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ＩＣＴを活用することで、少人数でも作業効率や生産効力を向上し、コストを抑えることができます。

農作業の省力化へ向けた取組
　近年、国内の農業生産現場では高齢化による農家数の減少や人手不足が大きな問題となっています。
東川町内においても農家数の減少に伴い、一戸あたりの経営面積も年々増加しています。今後、これらの
問題を解決し町内の生産面積を維持・拡大していくために、ＪＡひがしかわは労働力支援を強化、ＩＣＴ
技術の導入や共同施設を活用し、作業効率と生産効率の向上を図ります。

JAひがしかわの労働力支援の強化

経営継続補助金

野菜共同選果事業

スマート農業調査

農作業サポート支援

　トマト、ピーマン、ブロッコリーの選果、パッケージ作業を行い、収穫後の省力化
を支援しています。

栽培スケジュール・サポート支援

　農作業による負担を軽減してもらうため、作業支援組織「お米つくり隊」「野菜つくり隊」を設置し、
水稲・野菜作業支援を実施しています。

　水稲作業を行いながらブロッコリー生産が可能な農作業サポート支援をご利用ください。
　・育苗、定植作業も例年通り農業振興公社委託を活用できます。
　・今年度より新たに収穫作業支援を実施します。
※ブロッコリー専用収穫作業機導入も検討しており、７月下旬にヤンマー作業機（デモ機）による収穫試験を予定しています

　過去のてっぺんだよりでもご紹介しております密苗、自動操舵農業機械、ドローン、自動水管理シス
テム等の調査を進めています。
　※今年度も密苗試験を昨年同様実施しております

　携帯端末（タブレット等）を利用した圃場管理やＧＡＰ管理が可能な生産履歴支援システムの導入、
生産者とＪＡ職員が携帯端末を利用し、画像を共有したなかでの営農指導、また、各生産組織体の会
議、青空教室等のリモート化の開催も時間短縮に有効と言えます。

　ＩＣＴの活用で、省力化となり少ない人数で農作業を行うことができ、人との接触を減らすことがで
きるため新型コロナウイルス感染症対策にもつながります。そこで、新型コロナウイルス感染症の影響
緩和を目的とし、感染拡大防止策を講じながら、機械導入や人手不足解消を行った取組を総合的に支
援する国からの補助金を紹介します！

〇対象例　　　　省力化に向けた農業用機械（選別機、選果機、野菜苗移植機　等）
〇対象者　　　　個人及び法人の農林漁業者（常時従業員数20人以下）
〇補助対象期間　令和2年5月14日から令和2年12月末までに支払いが完了した経費
〇対象となる取組・補助率
（１）①〜③のいずれかを含む経営の継続に向けた取組を支援
【補助率：3/4補助上限額100万円】
　　①国内外の販路の回復・開拓
　　②事業の継続、回復のための生産、販売方式の確立、転換
　　③円滑な合意形成の促進等
（２）事業活動別本格化のための業種別ガイドライン等に則した感染防止対策
【補助率：定額補助上限額50万円】
※給付金ではないため、自己負担が発生します。
※詳しくは、7月のTAC巡回時に担当者が伺い説明いたします。

お米つくり隊
水稲の播種、育苗、
代掻き、田植作業

農業用ドローン 密苗自動操舵 自動水管理システム

複合経営が可能!
野菜つくり隊

  野菜苗の育苗
（ブロッコリー・ピーマン）、

定植委託作業

※総出荷㎏ 851 ㎏/㎏単価 533 円（令和元年度実績 9 月）

 

定植・収穫委託料は含まれておりません

所得試算

育苗委託等のサポート支援で
省力化かつ収益力向上

接触機会を減らす生産・販売への
転換に要する経費
感染時の業務継続体制の構築に要する経費
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（１）いもち病
　いもち病は、風速が低く、日照がない条件で葉面湿潤時間が１０時間以上となった時、
平均気温が１５～２５℃であれば感染に好適な条件となりますので圃場の予察を行いま
しょう。
　発生予察は幼穂形成期５日後から約７日間隔で出穂期まで見歩き調査を行ってください。
　予察の結果、葉いもちが見つからない場合は、基幹防除のみの対応も可能となります。
　また、いもち病は出穂後20日間の内に発生すると減収の可能性があるため、適正防除
に努めてください。

