二期）」の最終年でもあること

３２区農事組合

から、ハウス導入、改修の増加を進める

年度に内容を協議し、執

ことが決定しました。また、部会集約化
について令和
り進めていくことが挙げられました。
総会終了後は同会場にて「ひがしかわ
サラダ」野菜生産者の集いが札幌みらい
大島敏様の乾

月

日（金）、

ひがしかわ

松家会長の挨拶で始

目標の模範となる優秀生産者

名が表

出荷共励会表彰では各部会収量・品質

と強く要望されました。

ので是非、規模拡大をお願いします」

増産分は私が責任を持って仕切ります

て頂いておりますが数が足りません。

全てマックスバリュ東海㈱で高く買っ

杉正光開発部部長様から「主要品目は

まり、ご来賓を代表し、三島青果㈱高

蔬菜園芸研究会

産者の集いが開催されました。東川町

研究会総会及び、ひがしかわサラダ生

階ホールで令和元年度東川町蔬菜園芸

2

を目指して』と題し、近年需要が伸び

複合経営を目的に『ブロッコリー増産

識改革を提案、青果課からは水稲との

る収量差』として栽培管理に関する意

た。営農指導課からは『栽培管理によ

動することの重要性の発表がありまし

栽培管理注意点など、予測を立てて行

影響、農事気象学会の気象予測を基に

動きや、月の満ち欠けが作物に与える

気象予測による考察』で太陽・惑星の

学習会では松家会長による『月齢と

彰されました。（次ページ参照）

11

キトウシ農事組合

２１区農事組合
軟白みつばの部

中央青果㈱営業推進部長

J
A

ハーブの部

２７区農事組合
スィートコーンの部

３４区農事組合
養液栽培の部

杯のご発声で始まりました。若手生産者

6

西部東農事組合
ブロッコリーの部

１９北農事組合
ほうれん草の部

とベテラン生産者が参加し、交流するこ
とで多くのことを学び、今後の生産活動
に大きく活かすことが出来る有意義な集
いとなりました。恒例の大抽選会では当
選者の名前が読み上げられる度に大きな
歓声が上がり、大盛況のうちに抽選会は
終了しました。手締めのご挨拶で㈱キョ
岡本賢和様は「若い生

◆令和元年度東川野菜主要品目優秀生産者（敬称略）

議事はスムーズに進行
松家会長による講習
三島青果㈱高杉正光様よりご挨拶

8
2020/3

大雪清流てっぺんだより

2020/3
大雪清流てっぺんだより

9

クイチ執行役員

産者も多く出席され、研究会やＪＡ職員

1

2

キトウシ農事組合
露地長葱の部

キトウシ農事組合
軟白長葱の部

新栄北農事組合
ピーマンの部

東雲農事組合

上 野
修
岡 村 博 信
山 田
博
麻 下 智 基
園 田
稔
篠 原 猛 志
㈱ grow 小林 喜一
得 永 昇 司
堀 部 祥 広
髙 橋
満
溝 口 泰 男
ミニトマトの部

出荷共励会表彰式の様子
大抽選会の様子

令和元年度東川町蔬菜園芸研究会総会
ひがしかわサラダ生産者の集い開催
大玉トマトの部

32
2

話題満載 ! 今月の

JAグループ通信

【北海道神宮神饌田協賛会

総会】～第二期神饌田整備事業に向けて～

1月30日
（木）、
キトウシ高原ホテルにおい
て、第29回（令和元年度）総会を開催しまし

ＪＡ北海道中央会
ＪＡグループ北海道は北海道コンサドーレ札幌の選手やサポーターに、農業と食について考えてもらうことを目的として、
「コンサ・土・農園（コンサ・ド・ファーム）」を開園しています。収穫した「トウモロコシ」や「馬鈴しょ」はコンサドーレのホー
ムゲーム時にチャリティー販売を行い、その収益によりサッカーボールを購入し、道内の児童養護施設に寄贈しています。
今年度の募金額は174,916円となり、道内24か所の児童養護施設に48個のサッカーボールを贈呈することができました。

