
5
2022

vol.586

4 6

10

12

16

10 11

8

99

14 15

水管理・温度管理に注意し
健苗づくりを目指しましょう！

令和4年度「東川町恵み
の田園づくり支援事業」

令和4年度経営所得安定
対策交付金

露地野菜の圃場準備や
栽培管理の注意点を確認しましょう 第99回通常総会

令和4年度採用職員を
紹介します!

YouTube
JAひがしかわチャンネル 睡眠と生活習慣病の関係

㈱東川農業振興公社　
除礫作業の開始について

今月のトピックス

来月のカレンダー

農業用廃プラスチック
廃タイヤ処理受入れのご案内

特集:サンチュを東川町から全国へ!

大雪清流
てっぺんだより
JA Higashikawa Public relations magazine Daisetsu Seiryu Teppen Dayori
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鉄分
貧血を防止

βカロチン
アンチエイジング効果

（強力な抗酸化作用で老化促進を抑える）

東川町札幌市

東京都

静岡県
大阪府

大分県福岡県

宮城県

福井県

サンチュを
東川町から全国へ

焼肉で定番の「サンチュ」は、町内で 4 件の生産者が栽培しております。
生産量は、道内一を誇っており、夏場は東京都・大阪府など全国へ出荷されます。5 月より旬を迎えるサンチュ

を紹介します。

サンチュ豆知識
「サンチュ」は韓国の呼び名で、日本で
は奈良時代から食べられており「包み菜」
または、茎の生長にともない葉を一枚ずつ
掻きとって収穫することから「掻きちしゃ（
カキチシャ）とも呼ばれていました。

東川町のサンチュの特徴
肉厚でパリッとした歯ごたえがあり、みずみずしさが
あるのが特徴です。

美味しいサンチュの選び方
色　味：鮮やかで濃い緑色
見た目：はりがあり、みずみずしさがある

サンチュは日持ちしないため、早めに
食べましょう！
葉が乾燥しないよう、湿らせたキッチン
ペーパーで包んでポリ袋に入れ、冷蔵庫の
野菜室で保存します。

作り方
①.	サンチュは洗って水けをしっかり切り、食べやすい大きさ
にカット

②.	ミニトマトは半分の大きさにカットし、ツナは油をきって
おきます。

③.	器に、カットしたサンチュ、ミニトマトとツナを入れ、ブラ
ックペッパーを入れ全体をかき混ぜます。

④.	塩で味を調節したらできあがり

ポイント
　食べる直前に混ぜ合わせると、サンチュがへたらずシャキ
シャキ！

材料（約2人前）
サンチュ…4～5枚/ミニトマト…3個/ツナ缶…1缶
ブラックペッパー…少 /々塩…少々

肉を巻く以外にも、こんな食べ方も！

サンチュのツナサラダ

サンチュがみんなのもと
へ届くまで
5月より旬を迎えるサンチュ
は、ビニールハウス内で3月
頃に播種を行います。葉の長
さが15センチほどまで育った
ら収穫し、パックや袋詰めさ
れ全国へ出荷されます。

サンチュの栄養素

ビタミンC
風邪予防やがん予防効果

ビタミンA
目・皮膚・粘膜の健康を維持する

不眠解消効果

サンチュ生産者　株式会社フレッシュファーム　長谷川 孝 氏
11棟のハウスで、1,170坪を栽培。葉菜部会副会長・サンチュ品目長を務
める。
Q.どのような気持ちでサンチュを生産していますか？
A.東川町から全国へ、美味しいサンチュを届けるため品質を落とさず生産する
　ことを目標にしています。

レタスとの違い
サンチュは、レタスの1種で、茎を食べ
る品種です。株の成長とともに収穫します。
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水管理・温度管理に注意し健苗づくりを目指しましょう！
今月は、焼け症状などの高温障害が発生しやすくなります。育苗期間中の急激な温度変化に
十分注意し、健苗育成に努めましょう。また、水田の圃場準備や移植時の注意点について確
認しましょう。

（１）葉先の水滴を確認しましょう
　早朝、ポット苗の葉先に水滴が付くのは、根が床土にある水分を吸収している証拠です。
1.5葉期までの過度な潅水は根巻が悪くなってしまいます。根巻が悪くなると軟弱な苗になって
しまいますので注意して下さい。

（２）夕方の潅水は厳禁
　潅水と言えば１０時や１６時など温度が上がらない時間帯に行うイメージですが、水稲苗に
ついては夕方の潅水を行うと、日中に高めた地温を下げるだけではなくムレ苗や立枯病などの
病害の原因になるのでやめましょう。

