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カントリーエレベーター建設に向け
「東川米関連施設建設委員会」
が
設立されました！
東川町の農業振興施策を総合的かつ計画的に推進するための基本指針である東川町地域農業

振興計画に基づき、大規模乾燥調製施設（カントリーエレベーター（以下ＣＥ））の建設実現（令和

■組織体制

６年稼働）に向け、７月３１日（金）
「東川米関連施設建設委員会」が設立されました。

【東川米関連施設建設委員会】

委員長
牧 清隆 氏（東川町農業協同組合理事 経済部門委員長）
副委員長 畑中雅晴 氏（東川町稲作研究会 会長）
副委員長 松家孝志 氏（東川町蔬菜園芸研究会 会長）

【利用推進部会】

役割
施設利用の啓発活動や出荷ルールの策定、CEが円滑
に利用できるための体制整備、利用者組織の設置、ま
た東川農業ビジョンを見据えた目標設定を行います。

部会長 石山一樹 氏（ＪＡひがしかわ青年部部長）
構成組織・団体

JAひがしかわ、ＪＡひがしかわ青年部、
ＪＡひがしかわ女性部、東川町稲作研究会、
東川町蔬菜園芸研究会、強い東川農業を創る会、
生産組織連絡協議会、コントラクター部会
病害虫防除実施協議会、ビークル防除実施協議会

【施設建設部会】

役割
資金計画策定・補助事業（強い農業・担い手づくり
総合支援交付金）申請・建設用地取得を進めます。

部会長 竹部修司 氏（東川町産業振興課 課長）
構成組織・団体

東川町、JAひがしかわ、
上川農業改良普及センター大雪支所、
東和土地改良区、東川町農業委員会事務局、
ＮＯＳＡＩ道央上川支所、
大雪東川地区推進センター、㈱東川農業振興公社

■「東川米関連施設建設委員会設置」までの経過
昨年３月に「東川米関連施設建設検
討委員会」が設置され、他産地のＣＥ視
察を含め計５回の委員会が開催され、農
業者の減少と規模拡大が進む本町農業
にＣＥが必要不可欠であるとの認識で合
意されました。
その後、国会議員に建設支援に向けた
中央要請、農林水産省実務担当者との会
議を経て、東川町と連携し正式に国へ補
助事業申請を進めております。
本年３月には「東川米関連施設建設
準備委員会」が設置され、建設費用にか
かる資金計画や建設用地選定に向けて
関係機関と協議を開始しています。

カントリーエレベーター設計概要
設備内容

処理能力（玄米ベース）
※6割集荷

生籾換算

半乾籾換算
籾換算計

保管能力（サイロ）
荷受能力
乾燥能力
出荷能力（籾摺・包装）
荷受数量（上限）

処理能力

8,000 ㌧

（5 割）6,350 ㌧

今後の東川農業の課題となっている７つの視点（①設備投資の抑制 ②人手（労力）不足問題の解消
③複合経営体の育成強化 ④品質の均一化と安定供給 ⑤ＪＡ受入体制の強化 ⑥ＪＡ農業倉庫の老
朽化対策 ⑦新たな付加価値の創出）をより重視し、
「ＣＥ建設に伴う個人投資計画アンケートの実施」や
「利用要領・出荷ルール」の概要、精米設備を
活用した健康米の地産地消、輸出事業などに
ついて協議を重ね、東川米を求めるすべての方
へ「安心と美味しさ・美容と健康」を届けられる
産地として取り組んでいきます。
なお、本委員会の進捗については随時、お知
らせいたします。
また、本件に対するお問い合わせは、JAひ
がしかわ営農指導課（82-2124）まで、お願い
いたします。
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考