向けた調査活動を本格的に開始し、整備事
業基本設計策定に向け、三重県 伊勢神宮神
饌田の視察をおこないました。
令和2年度は視察調査の内容をふまえ、現

この取り組みは平成21年より実施しており、サッカーボールの累計贈
呈数は今年度で約500個となっております。

在、北海道神宮神饌田が抱える課題を解決

1月30日に道内の児童養護施設を代表して札幌市内の養護園で贈

するための基本設計策定を進め、北海道神

呈式を行い、ＪＡグループ北海道より、ＪＡ北海道中央会の飛田会長、

宮神饌田を50年100年と永年に亘り管理運

北海道コンサドーレ札幌より河合Ｃ.Ｒ.Ｃとドーレくんがサッカーボー

営していくための体制を築きあげていきます。

ルを贈呈しました。

ＪＡ北海道信連

た。令和元年度は第二期神饌田整備事業に

【学童保育おやつ作り】～いなりずしは大人気～

ＪＡ共済連北海道

1月22日、旭川市内で「ＪＡバンク北海道農業経営セミナー」

ＪＡ共済では、
『「こども共済」資料請求キャンペーン』を実施

2月12日
（水）、
ＪＡ

を開催しました。北海道農業の未来に向けた農業経営者の「経営

しております。ＪＡ共済ホームページから「こども共済」の資料を

女性部の学童保育

力向上」をテーマに講演が行われ、全道各地の農業経営者などが

ご請求いただいた方に、
『ＪＡ共済オリジナル

参加されました。講演では、農福連携・農福一体の取り組みや、

らまき』をプレゼントしております。キャンペーンは令和2年3月

おやつ作りです。今

地域ぐるみのブランド戦略

27日(金)までで、先着60,000名様限定となっております。この

等の事例について各講演者

機会にＪＡ共済のホームページ

から説明がありました。講

にアクセスいただけますよう

く出来た子供たちに

演後、交流会も催し、農業

お待ちしております！

人気のメニューです。

経営者間の情 報 交 換 及び

〇ＪＡ共済ＨＰアドレス

連携強化を図りました。

https://www.ja-kyosai.or.jp/

いい匂いに誘われて

アンパンマンは

月はいなりずし！油揚
げの味付けも美味し

調理室をのぞきにく
る子がたくさんいました。使ったお米は、子供達みんなが田植えや稲刈りを頑張った
“きたくりん”
です。
自分た
ちで収穫したお米で作られたいなりずしは、味も格別でした。

ホクレン

ＪＡ北海道厚生連
組合員ならびに地域住民の皆様の生命と健康を守るため、本

冬至シーズンの道産かぼちゃ供給に向けてホクレンが商品化し
た銘柄「りょうおもい」を使った煮付けとあんこを組み合わせた

会事業の積極的な啓蒙推進を図ることを目的として、広報誌「す

総菜「冬至かぼちゃ」をセイコーマートが新規開発し、昨年12月

まいる」を発行しております。年3回発行しており、様々な医療・

に道内と茨城県に展開する全店で冬至前後の期間限定での試験

健康情報を発信しております。
ホームページにも

販売をしました。
「りょうおもい」は、ホクレン

バックナンバーを掲

が品種選定、貯蔵技術の研究を

載しておりますので、

進め、生産者・消費者双方の「思

是非ご一読ください。

【ひがしかわボール・東川ドライベジＰＲイベント開催】
2月24日
（月・祝日）、道
草館でＪＡオリジナルおに
ぎり
「ひがしかわボール」
と
「乾燥野菜

東川ドライ

い」として命名し、ホクホク感と

ベジ」の試食を行いまし

甘味のバランスのとれた、おいし

た。
「ひがしかわボール」

いかぼちゃです。

は昨年12月20日、21日
と2月13日にロシア連邦

ＪＡグループ北海道の連合会・中央会の活動内容を紹
介します。各団体の詳しい取り組み内容はＷＥＢサイトを
ご覧ください
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で開催したイベントで大好評でした。
「東川ドライベジ」
は東川野菜の美味しさと栄養をギュッと凝縮したもの
で、道草館で販売中です。道草館を訪れた観光客の皆さんに
『東川米はどんな食材とも合うのね』
『まん丸の
おにぎりなら小さな子でも作れそう』
『ドライベジは常備しておくと便利ね』
と好評でした。