（３）１．５葉期以降の苗管理

　苗へスムーズな養水分供給が行われるように水田を準備し、初期生育が良好とな
るよう適切な管理を行いましょう。
○耕起
・耕起は、土の養分の保持・供給ができる作土層を作ることが目的です。土の乾きが悪い時に耕
起を行うと透排水性を悪化させるため、土が乾いている時に実施しましょう。
・作土層は１２～１５ｃｍ程度確保するよう耕起しましょう。

○代かき
・入水は肥料混和後（１週間以内を目安）速やかに行い、代かき作業を行いましょう。作業が遅
れてしまうと窒素成分が流亡してしまいます。
・隆起した部分が残らないよう注意し、多面をできるだけ平らにしましょう。均一な多面は、水位
の調節が容易となり、除草剤の効果も向上します。
・過度な代かきは、透排水性を不良にするため注意が必要となります。

○移植
　・深植えは発根や伸長が遅れ、分げつ発生も抑制されるため注意してください。植付深さは1.5

～2.0ｃｍ程度にしましょう。
　・低温・強風時に移植してしまうと、根がダメージを受けて生育が遅くなります。気象情報を確認

し作業スケジュールを組み立てましょう。

（4）「ゆめぴりか」の追肥
　「ゆめぴりか」は葉色値が低く、その要因は葉身の窒素濃度が低いことにあります。そのた
め、分げつの発生が少なく生育するので育苗中（２．５葉期頃）に追肥を行う必要があります。
※マイクロロング肥料を施用している場合は追肥を行わないで下さい

1. 健苗をつくりましょう（先月号の続き）

2. 本田の準備と移植時の注意点

1.5 葉期～3.0 葉期

3.0葉期～移植まで

18℃～20℃ 10℃以上

18℃～外気温

晴天時は、早朝
より換気を行う。

夜間も開放。
霜の恐れがある
日は閉める。

【管理目標：適正な温度管理】
　◆高温を避けて、徒長防止に努める
　◆早期異常出穂の要因になる可能性があるため、2.5葉期以降は25℃以上の
　　高温にはしない
【管理目標：根の発根を高める】
　◆1～1.5葉までの間は潅水を控えめにし、根の発育を図る

【管理目標：徒長苗にさせない】
　◆昼夜とも肩・裾を大きく開放し外気温に苗を慣らす
　◆この時期は箱内を適湿に保ち乾燥させない

1L入り 7,150円(税込)

夜間

一日中

昼間

追肥時期 成苗ポット 中苗マット
2.5 葉期 0.5g/ 箱 1g/ 箱

移植５日前 0.5g/ 箱 －

表１　ゆめぴりかの追肥時期と窒素成分量

資材課商品紹介「育王」
　育王に含まれる低分子核酸が根の細胞分裂を盛ん
にし健苗が育成されるので初期生育が向上します。

稲作
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〇ブロッコリー
•	自家育苗を行う際は、播種前にセルトレイなどの育苗資材
を消毒してから実施しましょう。消毒を怠ると、「根朽ち病」
となる恐れがあります。
•	2.5～3.0葉の若苗を定植しましょう。また、浅植えは乾燥
害を受けやすく活着不良の要因となるため、やや深植えで
定植を行ってください。

農業用資材消毒剤　「ケミクロンG」
病原菌に対し強い殺菌力を持っており、農業用資材や用水の消毒

に効果を発揮します。使用方法が簡単でしかも薬剤はすみやかに分
解消失します。
使用方法　1,000倍希釈　10分間浸漬
                  500倍希釈　 瞬間浸漬またはジョウロ散布

資材課商品紹介　

500ｇ入り　627円（税込）

3. 施設野菜の栽培管理を確認しましょう

　５月は露地作物の播種・定植時期となります。播種・定植に向けた圃場準備を行いましょう。
施設作物については、栽培管理の注意点をおさらいしましょう。

　発芽・初期生育不良を防ぐためには、地温の確保や透排水性の改善が必要となります。特
にブロッコリーは、定植後に湿害を受けると生育不良の原因となります。露地野菜圃場の準
備は早めに行いましょう。
〇透排水性を改善しましょう
•	圃場の選定には水はけの良し悪しを第一に考えることが必要です。水はけの悪い圃場は心土
破砕や明渠を実施しましょう。排水性が悪いと生育不良につながります。また、通路や枕地に
排水路を準備することで大雨などの対策になりますのであらかじめ設定しておきましょう。

○土壌診断を必ず実施しましょう。
•	これから露地野菜の播種・定植が始まりますが、土壌分析を実施していない圃場については、
作付前に必ず土壌診断を実施してください。また、使用したい肥料銘柄がございましたら営農
指導課までご相談ください。

軟白長葱の栽培管理
〇軟白処理
　フィルム処理の目安　定植後：６５～７５日後
　　　　　　　　　　　草　丈：６５～８０㎝
　　　　　　　　　　　茎　径：１４㎜
　　　　　　　　　　　葉　鞘：２０㎜