（２）アカヒゲホソミドリカスミカメ
　昨年度、春先の異常高温が原因でアカヒゲホソミドリカスミカメの孵化が早まり、夏場に
かけて大量発生しましたので今年度も注意が必要です。
　アカヒゲホソミドリカスミカメは、出穂期に第２世代成虫が浸入し産卵します。その後の
第３世代幼虫が加害の中心となることから、防除適期は、出穂期と出穂後７～１０日が目安
となります。こちらについても予察を行い防除時期や回数を考慮して計画を立てましょう。
　防除で大切なのは圃場をよく観察し、稲の生育に合わせた防除を行うことです。「近所
の防除が始まったから」では適期防除ではありません！

　冷害危険期が終了したら中干の実施をしてください。圃場全体の８０％程度が止葉と前葉
との葉耳間長が＋５㎝（写真３）に達したら冷害危険期の終了です。長期間の深水により、
根の活性が低下していますので中干を行い、同時に溝切を行いましょう。

　前歴期間終了後の冷害危険期もしっかり深水管理をしてください。（前歴期間１０日以降の約
７日間）冷害危険期に低温に遭遇すると正常な花粉が減少します。冷害危険期は止葉と前葉の
付根にある「葉耳」の間隔（葉耳間長）を計測して判断します。止葉と前葉の葉耳間長が－５
㎝（写真１）で冷害危険期の始まりとなります。
　水深は幼穂の伸長に合わせて徐々に深くし、最大１８～２０㎝を保ち、低温から幼穂を守
りましょう。天候不順が続くと止葉の抽出が鈍り冷害危険期が長引きますので、葉耳間長を確
認して適時深水期間の延長を図ってください。

　７月は幼穂形成期から10日後までの前歴期間は、水深を５～10㎝の深水管理。前歴期間から約
７日間は最大18～20㎝の水深を保ち、花粉の数を減らさないように管理することが重要となりま
す。圃場をよく観察し、葉耳間長を確認してください。

生育に合わせた水管理で花粉の増加を図りましょう（先月号の続き）

冷害危険期終了後には根の活性化を行いましょう

出穂が始まったら入水して登熟を促進してください
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　圃場周辺のイネ科雑草はしっかり刈りましょう。畔草を放置するとカメムシや病害の発生源と
なりますので注意してください。また、可能であれば刈り取った畔草は放置せず、搬出すること
が望ましいです。
　今年度も各地区での予察調査を実施しますが、前年度の被害を踏まえ、個人での予察調査、
防除等の対策を実施してください。　

　ケイ酸資材の追肥を実施することにより、茎の強度が向上し耐倒伏性が向上します。また、
葉全体が直立することにより下葉にも太陽光が当たるようになり、でん粉の成分と転流が活発
になる為、タンパク含有率が下がり、食味の向上などが期待できます。

　開花受精後の米粒は急速に成長します。出穂が始まったら直ちに入水し、米粒の発育を促進
させましょう。土壌水分が少なくなると、登熟不良により収量、品質の低下（乳白・腹白・心白
粒の発生）を招きます。

病害虫の発生源を無くしましょう
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耐倒伏性向上とタンパク値含有率低下の為にはケイ酸資材の追肥
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写真１
葉耳間長－５㎝

（冷害危険期の始まり）　

写真４　葉いもち　 写真５　アカヒゲホソミドリカスミカメ（成虫）　

写真3
葉耳間長＋５㎝

（冷害危険期終了）　

写真２
葉耳間長±０㎝

（冷害危険期の最中）　

今後の病害虫防除について
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「東川米 High quality 生産運動」
  実践に向けて
「東川米 High quality 生産運動」
  実践に向けて
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施設野菜(トマト、ピーマン)の石灰欠乏対策

[トマト　灰色かび病]

[ブロッコリー　花蕾腐敗症]　

[スイートコーン　オオタバコガ]　 　[ほうれん草　シロオビノメイガ]　

　[ねぎ　スリップス]　　

　[ピーマン　アブラムシ]

トマト　尻ぐされ症状 トミニマト　尻ぐされ症状

近年の７月の気象状況
•	過去５年間の天候を見ると、中下旬に高温の傾向があります。
(平年値より＋2.5℃)