大雪清流てっぺんだより
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3 月の予定

■理事会の動き

1

日

2

月 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

3

火

4

水

5

木

6

金 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

7

土

8

日 スタンド定休日

9

月 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

スタンド通常営業

平日土曜
日曜祝日

午前8:00～午後6:00
午前8:30～午後5:00

ひな祭り

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

日

【議決事項】
議案１号
議案２号
議案３号
議案４号
議案５号
議案６号
議案７号
議案８号
議案９号
議案10号
議案11号
議案12号

時

｢第13回 理事会｣

令和 2 年 1 月 24 日（金）

特別功労金の支給について
未収利息の未計上について
延滞貸付金に係る処理について
農協出資金の減口について
12月末決算推定について
固定資産の減損会計に伴うグルーピングの方針について
令和2年度事業方針について
令和2年産東川米「生産の目安」に伴う取組方 針（案）について
令和2年度内部監査計画について
農家経済対策について
理事との利益相反取引について
労働組合からの業績賞与（期末手当）の要求書について

10

火

11

水 地区別農協農事組合懇談会（〜13日）

12

木

13

金 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

14

土

15

日 5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

16

月 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

17

火

18

水

19

木

20

金 春分の日

21

土

22

日

23

月 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

24

火

25

水 5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

26

木

27

10南区

福

家

フ

ミ

殿

102歳

1月 16日

逝去

金 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

17南区

糸

川

千代子

殿

103歳

2月 1日

逝去

28

土

34区

堀

部

ヨシノ

殿

95歳

2月 3日

逝去

29

日

25区

青

木

勝

殿

74歳

2月 9日

逝去

30

月

31

火 第97回 通常総代会

ガソリン容器詰め替え販売に係る規制の改正についてのお知らせ
２月１日より、ガソリン容器のへの詰め替え販売を行う際には「顧客の本
人確認」「使用目的の確認」「販売記録の作成」が義務化されました。
2、具体的な使用目的の確認をお願いします。

例 『農機具の燃料』『発電機の燃料』など

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

ＪＡひがしかわスタンド（電話82-2454）

お世話になりました

この度 令和２年１月 日をもち
まして東川町農業協同組合を定年退
職いたしました。
在職中は公私にわたり皆様方の温
かいご指導ご厚情を賜わりましたお
かげで大過なく、また楽しく勤めさ
せて頂くことが出来ました事に心か
ら感謝しお礼申し上げます。
今後はこの長い間に得た貴重な経
験をこれからの人生に生かして行き
たいと思っております。
東川町農協と組合員の皆様の益々
のご繁栄とご多幸を心よりお祈り申
し上げお礼のご挨拶と致します。
長い間大変お世話になりありがと
うございました。
31

機械燃料課

千葉彰子
●令和2年1月31日付退職

2020

JA事業推進係

4 月の予定

エイプリルフール

水 スタンド通常営業 平日土曜 午前7:30～午後7:00

2

木

3

金 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

日曜祝日

謹んでお悔やみ申し上げます

正

●葬儀・法要のご用命は・・・24 時間フリーダイヤル

1

〒071-1495

1、ご購入の際、本人確認ができる書類の提示をお願いすることがあります。

午前8:30～午後5:00

北海道上川郡東川町西町1丁目5番1号

0120 － 82 － 2125 へ

組合員の推移（令和2年1月末現在）
正組合員戸数

464 戸

（前月比 -4 戸）

TEL0166-82-2121

正組合員数

准組合員数

526 名

（前月比 -4 名）

発行所/東川町農業協同組合

責任者/樽井

功

1,088 名

（前月比

＋ 2 名）

編集者/営農販売部 営農指導課
大雪清流てっぺんだより
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