〇スイートコーン
•	前述したとおり、スイートコーンは地温が低いと発芽不良を
招く恐れがあります。無理な早播きはせず、マルチ等を利用
して地温を１３℃以上確保してから播種を行い、一斉に発
芽させましょう。

表1　発芽までの日数　

表3　品目別温度管理（施設野菜）

表3　品目別温度管理（施設野菜）

表2　作業の流れ　

露地野菜の圃場準備や栽培管理の注意点を確認しましょう

1. 露地野菜の圃場準備を行いましょう。

2. 露地野菜の栽培管理を確認しましょう

施 肥 耕 起 マルチ 播種・定植

発芽温度 発芽日数
10〜13℃ 18〜20日
15〜18℃ 8〜10日

21℃ 5〜6日

トマト ピーマン 軟白長葱
日中 ２０〜２５℃ ２３〜３０℃ １５〜２２℃
夜間 １２〜１５℃ １５〜１８℃ １０℃
備考 ３０℃以上にしない ２５℃以上にしない

トマト ピーマン
通常 １.０〜１．５㍑ ２.０〜３.０㍑

最高気温３０℃以上 １．５〜２.０㍑ ３．０〜４．０㍑

野菜
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第99回通常総会

議案

議案
議案
議案
議案
議案
議案
報告事項1
報告事項2
報告事項3

第1号

第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号

令和３年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案および注記表の
承認について
定款の一部変更について
（定款附属書）　役員選任規程の一部変更について
（規約附属書）　監事監査規程の一部変更について
令和４年度事業計画の設定について
賦課金の賦課及び徴収方法について
役員報酬の支給について
ＪＡバンク基本方針の変更について
労働保険事務組合の令和３年度の徴収・納付状況の報告について
労働保険事務組合事務処理規程の一部改定について

　３月30日（水）、ＪＡひがしかわ本部事務所２階ホールにおいて第99回通常総会を正組合員498名のう
ち406名（本人出席60名、代理出席10名、書面による出席336名）参加のもと開催致しました。新栄北農
事組合 中田 博之氏とキトウシ農事組合 麻下 智基氏の進行により、令和3年度決算概況の報告や令和4年
度事業計画の策定など全７号議案を建設的なご意見を頂きながら進行され、承認可決されました。

　近年、町内の基盤整備完了圃場には作土層に多くの礫混入がみられ、生産者自らが手作業による除
礫・搬出を行っており、大変な重労働となっております。
　こうした状況から㈱東川農業振興公社では本年度より除礫機械「ストーンピッカー」を導入し、土づ
くり対策の一環として、除礫作業の支援を開始いたします。

〇除礫作業支援の概要

※申込まれる方は、事前にカルチ等で「礫上げ」を行っていただく必要があります。

●第99回通常総会　提出議案

]]] ]]]

東川町 松岡町長・ホクレン旭川支所　髙橋支所長より挨拶 議長を務めた麻下智基総代と
中田博之氏

令和4年度採用職員を紹介します!よろ
しくお

願い

いたしま
す。

管理部 経理課

日野　留希
（ひの　るき）

　この度、資材課に配属になりまし
た。1日も早く仕事を覚え自信を
持って業務に取り組めるよう精一杯
頑張ります。また、私の取り柄であ
る元気の良さを活かし組合員様や職
場の先輩方とのコミュニケーション
を大切にしていきたいと思っていま
すので、ご指導のほどよろしくお願
いします。

　この度、経理課に配属となりまし

た。少しでも早く業務に慣れスムー

ズに仕事が行えるよう頑張ります。

皆さまのお役に立てるよう精一杯頑

張りますのでご指導のほどよろしく

お願いします。

経済部 資材課

荒　優南
（あら　ゆな）

営農販売部 営農指導課

真下　智成
（ました　ともなり）

　この度、営農指導課に配属になりま
した。初めてのことばかりで心配なこ
とが多いですが、一生懸命頑張ります。
一日でも早く仕事を覚え、自信を持っ
て皆さまのお役に立てるように精一杯
取り組みますので、ご指導のほどよろ
しくお願いします。

㈱東川農業振興公社　除礫作業の開始について

対象圃場 作業内容 作業時期 10ａ作業料金 作業能力

水田及び畑地
※基盤整備完了
圃場を優先

除礫作業
農道搬出

5月～10月末
※圃場乾燥時のみ
※作業順は①水稲
　②畑作・野菜の順

22,000 円
（税別）

平均15ａ/日　程度
　※圃場条件・礫量に
　　より変動あり

お申し込みは、（株）東川農業振興公社（℡ 82-5811）まで
実際に使用する「ストーンピッカー」事前にカルチ処理を行ってください。
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健康推進