（5 割）5,830 ㌧

12,180 ㌧

500 ㌧ ×10 基

乾籾（15.0%）換算

計 5,000 ㌧ （玄米換算 3,500 ㌧）

15 ㌧ /h×5 系列

計 75 ㌧ /h

30 ㌧ ×20 基

乾燥時間

生籾（20.6）半乾燥（8.3t）

計 600 ㌧

（フレコン）20 ㌧ /h
（紙袋）6 ㌧ /h

600 ㌧ / 日

（生籾・半乾籾計）

籾摺機（6t/h）×4 基
石抜機（5t/h）×4 基
付帯設備

玄米殺菌装置
無洗米設備

精米設備（HACCP 仕様）他

■今後の取り組み

備

生産量 13,000 ㌧の 6 割

2 ライン仕様（一般米、機能性米）

■本委員会の役割
①建設規模・受入能力の決定
本町水稲生産の抱える課題を全て解決させるための施設規模を確定します。
②建設用地の決定
ホクリツ地区周辺でのCE設置を基本に建設可能な土地情報等を総合的に勘案した上で建設用地を確定
します。
③CE利用による地域（農業）振興への取り組み
CE利用による規模拡大（所得基盤の増）や新たな農業施策に向けて協議を行い、組合員等と共有し進め
ます。
④施設利用率確保に向けた検討
健全な施設運営体制を行うためには「建設規模≒利用計画」とすることが必要となります。施設利用の啓
発活動や出荷ルールの策定、また、CEが円滑に利用できるための体制整備や利用者主体の運用組織の設
置に向けて協議いたします。
⑤施設建設に向けた取組み
資金計画策定・補助事業（強い農業・担い手づくり総合支援交付金）申請に向けた検討・建設用地取得を
行います。
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次年度に向けて土壌診断を必ず実施してください

6

○土壌診断の受付について○

クオリティ

「東川米 High quality 生産運動」
実践に向けて

高品質な農産物づくりには、土壌診断により現状の土壌状態を正確に把握し診断結果に
応じた施肥改善を行なうことが必要です。来年度作付予定の作物は土壌診断を必ず行いま
しょう。
①分析項目
水稲育苗・水田・施設野菜・露地野菜・畑作
②土壌サンプリング方法
作物収穫後、耕起前に採取を行ないます。分析予定の圃場一筆から作土の深さ
（約10㎝）３～５ヶ所で同一量採土し、分析土壌とします。

収穫作業の終了とともに令和３年産東川米の米作りが始まります。高品質米生産に向けて圃
場管理を行いましょう。

1
4

表層1㎝除く
約10㎝採土部分

③提出方法
袋によく乾燥させた約５００gの土を入れ、氏名・圃場番号・作付品目・面積（坪ま
たは反）を必ず記入の上、アグリサポートセンターまでお持ちください。
④受付開始日
令和２年１０月５日（月）から受付を開始いたします

2

3

稲わらは極力、適正に処理しましょう
（１）稲わらを搬出しましょう
稲わらを搬出することで、
①融雪後圃場が乾燥しやすくなります。
②ワキを軽減し、初期生育が向上します。
③生育の後まさり傾向が抑えられ、低タンパク米の生産に繋がります。
稲わらは自走式ロールベーラーやトラクターのバケットを利用し極力搬出を行ってく
ださい。毎年搬出のみを行っている圃場では地力が低下するので、3年に1度は搬出後
に堆肥化した稲わら（10a当り1ｔ程度）を水田に戻すことが大切です。

5

6

（２）排水が良好な圃場では秋鋤き込みが可能です
秋鋤き込みは排水の良好な水田のみとし、収穫後なるべく早い時期に実施しましょう。
鋤き込む深さは極浅くし（5㎝程度）、土とよく混和しましょう。
※湿田型土壌では生わら鋤き込みは厳禁です。

有機物の種類

令和2年産東川米の品質状況について

稲わら直接鋤き込み

今年の東川米は水稲生産者の高品質米生
産に向けた取組と水稲に適した天候に恵ま
れ、どの品種も粒張り、粒形ともに良く「ぷっ
くり」とした形質で粒ぞろいも良好であり、ア
ミロース含量やタンパク質も例年よりも低い
ことから、粘り気があり、甘みもしっかりした
良食味米となりました。
また、今年から作付けを行った三千櫻酒造
用の酒造好適米については特性上、高温時
に被害粒（胴割）になりやすい品種ではあり
ましたが、胴割は見られず、すべて1等米とし
て格付けされ、希望数量を確保することが出
来てます。
見た目、味ともに例年を超え、今年も消費

（４００～６００㎏ / １０a）

連用年数

窒素減肥量
（㎏ / １０a）

カリ減肥量
（㎏ / １０a）

１～４年
５～９年
１０年以上

０
１
２

４

稲わらの直接鋤き込みに対応した窒素・カリの減肥

1
4

2
5

3

透排水性改善を行い、土壌の乾燥化を図りましょう
（１）来春の融雪促進と融雪時の排水を促す

6

ため、溝切を行いましょう。

（２）心土破砕により、根の伸長や土中への酸
素供給を高めることが可能になります。
（３）排水不良圃場では暗渠の施工も視野に
入れ、改善に努めましょう。

者の期待に応えられる品質となりました。

左 酒造好適米「きたしずく」、右 水稲うるち玄米 ゆめぴりか
写真１ 溝切の例
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「ひがしかわサラダ生産性向上運動」
実践に向けて