７月の重点ポイント
•	ハウスでは、着果不良や石灰欠乏症などの高温障害に注意した
管理を心がけましょう。

•	病害虫の発生に注意し、早期発見と適期防除を行ないましょう。
•	高温時の薬剤散布は薬害を生じやすいので、高温を避け、夕方
の涼しい時間帯に散布してください。

ア　原　　因：石灰の吸収阻害（窒素過多、多湿による蒸散不足など）
イ　対応方法：ａ寒冷紗の被覆、こまめな灌水、換気など
　　　　　　   ｂ石灰資材の葉面散布

①早めの散布　 ：発生してからの散布は効果が劣ります。
  　  開花期から収穫までに１週間毎に数回散布します。
②散布のポイント：石灰欠乏の発生しやすい部位（花房、新葉、生長点、葉先）に、直接かかるよ
　　　　　　　　うに丁寧に散布する。
③使用資材名　 ：液体ハイカルック（CaO 10％）500～1,000倍
 　　　　　　　   カルハード（CaO 11％）500～1,000倍（糖・有機酸入り）

　露地ながねぎの最終土寄せは、収穫前25日前後を目安に行ないますが、生育が遅れている場合
は十分に生育してから行ない、軟白部の長さを35cm以上確保しましょう。

　ハウス内の気温が32℃を超えると花粉の受精能力が低下し、落花しやすくなります。こまめな換
気を行ない、Ｌ・Ｍ中心の収穫や内側の混みあった枝を整理し、着果負担の軽減をさせましょう。

　株にかかる着果負担は一段目収穫開始直前(６段目開花頃)が最大となります。草勢の低下は生育
遅延や中段以降の着果不良につながるため、適切な追肥による管理を行って下さい。

　この時期、「花蕾腐敗病」が多発する傾向にあります。この病気は、数種類の病原菌(軟腐病菌、腐
敗病菌、黒班細菌病菌など)が単独もしくは重複感染して発病します。対策として、花蕾形成始の前後
にカルシウム剤の葉面散布や銅水和剤での防除を実施すると発生が軽減されます。

　病害虫の発生が多くなる時期なので、圃場を観察して適期防除に努めてください

トマト

ブロッコリー

ピーマン

葉面散布のポイント

葱類

スイートコーン

・農薬の散布は使用基準を厳守し、重複散布や隣接畑への飛散に注意しましょう。

注意する病害虫

※グラフ・表は気象庁データを加工

「ひがしかわサラダ生産性向上運動」    
 実践に向けて
「ひがしかわサラダ生産性向上運動」 
 実践に向けて
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①きれいな水を使用しましょう。
②管理・収穫作業前に必ず手を洗い、使用後のハサミなどは洗浄・消毒をしましょう。
③コンテナ等収穫容器は定期的に洗浄しましょう。
④収穫容器、出荷用ダンボールは直接地面には置かず、シート等を敷いて管理しましょう。
⑤収穫物が入った容器は清潔なシート等をかぶせ、ホコリ、汚れが付かないようにしましょう。
⑥収穫物の洗浄は飲用に適した水を使い、再利用を行わないようにしましょう。
⑦出荷に使用する車両の荷台には、シートやコンパネを敷いて出荷しましょう。
⑧集出荷施設、共選施設では手洗いを徹底し、最終工程まで使い捨て手袋を使用しましょう。
⑨施設内は清潔に保つように毎日清掃しましょう。
⑩はかり、選果機等、直接野菜に触れる機器は、使用後に必ず清掃をしましょう。

　新型コロナウイルス感染防止対策や、Ｏ-157等の集団食中毒防止対策のため、生産現
場の管理に努めましょう！

産地の信頼のために！野菜の生産・衛生管理10か条！

ハンドジェル
ゼリー状
手指消毒用
税込847円

ヤニクリーナー
刃物（収穫ばさみ・包丁）専用で
ヤニ・シブをきれいに除去

税込1,100円

次亜塩素酸消毒液
手指・食器・ドアノブ・農機具等に

使用可能
ＪＡひがしかわで製造し、
役場で無料配布中

手作り石鹸
手洗い・衣類に
税込220円

アルボナース
液状

手指消毒用
税込2,420円

マスク
作業時に着用する際、熱射
病に気を付けてください

税込3,300円

エタノス
除菌スプレー

液状
ドアノブ・キッチン周り
テーブル・イス等に

使用可能
税込1,100円

自家用野菜苗引渡し 女性部ゴーヤ栽培開始

JAひがしかわ女性部活動

　6月2日（火）、(株)松匠さんが丹精込めて育て
た元気な苗を引き取りに、早朝から大勢が集まり
ました。栽培のコツを部員同士で教え合ったり、
各家庭のレシピを伝授したりと、家族の健康のた
めに美味しい野菜作りをしようと話し合う部員の
皆さんが頼もしく見えます。
　今年は568本の野菜苗が皆さんの畑に植えられ
ました。収穫時期が楽しみです。