営農指導対策協議会よりお知らせ

農業用ビニール
ハウス・トンネル用被覆ビニール

•	　　　	のマークが
印刷されている。
•	引き裂きにくくひっ
ぱり箇所が透明。
劣化した物はパリ
パリしている。

※泥や水が付着しているとその分重量が増加し料金が上がってしまいますので、落として
　から搬入してください。
※金属類・ゴム類（ゴム手袋・ゴムホース等）・蛍光管・ライター等は受入れできません。
※金属片・石等の混入があった場合、機械故障の原因となり、損害賠償の懸念もありま
　すので、除去の徹底をお願いいたします。
※走行中、道路に落下しないよう荷崩れ防止に十分ご配慮ください。

•	　　　　　　　　　　　　　
のマークが印刷さ
れている。
•	引っ張ると波を打っ
て白くなる。 ※農薬容器等のボトルは3回以上洗い流

　し、袋（紙、プラ）は中身を空にして
　から持ち込んでください。

マルチフィルム・肥料袋・農薬ポリ容器・
ハウスバンド・灌水チューブ（ゴム製不可）

空ボトル・空袋（紙・プラ）
アルミ内装紙袋は、農薬容器に分類します。

農業用ポリエチレン 空容器等

　農業を行う上で使用済みとなった農業用プラスチック類は、産業廃棄物として適正に処理することが法律で定め
られております。違反した場合は、懲役や罰金が課せられる可能性もありますので、下記の通り必ず分別し搬入し
てください。

フレコンのみ フレコン・バラ受入農業用廃プラスチック農業用廃プラスチック
廃タイヤ処理受入れのご案内廃タイヤ処理受入れのご案内

木 金

6月6月2323日〜日〜2424日日
時間  9：00▶12：00  13：00▶15：00

混合物
コート旭川
カントリー
クラブ

キトウシ森林公園
家族旅行村

㈱東川振興公社

キトウシ高原ホテル

富山神社

二十三区会館北七線
受入会場

倉沼川

西
5
号

注意

チューブ

水耕タンク

育苗箱

塩ビ管

料金は、決定次第お知らせいたします。
お問い合わせ　JAひがしかわ営農指導課 （Tel82-2124）

農ビ 農PO 農PE ノーポリ

!

★フレコン袋に ｢ビ｣・｢ポ｣ ｢空｣ と記入して分別してください★

健 康トピックス

睡眠と生活習慣病の関係

あなたの睡眠時間は
足りていますか？

「サンチュ」を食べて
不眠解消！

睡眠不足解消のポイント

（農政労働省 e ヘルスネット参考・品用文献）

日本人の子供たちや就労者の睡眠時間は世界で最も短いと言われてい

ます。慢性的な睡眠不足は日中の眠気や意欲低下・記憶力減退など精神

機能の低下を引き起こすだけではなく、体内のホルモン分泌や自律神経

機能にも大きな影響を及ぼすことが知られています。

一例を挙げれば、健康な人でも一日10 時間たっぷりと眠った日に比較

して、寝不足（4 時間睡眠）をたった二日間続けただけで食欲を抑えるホ

ルモンであるレプチン分泌は減少し、逆に食欲を高めるホルモンであるグ

レリン分泌が亢進するため、食欲が増大することが分かっています。ごく

わずかの寝不足によって私たちの食行動までも影響を受けるのです。

実際に慢性的な寝不足状態にある人は糖尿病や心筋梗塞や狭心症な

どの冠動脈疾患といった生活習慣病に罹りやすいことが明らかになってい

ます。

2～3ページで紹介したサンチュには、「ラクッコピコリン」という鎮静

効果と鎮痛効果のある苦み成分を含んでおり、不眠に効果的と言われて

います。サンチュを食べる機会の多い韓国では、サンチュを食べた後は車

の運転を控えると言われているほど、効果があると言われています。積極

的にサンチュを食べて不眠解消で、心も体も健康になりましょう！

①起床したら太陽の光を浴びましょう
朝起きたらすぐに太陽の光を浴びることで、体内時計が調節され朝が来
たと認識し、15時間後に睡眠ホルモンが分泌され、自然と入眠できます。

②就寝する90分前に入浴しましょう
人は深部体温が下がることで、自然と入眠できるといわれています。就
寝する90分前に入浴することで、スムーズに入眠できるようになります。

③適度な運動をしましょう
適度な疲労は入眠を導入してくれるほか、深い眠りにつくことが出来ま
す。また、就寝前に軽くストレッチすることで、血流が促されて倦怠感が
和らぎ、寝つきがよくなります。

④食事は寝る2時間前までにしましょう
就寝する直前に夕食を食べてしまうと、消化吸収のため睡眠の質が低下
してしまします。なるべく夕食は就寝の2時間前までに済ませましょう。