軟白みつばの栽培管理について
伏せ込み後はハウス内の気温と湿度が病害発生の好適条件
となります。防除には登録農薬が少ないため、被害の拡大が懸
念されます。圃場での薬剤防除に努め、ハウス内へ病害の持ち
込みを防ぎましょう。

1

2

4

5

また、薬剤散布と同時に葉面散布剤により養分を転流させ
根の充実を図りましょう。

3

１０月の重点ポイント

中旬以降、最低気温は５℃を下回り、日照時間も１日４時間に満たなくなります。
①ハウスでは夜間の保温に努め、各作物の生育限界温度を確保するようにしましょう。
②栽培を終えた圃場では、速やかにマルチや作物残さの片付け・処分を行いましょう。
特に、土壌病害や生育不良が見られた圃場では、り病した株の残渣が翌年の発生源になるので
気を付けましょう。

みつば生育状況

6

来年度に向けた適切な圃場管理をしましょう

1

①土壌診断の実施
品質の良い野菜栽培のために、土壌診断により現状の土壌状態を正確に把握し、施肥改善を
行ないましょう。
②堆肥の投入
次年度の作付けに向け堆肥を投入し、
「土づくり」をしっかり行ないましょう。
③透排水性の改善
降雨により滞水しやすい圃場では、暗渠の実施や補修、サブソイラやプラソイラのなどによる
心土破砕を実施して透排水性改善を行ないましょう。
④土壌病害対策の検討

4

同一作物の連作により、施設野菜の「萎凋病」、ブロッコリーの「根こぶ病」などの土壌病原菌
を原因とする病害が見られます。
土壌消毒や定期的な輪作の実施などの土壌病害対策を考えましょう。

3

5

6

①無加温施設では、夕方から外気温が急激に低下し、換気窓を閉めたハウス内は湿度が高まり、病
害（べと病、灰色かび病）の発生しやすい状態となるので、換気を十分に行ないましょう。
②トマト、ミニトマトは、ハウス内の温度低下による果皮の硬化で、吸水や過湿による裂果が多くな
る時期になります。灌水は少量多回数を厳守し、収穫の遅れなどがないように注意しましょう。

ピーマン ヘタぐされ

1
4

軟白長葱 萎凋病

2

果菜類の栽培管理について

2
5

3

しばれほうれん草の栽培管理について
①出荷２週間前頃に収穫サイズ（目標：葉長２０～２２cm以上、２～４株２００gぐらい）に到達さ
せるため、ハウス内温度を２０～２５℃を超えないように換気してください。
②収穫できる大きさになったらハウス側面を開放し、地温を４℃以下まで下げるようにし、２週間
ほど寒さにあて、糖度８度を目安に収穫します。ただし開放期間が１ヶ月を超えると古い葉の一
部が枯れてくるので注意しましょう。

6

ハウス土壌消毒

栽培状況

1
根こぶ病発生圃場

7
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トマト 裂果

根こぶ病

4

2
5

3
6

収穫期

露地長葱の栽培管理について
圃場の乾きが悪くなるため、黒斑病、べと病、さび病、
小菌核腐敗病の発生が多くなります。
発生初期の薬剤防除を行ないましょう。

長葱 べと病
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話題満載 ! 今月の

令和2年産

家畜たちに感謝を
9月7日
（月）、忠別公園「家畜感謝之碑」、
「にわとりの碑」前にて、畜産振興協議会主
催 家畜感謝祭（獣魂祭）が執り行われまし
た。
家畜感謝祭とは、農業発展の支えとなった
家畜たちに感謝し供養を行い、今後の農業
発展を祈願するため行われております。今年
度も、農業団体、飼養農家が玉串を捧げると
共に、
感謝と東川町農業の更なる発展を祈願
いたしました。

東川米

管内トップで稲刈りスタート
～今年度 管内初稲刈り～

8月28日（金）、晴天に恵まれたなか上川管内ト
ップを切って(有)山崎農場 ゆめぴりか圃場で令和
2年産東川米稲刈り作業が開始しました。
稲刈りが開始された大型水田圃場は、面積が
2haで作業時間は5時間ほどで終了しました。
今年度は、気温が高い日が続き積算温度が早く進
んだため、例年より早い時期での刈取り作業とな
りました。