　令和2年度の新しい事業としてゴーヤを栽培し
ます。初年度の今年は、試験栽培を部員12名で行
います。ゴーヤは沖縄県が有名ですが、病気にも
強く、北海道でも温度が確保できれば多収穫が期
待出来る作物です。
　6月6日（土）より苗を12名の方に届け、『大事に
育てます』と皆さん笑顔で受け取って頂きました。
　収穫されたゴーヤは、乾燥させドライべジに加
工し、オリジナルレシピを考案し販売する予定です。

●●●女性部よりお知らせ●●●
トマトジュース作り用トマトの受入を行います。
　1回目　8月　5日（水）  2回目　8月19日（水）  3回目　9月  9日（水）
期日が近くなりましたら個別にご案内致しますので、準備をお願いします。
※他の事業につきましては、開催が決まり次第ご案内致します。

JAひがしかわ女性部部員募集
女性部では、トマトジュース作り、食育活動、研修旅行等の活動を行っています。
農業者以外の方でも食と農を大切に思うあなたの参加をお待ちしています。
お問い合わせは　JAひがしかわ　営農指導課　℡82-2124

野菜の衛生的な収穫・出荷のため下記の除菌剤等をご使用ください。

※次亜塩素酸消毒液以外は資材店舗での取扱いを行っています。
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話題満載 !今月の

　 　

　 　 　 　

©よりぞう

JAグループ通信

ＪＡ北海道中央会

ＪＡ北海道信連

ホクレン

ＪＡ共済連北海道

ＪＡ北海道厚生連

　ＪＡグループ北海道では、４月中旬より中止しておりました「国産花
き販売会」を、６月５日(金)より感染防止対策に十分配慮した上で、札幌
市北農ビル(札幌市中央区北４条西１丁目１番地)で再開いたしました。
　新型コロナウイルスの感染拡大により、イベントや式典の中止が相次
いでおり、国内の花き需要は大幅に減少しています。そこで、ＪＡグルー
プ北海道では「花を贈って応援！みんなのよい花プロジェクト」と題し
て、「国産花き販売会」の実施により、国内の花き農家を応援しており
ます。販売会は７月末までの毎週金曜日の開催を予定しております。
　ＪＡグループ職員のみならず、花が好きな方や花き農家を応援してく
ださる方、ＪＡグループ北海道を応援してくださる方など、たくさんの
お客様にお越しいただいております。引き続き、是非ご自宅にお花を飾
り、花き農家を応援しています。

　令和元年度に、ＪＡバンクの食農教育活動として、「親子
で学ぼう！あぐりキッチン教室」を全道ＪＡの協力を受け、開
催しました。その開催目的は、子どもの農業に対する理解を
深め、北海道農業やＪＡ・ＪＡバンクのサポーター層を拡大
することにありました。
　先ごろ、農協観光の優績ＪＡ表彰に
おいて、当活動が地域の交流・活性化
に寄与したと認められ、地域交流部門
の優秀賞を受賞しました。

　令和２年度に道内各市町村の消防本部へ寄贈する救急自動車
が決定いたしました。救急自動車の寄贈は、地域社会貢献活動
の一環として、昭和５０年から毎年取り組んでおり、昨年度まで
に、延べ２０６台の救急自動車を道内各地の消防本部へ寄贈して
おります。
　今年度は、上川北部消防事務組合消防本部中川消防支署（中
川町）、網走地区消防組合消防本部大空消防署（大空町）、大雪
消防組合消防本部美瑛消防署（美瑛町）の３か所となります。今
後も行政とＪＡとの連携を図りながら、交通事故の防止と被害者
救済への取り組みを強化してまいります。

　ホクレンは、北海道日本ハムファイターズと共同で展開してい
る「北海道農業応援プロジェクト」の一環として、同球団選手と
道内生産者が交互にメッセージを送り合う「キャッチボールトー
ク」動画を制作、同プロジェクトの特設サイトに公開しました。登
場しているのは、ＪＡ道青協の村田辰徳会長、ＪＡ道女性協の青
山伸子会長ら生産者と、ファイターズの中島卓也、近藤健介両選
手らそれぞれ５人ずつで、新
型コロナウイルス対策や農
作業、トレーニング内容など
について交互に語り、エー
ルを交換し合いました。