睡眠不足・睡眠障害

肥満

高血圧
糖尿病 脂質異常症

心血管疾患
（心筋梗塞・脳血管疾患）

生命予後の悪化

JAひがしかわチャンネル
JA ひがしかわの YouTubeアカウント「JA ひがしかわチャンネル」にて、4 月中に下記の内容で 2 本の動画をアップしました！

ひがしかわサラダを
乾燥させ、様々な料理
に使用することが出来
る JA ひがしかわ商品

「ひがしかわドライべジ」
を使用し、今回はしば
れほうれん草のパスタ
と、ビーツのポタージュ
を作り、川原氏に試食して頂きました。

東川米の美味しい炊
き方から、ひがしかわ
ボールの作り方を紹介。
川原氏に、美味しい肉
味噌の作り方も教えて
頂きました。今後、様々
な食材を使用したひが
しかわボールを動画で
紹介していきます。作り方は簡単ですので、動画を見ながら
一緒に作ってみてください！

ひがしかわドライべジを紹介！ 東川米の美味しい食べ方を紹介！

ビ ポ 空

■場所:キトウシ森林公園家族旅行村  第2駐車場 　西5号北44番地

第2駐車場
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JA HIGASHIKAWAJA HIGASHIKAWA
TopicsTopics

3 月 28 日（月）18 時より JA 2 階ホールにて稲作
研究会主催の「ゆめぴりか高品質化に向けた意見交換
会」を開催し、35 名の水稲生産者が参加されました。

当日は参加者へのアンケート調査のもと、育苗形式
や 10a 当たりの施肥量（化学窒素量）、移植の深さ等
を確認のうえ、低タンパク米生産に必要な栽培技術に
ついて水稲生産者同士による意見交換を行い、各自
の栽培技術や品質確保に向けて特に気を付けている
点などについて活発な意見が出されました。

ゆめぴりかはタンパク値 7.4% 以下の基準品生産に
より、最も経済的メリットの高い東川米の主要品種で
あることから、水稲生産者総意による高品質米生産
に向けた取組として、今後も同様の意見交換会を定期
開催いたしますので、是非水稲生産者皆さまのご参加
をお願いいたします。

4 月15 日（金）、全道稲作生産地の豊作と農作業

の安全を祈願し行われる北海道米播種祭が、道内水

稲生産地を代表し、( 株 ) 東川農業振興公社で斎行さ

れました。

祭壇には、「ゆめぴりか」「ななつぼし」「ほしのゆめ

」・酒造好適米の「彗星」「きたしずく」の 6 品種の種

もみが並べられ、祝詞が献上されました。また、播種

の儀では、東川町 松岡町長、東川町農業委員会 津谷

会長、北海道農業協同組合中央会旭川支所 大岡次長

、北海道神宮神饌田協賛会 秋原副会長、JA ひがし

かわ樽井組合長より播種された育苗箱を温床ハウスに

配置されました。

 ( 株 ) クボタ協力のもと、JA ひがしかわが行ってお
ります生産コスト低減に向け農業機械整備技術を学ぶ

「農業機械自主整備研修」が 3 月 31日に終了し、JA
ひがしかわ事務所にて由川 真人氏・砂金 宜秀氏が樽
井組合長より修了証書が授与されました。

　4月18日（月）、JA北海道信連が実施している令和
3年度「北海道信用事業優績JA表彰選定基準」におい
て優秀な成果を収めたとして、「北海道信用事業優績
JA表彰重点推進項目新規利用者部門表彰JA」として
JA北海道信連旭川支所 宮形支所長から、樽井組合長
へ表彰状が授与されました。
　昨年に引き続き「北海道信用事業優績JA」に受賞頂
けたのは、組合員様や地域の皆様のご愛顧とご支援に
よるものと心より感謝申し上げます。今後も、地域の皆
様に対してご満足いただける商品・サービスを提供して
参りますので、引き続き、JAひがしかわをご利用頂き
ますようお願い申し上げます。

　4 月14 日（木）、JA 2 階ホールにて東川米関連
施設委員会主催の「東川米関連施設組合員説明会」
を開催いたしました。当日は、カントリーエレベーター
建設に向けた現在の進捗状況、建設後の施設利用促
進に向けた取り進めの説明、今後のスケジュールにつ
いて説明が行われました。今後も、本委員会で協議を
進め、随時皆さまにお知らせいたします。

4 月 21日（木）、三千櫻酒造株式会社に製造を委託
しております、「北海道東川」をブラジル連邦共和国
へ輸出し販売することから、三千櫻酒造株式会社にて
初出荷式を開催致しました。平成 21年より輸出事業
を開始し、平成 29 年から「地域団体商標海外展開支
援事業」を活用のもと、輸出国・輸出数量拡大に向
けた取組を行い、関係機関との協議のうえ、輸出に向
けた試飲を行って頂いた結果「北海道東川」の味わい
や香りなどにおける大変高い品質評価からブラジル輸
出を実現することができました。今後も、東川米や米
菓商品等の新規輸出を目指した取り組みを行ってまい
ります。