1俵でも多くの農協出荷をお願いいたします！

秋の実りを祈願 北海道神宮抜穂祭
9月10日
（木）、東2号の北海道神宮神饌田にて北海道神宮神饌田抜穂祭が斎行され、今年度の早乙女
12名、介助役6名はＪＡ職員が務めました。抜穂の儀では、早乙女により刈取られたゆめぴりかの初穂を、介
助役によって束ねられ耕作長 樽井組合長、
耕作者 三田氏に手渡され神前へと供えられました。
樽井組合長はテレビの取材に
「おいしい米を食べて元気になってもらいたい」
と話されました。
刈り取られた米は、
11月23日
（月）
勤労感謝の日に行われる
「新嘗祭」
で北海道神宮に奉納されます。

JAひがしかわ青年部 屑米集荷のご協力ありがとうございます！
9月12日
（土）
より、農協一元集荷事業の一環としてJAひがしかわ青年部による屑米集荷が行われておりま
す。毎週土曜日は、組合員さんのご依頼に応え、多い日には千俵以上の集荷を行っております。PP袋を軽々と
積み 上げる姿は
頼もしく、検 査を
見 守る視 線は真
剣です。
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～東川米出荷説明会～

9月3日（木）、収穫を目前に控えた水稲生産者
の皆さまへ向け、今年度の東川米出荷説明会がホ
クリツ4号倉庫で行われました。
今年は、新型コロナウイルスの感染予防策とし
て、2回に分けての開催となりましたが、延べ100
名を超える生産者の皆さまにご出席頂きました。
樽井組合長より「新型コロナウイルスの影響か
ら、米の消費の低下によって需給に影響が出てい
ます。ホクレンの概算金が大幅に下がっていないの
は、水稲生産者に向けた“この危機を乗り越えよう
”という強いメッセージなのだと思います。水稲の
生育は例年より早いことから、刈遅れ等の無いよ
う、1俵でも多くの農協出荷をお願いします」との
挨拶がありました。その後、JA青年部 石山部長か
らは青年部の屑米出荷への協力の呼びかけ、樽井
参事より今年の仮渡金が発表されました。
高品質米出荷へむけた気持ちが、より一層強固
になる説明会となりました。

高品質米出荷 好調な出だし！
~初検査式～

9月7日（月）、東川米米穀集出荷施設（玄米セ
ンター）にて令和2年度東川米初検査式が行われ
ました。
当日、検査されたお米は、
（有）山崎農場 「ゆめ
ぴりか」で齋藤農産物検査員による検査の結果、
「
1等米」のタンパク6.8以下「東川米」品質仕分区
分 最高品質の“プレミアム”と報告され、会場から
拍手が上がりました。
樽井組合長は挨拶で、
「今年も『ゆめぴりかコン
テスト』での最高金賞２連覇獲得に期待したい」と
話されました。
初検査式終了後には、新米「ゆめぴりか」のおに
ぎりが振舞われ、
「甘みが強く、とても美味しい」
との声が多数上がりました。

〇初検査
松岡町長、東倉沼区 山崎浩敬さん、15区 高橋壽さん、
12南 松家孝志さん、27区 小坂法弘さん、樽井組合長

大雪清流てっぺんだより

2020/10

8

JAグループ通信
本年９月６日で北海道胆振東部地震の発生から丸２年が経ちました。
ＪＡグループ北海道では、２年前の大災害を風化させないよう、毎年９月６日をＪＡグルー
プ北海道「防災の日」とめ、改めてＪＡ・組合員の防災意識の向上や今後の災害への備え、
施設補強、自家発電機の一斉点検等の推進を致します。また、９月１日から９月６日を「防災
期間」として位置付け、全道の組合員に呼びかけ、自家発電機やハウス等の一斉点検に取り
組んでいただきました。
新型コロナウイルスの影響を受け、感染防止対策に取り組むだけでなく、地震や台風な
どの自然災害に対する危機意識や防災意識を高めることも、安全安心に暮らす上で、また
日々の営農においても必要不可欠です。
ＪＡグループ北海道では、今後も予測不能な災害に備えるため、防災対策を推進していきます。

令和２年10月１日（木）～11月３0日（月）まで

エンジンオイル
交換キャンペーン
期間中、オイル交換時エレメントも一緒に
交換頂いたお客様はエレメント半額！
（エレメントのみの交換は除外）

ＪＡ北海道信連

ＪＡ共済連北海道

ＪＡと北海道信連との間で相互に職員を出向派遣させ
る、人事交流を平成２２年度から実施しています。先ごろ、第
５回の人事交流（２年間）が終了しました。今回は、ＪＡ北ひ
びき１名、ＪＡ鹿追町１名の職員が北海道信連へ、北海道信
連から各ＪＡに１名ずつの職
員が出向する形で人事交流
を行いました。
これらの人事交流を通
じて、ＪＡバンク北海道の体
制・機能強化と人材育成を
図ることとしています。