　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

　新型コロナウイルスの影響で一時中止としておりました人間
ドックですが、すべての病院・クリニックにて再開しました。
　一部でご利用いただけないオプション検査もございますが、感
染対策の徹底を図っておりますので、安心して受診くださいます
ようお願いします。

6/17　病害虫対策をしっかりしましょう！ ～トマト部会青空教室～
　6月17日（水）、農業振興公社にて大玉
トマト、高倉副会長の圃場にてアイコの
青空教室が開催されました。今回は新型
コロナウイルス感染防止対策として、大玉
とアイコの青空教室は別 に々開催されま
した。
　青空教室では指導課より栽培管理の
ポイントと青果課より、出荷規格について
の説明がありました。栽培管理について
は、気象経過報告に加え、「灰色かび病」、
「うどんこ病」などの病害虫対策、摘葉の
注意点が説明されました。
　出荷規格については、出荷基準の色
目、大きさ等、今後の受入れや、共同選果
の対応についても話し合われました。その
後、各生産者の圃場を視察し生育状況の
確認が行われました。

営業時間変更のお知らせ 庶務課より
組合員資格等確認のお願い

【金融課】　※祝日、12/31～1/3は除く

【共済課】　※祝日、12/31～1/5は除く

　金融課・共済課ともに営業開始時間を8時30分から9時に

変更することといたしました。

　組合員・利用者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、

ご理解賜りますようお願い申し上げます。

変更後の時間は下表を参照ください。

　組合員の皆様の資格等に変更が生じた

場合は、書面で当ＪＡあてにお届けいた

だくことになっております。

　資格区分、氏名、住所等の届出事項に

変更があった場合はお手数ですが、本部

事務所 管理部庶務課にて、届出事項等

の変更手続きをお願い致します。

■手続きに必要なもの

・印鑑

・本人確認が出来る公的確認書類

（運転免許証・住民票等）

ご不明な点がございましたら

庶務課（℡ 82 － 2121）まで
お問い合わせ下さい。

平　　日 土曜日

本所窓口 9：00～16：00 休　　業

本所ＡＴＭ 8：45～18：00 9：00～14：00

役場ＡＴＭ 9：00～16：00 休　　業

平　　日 第1・3・5土曜日

窓　　口 9：00～16：00 9：00～12：00
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組合員の推移（令和2年5月末現在）
正組合員戸数 正組合員数 准組合員数

464 戸 526 名 1,098 名

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

（前月比　変動無し） （前月比　変動無し） （前月比　変動無し）

〒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　大口信用供与取引について
議案２号　信用事業ならびに組合財産状況の開示（ディスクロージャー　
　　　　　誌）について
議案３号　令和元年度コンプライアンス・プログラムの報告及び
　　　　　令和２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　コンプライアンマニュアルの一部改訂について
議案５号　信用事業方法書の一部改訂について
議案６号　東川米取扱方針について
議案７号　固定資産の取得・処分および修繕について
議案８号　労働組合から夏期手当の要求について

■理事会の動き　｢第6回 理事会｣ 日　時　令和 2 年 5月29日（金）

【議決事項】

　プラスチックは非常に便利な素材ですが、最近は廃棄物

・資源制約、海洋プラスチックごみ、地球温暖化などの課

題が山積しています。プラスチックの過剰な使用を抑制し、

賢く利用していく必要があります。

　このような状況を踏まえ、令和 2 年 7 月 1日より、全国

でプラスチック製買物袋、いわゆるレジ袋の有料化を行な

うことになりました。

　組合員の皆様も是非、この機会に自身のライフスタイル

を見つめ直し、ＪＡで買い物をする際にはエコバッグを持

参する等のご協力をお願いします。

ＪＡでは自然環境に配慮して、バイオマス素材を使
用したレジ袋へ切り替えます。
ＪＡひがしかわでは、今後も環境問題解決に向けた取り組みを進めていきます。

制度概要などの詳細はこちら

7月の予定

8月の予定

2020

2020

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）

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）

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
　
1
2
3
4
5
6

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

資材課休業

資材課営業（8:30～正午）

資材課営業（8:30～正午）

資材課休業

資材課休業

資材課営業（8:30～正午）

資材課営業（8:30～正午）

資材課営業（8:30～正午）

資材課営業（8:30～正午）

資材課営業（8:30～正午）

資材課営業（8:30～正午）

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（8:30～正午）

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

大雪清流てっぺんだより
2020/7 12