ゆめぴりか意見交流会北海道米播種祭を斎行しました！ 「農業機械自主整備研修」修了証書授与

令和3年度「北海道信用事業優績JA」
で表彰されました！

東川米関連施設組合員説明会清酒「北海道東川」ブラジル連邦共和国
向け初出荷式開催
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科　　目 助成率
（％） 備　　　考

振興作物規模
拡大支援事業

水稲育苗ハウス
資材助成 30

内　容 水稲面積拡大に伴う水稲育苗施設（ハウス）費
※増加面積にもとづき助成額を算出

目　的「生産の目安」の維持と、需要に応える水稲規模（面積）拡大に向けた振興（ブラ
ンド維持）

対象者 町内水稲生産者

要　件 前年度と比べ、水稲作付面積が増加している生産者

野菜ハウス資材
助成 50

内　容 水稲ハウス有効活用資材費（ヤシガラ培地・液肥混入機・配管設備等）助成

目　的 水稲育苗後の「隔離栽培」方式による施設重点作物の作付け拡大

対象者 町内野菜生産者

要　件 前年度と比べ、野菜作付面積が増加している生産者

重点野菜促進助成 10

内　容 トマト・ピーマン・ブロッコリー共同選果利用料助成

目　的 共同選果利用促進と振興作物生産規模拡大に向けた振興

対象者 町内野菜生産者

要　件 共選利用 80％以上

省力化機械作業助成 10

内　容 ブロッコリー機械収穫委託作業料・除礫機械委託作業料助成

目　的 省力化生産による規模拡大の振興

対象者 町内生産者

農産物品質 
向上推進事業

ケイ酸質資材投入
助成 20

内　容 ケイ酸追肥資材助成（アドシリカ・KSK・粒状ケイカル等）
※対象品種：ゆめぴりか

目　的 ケイ酸資材施用による高品質米生産

対象者 町内水稲生産者

要　件 上限金額；1,000 円 /10a

農産物品質 
向上推進事業 異常気象対策助成 30

内　容 施設（遮光ネット・循環扇・ミスト噴霧装置・自動巻上機）、露地（灌水装置一式）
費用助成

目　的 異常気象による被害対策

対象者 町内生産者

要　件 上限金額：300 千円

土（生産基盤）
づくり促進事
業

堆肥投入助成 50

内　容 堆肥購入費・ハウス内散布委託費

目　的 水稲・野菜等、品質・所得向上に向けた土づくり

対象者 JA 組合員・准組合員

基
盤
づ
く
り
対
策

も
の
づ
く
り
対
策

令和4年度「東川町恵みの田園づくり支援事業」

【地域枠　地域協議会配分単価（上限金額）】

① 重点施設野菜振興加算 70,000円/10a以内 重点施設野菜の作付及び出荷に対し助成します。

② 重点露地野菜振興加算 60,000円/10a以内 重点露地野菜の作付及び出荷に対し助成します。

③ 主要野菜振興加算 30,000円/10a以内 

④ その他作物振興加算 5,000円/10a以内 

主要野菜の作付及び出荷に対し助成します。

その他作物の作付及び出荷に対し助成します。

⑤ブロックローテーション取組加算 2,000円/10a以内 令和3年度ブロッコリー作付圃場に未成熟とうもろこし、白大豆の作付及び出荷に対し助成。

⑥堆肥投入取組加算（新） 2,000円/10a以内

⑦地力向上加算 15,000円/10a 

重点施設野菜・重点露地野菜に堆肥を投入し品質・収量向上を図る取組に対し助成。

地力増進作物に対して助成します。翌年度に地域振興作物の作付を行う作物のみ対象。

⑧大豆品質向上加算 3,000円/10a以内 大豆の収量向上に伴う取組に対し助成します。

⑨そば生産助成（追加枠） 20,000円/10a 

⑩水田活用米穀品質向上加算 6,000円/10a以内 

適期作業、適正な圃場管理を行ない、良質なそばの生産、出荷に向けた取組に対し助成します。

非主食用米の作付にあたり、東川米ＧＡＰに基づく農薬の低減化等、主食用米同様の品質向上への取組・出荷を行なった農業者に対し助成します。

⑪新市場開拓米生産助成（追加枠） 20,000円/10a 新市場開拓米（国内主食用米、加工用米、備蓄米、飼料用米、米粉用米、醸造用米、種子用以外の米穀）の作付及び出荷に対し助成します。