近年の、道路運送車両法の運用見直しに伴い、農耕用
トラクターに作業機を装着した場合でも、条件を満たせば
公道を走行できるように緩和されました。
ただし、走行時には作業機の後方面に規制緩和対象
であることの『制限標識』を表示することが必要となりま
す。そこで、ＪＡ共済連では、
『運行速度時速１５キロ以
下』などと記載された『制限標識』
を配布する事と致しました。これに
より、接触事故・死亡事故の防止や
トラクターの安全な走行に寄与出
来ることを期待しております。

さらに、
『オイル交換＋エレメント交換』で
ＢＯＸティッシュ5箱プレゼント！
軽・乗用車冬タイヤ４本セット !
ブリジストン

VRX2

VRX

155/65R-14

¥43,600

¥37,100

175/65R-15

¥62,800

¥54,200

195/65R-15

¥78,700

¥68,100

●ワゴン R、N-BOX、他

●アクア、スイフト、他

ホクレン
ホクレンとカルビー株式会社は8月5日、馬鈴しょをはじめ
とする北海道産農産物の振興に向けた包括連携協定の調
印式を札幌で開きました。式では、ホクレンの篠原末治会長
（写真右）、カルビーの伊藤秀二社長がそれぞれ、双方の
強みを生かした事業展開
に向けた意欲を語り、その
第一弾として、ホクレンの
「よくねたいも」を原料に
開発したポテトチップスの
新商品の発売を発表しまし
た。

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・健康情報を発信しておりま
す。
ホームページにも
バックナンバーを掲
載しておりますので、
是非ご一読ください。

●ノア、ステップワゴン、他

ダンロップ
155/65R-14

●ワゴン R、N-BOX、他

175/65R-15

●アクア、スイフト、他

195/65R-15

●ノア、ステップワゴン、他

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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WINTERMAXX03

軽トラ冬タイヤ4 本セット!
１４５/Ｒ-１２
ブリジストン

６ＰＲ
VL-1

￥26,800円

まる
もピタッと止
で
面
路
た
っ
凍
タイヤ！
貨物車用冬

WINTERMAXX02

¥42,700

¥34,500

¥59,900

¥49,100

¥74,800

¥61,700

ダンロップ

SV-01

￥19,000円
の
お手頃価格
用タイヤ !
長持ち貨物

※上記金額は全て税込み金額です

ＪＡひがしかわ給油所

東川町北町３丁目１－１

℡８２－２４５４
大雪清流てっぺんだより
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2020

10 月の予定

スタンド通常営業

1木

平日土曜
日曜祝日

午前8:00～午後6:00
午前8:30～午後5:00

2金
3土
4日
5月

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

6火
7水

■理事会の動き

｢第9回 理事会｣

■理事会の動き

｢第10回 理事会｣

日

時

令和2年8月18日（火）

【議決事項】
議案１号 農協・農事組合懇談会の意見集約と回答（案）について
議案２号 固定資産の取得について
議案３号 寄付金の支出について
日

時

令和2年9月3日（木）

【議決事項】
議案１号 令和２年産 東川米販売方針と仮渡価格（案）について
議案２号 理事との利益相反取引について
議案３号 寄付金の支出について
議案４号 労働組合からの越冬手当の要求について

日本農業新聞の購読のお勧め

8木

読んで役に立つ！面白い！誌面を紹介します。
●購読のお申込みについて

9金
10 土
11 日

1ヵ月

スタンド休業

2,520円（税込）

※お近くの新聞販売店からお届けします。

12 月

お申込み先：営農指導課

13 火

82-2124

14 水
15 木

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

16 金
17 土
18 日
19 月
20 火
21 水
22 木
23 金
24 土
25 日

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

26 月
27 火
28 水
29 木
30 金
31 土
1日

2020

11 月の予定

スタンド通常営業

平日土曜
日曜祝日

●葬儀・法要のご用命は・・・24 時間フリーダイヤル

午前8:00～午後6:00
午前8:30～午後5:00

2月

正組合員戸数

4水

〒071-1495

0120 － 82 － 2125 へ

組合員の推移（令和2年8月末現在）

3火
5木

JA事業推進係

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

北海道上川郡東川町西町1丁目5番1号

459 戸

（前月比

TEL0166-82-2121

− 2 戸）

正組合員数

522 名

（前月比

発行所/東川町農業協同組合

准組合員数

− 1 名）

責任者/樽井

功

1,107 名

（前月比

＋ 5 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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