⑫新市場開拓用米食味向上加算 20,000円/10a 以内 新市場開拓用米の作付及び低タンパク米（6.8％以下）出荷を行なった農業者に対して助成します。

⑬省力播種技術取組加算（新設） 2,000円/10a以内 

⑭共同選果取組加算 30,000円/10a以内 大玉トマト又はピーマンを作付及び共同選果利用率80%以上の農業者に対し助成します。

加工用米、飼料用米（WCS用稲を覗く）、米粉用米、新市場開拓用米（輸出用米を含む）について、直播（灌水、乾田）、密苗育苗の作付を行った農業者に対し助成。

⑮複数年契約加算（追加枠） 6,000円/10a以内 

⑯複数年契約加算（追加枠）　　

［重点施設野菜］　：　大玉トマト、ピーマン、軟白長ねぎ、ミニトマト
［重点露地野菜］　：　ブロッコリー、露地ねぎ
［ 主 要 野 菜 ］　：　キャベツ、ほうれんそう、チマサンチュ、みつば、レタス、パセリ、 ハーブ、未成熟とうもろこし、小松菜、春菊、大根、かぼちゃ、わさび菜、にんじん
［その他作物］　：　上記（重点・主要）以外の野菜、花き

10,000円/10a以内　 新市場開拓米を作付け氏、出荷する集出荷団体と実需者が複数年契約（3年以上（1年目に限りる））を結んでいる場合に対し助成します。

飼料用米又は米粉を作付し、出荷する集出荷団体と実需者が複数年契約（3年以上）を結んでいる場合に対し助成。

令和4年度　経営所得安定対策交付金【産地交付金】
（（単単位位：：円円））((最最大大支支払払//1100aa））

米米粉粉用用米米

飼飼料料用用米米

水水
田田
活活
用用
米米
穀穀

野

菜

重
点
露
地
野
菜

加加工工用用米米

新新市市場場開開拓拓用用米米

【水田リノベ事業】
30,000

【水田リノベ事業】
40,000

重点施設野菜

露地ねぎ

主要野菜

地力作物

飼料作物

その他作物

大　豆

そ　ば

ブロッコリー

収量に応じ、55,000～105,000（標準単価80,000）

収量に応じ、55,000～105,000（標準単価80,000）

【全道枠①】
13,000

①
70,000

⑥
2,000

⑥
2,000

⑥
2,000

⑧
3,000

⑤
2,000

（未成熟とうもろこし
のみ助成）

⑭
30,000

（大玉トマト、ピーマンのみ助成）

【全道枠④】
10,000

【全道枠④】
10,000

【全道枠⑥】
20,000

【全道枠⑪】
5,000

【全道枠⑤】
15,000

【全道枠⑤】
15,000

【全道枠⑦】
15,000

【全道枠⑨】
6,000

⑩
6,000

②
60,000

②
60,000

③
30,000

⑦
15,000

⑨
20,000

④
5,000

35,000

10,000

35,000

※翌年度に振興作物（水稲（非主食用米）、野菜）を作付することを条件とする。

⑩
6,000

⑩
6,000

⑫
20,000

⑮
6,000

⑮
6,000

⑬
2,000

⑬
2,000

⑯
10,000

⑬
4,000

⑩
6,000

⑬
2,000

【全道枠⑪】
5,000

面積払い
※1

20,000
面積払い
※1

13,000

面積払い
※2

13,170/45㎏

【全道枠⑫】
5,000円

※全道枠⑫
R4限り

（取組要件有）

※全道枠⑮
⇒R3.12,000円/10a
⇒R4.  6,000円/10a

※地域枠⑯新設
R4. 10,000円/10a

収穫のみの場合

播種～収穫の場合（R3播種～R4収穫を含む）

面積払い
※2

9,930/60㎏

⑤
2,000

（白大豆のみ助成）

 ※１  面積払い　　　　当年産の作付面積を生産面積として支払う。
 ※２  数量払い　　　　出荷数量確定後、面積払いの金額を差し引いた額を支払う。（面積払い申請者は基準単収の1/2に満たない収量の場合、理由書が必要）
（※１、２いずれも交付対象者が認定農業者等に限られる。）

※全道枠②は飼料用米（多収品種及びそらゆたか）が対象、全道枠③はWSC用稲、飼料用米（一般品種（SGS））が対象、全道枠⑨は飼料用米（一般品種
（SGS除く)）が対象
　 全道枠⑨・⑩は単年契約の飼料用米（一般品種）、米粉用米、WCS用稲が対象
※Ｒ３地域枠⑰・⑱及びＲ３道枠⑨・⑩はＲ３限りの緊急助成となりますので、Ｒ４からは削除
※Ｒ４地域枠⑯は新市場開拓用米（複数年契約（１年目））が対象（リノベ申請面積含む）
※全道枠⑦は米粉用米（複数年契約を除く）が対象、全道枠⑧は米粉用米（複数年契約）が対象
※全道枠⑫はＲ４限りの緊急助成。取組要件（いずれか1つ）：①2番草の収穫又は放牧地における掃除刈 ②化学肥料削減（施肥標準から3割以上減（無肥料栽
培除く）） ③農薬使用料の削減（R3使用の場合、R3から3割以上の減）
※戦略作物（多年生牧草）取扱について（R4年産）：①R3播種→R4収穫時（35,000円/10a）、②R3播種無（R3以前播種含む）→R4収穫のみ（10,000円
/10a）、③R4中播種→収穫（35,000円/10a）、④R4播種のみ（交付単価未定）
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15,000

60,000

33,000
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～
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55,000

35,000

20,000

10,000

水田リノベ事業

水田活用本体
（戦略作物）

産地交付金
【地域枠】

産地交付金
【地域枠】取組要件

産地交付金
【全道枠】

畑作物
直接支払交付金

■異常気象対策助成
令和4年度　科目が追加されました!

ブロッコリーの支援がブロッコリーの支援が
充実されました！充実されました！

　異常気象による収量・品質低下を未然に防ぎ、安定的な農
業経営の確立を寄与することを目的に、異常気象対策のための
資材の購入費用を下記の通り助成いたします。

●共同選果利用料の10%助成
●機械収穫委託作業料10%助成
●経営所得安定対策交付金
　（15ページ）重点品目
　最大62,000円 /10a

共同選果利用と機械収穫委託で作業負担軽減 !

※令和3年度に、灌水助成を受けられた方につきましては対象外となります。

お問い合わせは、JAひがしかわ営農指導課（℡82-2124）

遮光ネット 灌水資材 スプリングクラー
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組合員の推移（令和4年3月末現在）

正組合員戸数 正組合員数 准組合員数

432 戸 496名 1,112 名

JA事業推進係　0120 － 82 － 2125
●葬儀・法要のご用命は…24時間フリーダイヤル

（変動なし） （変動なし） （前月比　＋ 3名）

〒071-1495　北海道上川郡東川町西町1丁目5番1号　TEL0166-82-2121　発行所/東川町農業協同組合　責任者/樽井　功　編集者/営農販売部  営農指導課

議案１号　農協農事組合懇談会の意見および回答(案)について
議案２号　東川米関連施設建設・運営に向けた取り進めについて
議案３号　令和３年度コンプライアンス・プログラムの報告及び令和４年度
　　　　　コンプライアンス・プログラムの設定について
議案４号　令和４年度取引のリスク評価について
議案５号　役員と組合の取引基準について
議案６号　信用事業における各種手数料の設定および変更につて
議案７号　育児および介護休業規程の一部変更について
議案８号　役員賠償責任保険の加入について
議案９号　令和５年度新規採用職員について

議案１号　部門委員会委員の選任について
議案２号　関係団体に係る農協推薦外部委員の推薦について
議案３号　役員報酬個別支給額の決定について
議案４号　行政庁提出用業務報告書の承認について
議案５号　令和４年度 信用供与最高限度額の設定について　
議案６号　令和４年度 貸出利率最高限度の設定について　
議案７号　令和４年度 販売手数料の設定について
議案８号　令和４年産 米穀等収穫前出荷契約の取進めについて
議案９号　令和４年度 経済再建指導農家について
議案10号　個人情報保護方針の一部変更について　
議案11号　個人情報取扱規程の一部変更について　
議案12号　特定個人情報取扱規程の一変更について　
議案13号　規程類管理規程の一部変更について
議案14号　組合員規程の一部変更について
議案15号　自動車運行管理規程の改正について
議案16号　商標登録「みずとくらすマーク」の使用に伴う管理運用規程の改正　　
　　　　　 について
議案17号　固定資産の取得について
議案18号　理事との利益相反取引について
議案19号　大口信用供与取引について
議案20号　労働組合からの春季要求について

第3回 理事会　日時:令和４年3月22日（火）
理事会の動き

第4回 理事会　日時:令和４年4月7日（木）

【議決事項】

【議決事項】

朝倉・フルーツパーラー
ゴトーのフルーツをも
っとおいしく楽しむ本

花をそだててみたいの
ですが。枯らさないコ
ツ、花屋が教えます

育てる・食べる・飾る
「生活の木」のくらしの
ハーブ365日

JAひがしかわ事務所エントランスにて展示しておりますので、ぜひお立
ち寄りください。

農協文庫新刊

2022年	5月の予定

2022年	6月の予定
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5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

スタンド通常営業　平日土曜　午前7:30～午後7:00　
　　　　　　　　　日曜祝日　午前8:30～午後5:00

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

スタンド通常営業　平日土曜　午前7:30～午後7:00　
　　　　　　　　　日曜祝日　午前8:30～午後5:00

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

憲法記念日

みどりの日

こどもの日
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