
11
2022

vol.591

次年度の準備をすすめましょ次年度の準備をすすめましょ
う。う。

定期検診を受けましょう!定期検診を受けましょう!

JAグループ通信JAグループ通信

来月のカレンダー来月のカレンダー

新型コロナウイルス感染症にかかる新型コロナウイルス感染症にかかる
入院共済金等のお支払について入院共済金等のお支払について

今年度の栽培を振り返りま今年度の栽培を振り返りま
しょう!しょう! トピックストピックス

旭川厚生病院「人間ドック」旭川厚生病院「人間ドック」
予約状況のご案内予約状況のご案内 健康トピックス健康トピックス

特集:冬限定の「しばれほうれん草」を皆様のもとへ

大雪清流大雪清流
てっぺんだよりてっぺんだより
JA Higashikawa Public relations magazine Daisetsu Seiryu Teppen DayoriJA Higashikawa Public relations magazine Daisetsu Seiryu Teppen Dayori

4 6 8

1110 12

13

16

14

1 大雪清流てっぺんだより　2022/11



冬限定の
「しばれほうれん草」を
皆様のもとへ
寒い冬の時期に栽培することで、旨味と栄養を凝縮させた「しばれほうれん草」は、町内の生産者7名で、2,310坪
作付けされています。

しばれほうれん草生産者　廣田 好彦  氏
4棟のハウスで400坪を栽培
葉菜部会会長を務める

ビタミン
     A

ビタミン
     E

鉄　分

食物繊維

鉄分
血液を構成し、貧血を防
いだり、身体の疲れをと
る働きがあります。

普通のほうれん草とはなにが違うの？
しばれほうれん草は、一般的には「寒締めほうれん草」と呼ばれ、普通のほうれんしばれほうれん草は、一般的には「寒締めほうれん草」と呼ばれ、普通のほうれん
草と同じ品種で、冬の寒さの中、無加温ハウスでＣＯ2を出さない環境に配慮され草と同じ品種で、冬の寒さの中、無加温ハウスでＣＯ2を出さない環境に配慮され
た方法で栽培されます。また、葉が肉厚で、糖度や栄養価が高いのも特徴です。た方法で栽培されます。また、葉が肉厚で、糖度や栄養価が高いのも特徴です。

なぜ甘くなるの？なぜ甘くなるの？
気温が低い冬季間（10月から1月）に栽
培することでほうれん草は自分の身を
守ろうと葉の水分を減らし、糖分を貯め
込むため葉が肉厚になり、糖度が高く甘
い「しばれほうれん草」になります。

ビタミン含有量は、緑黄食野ビタミン含有量は、緑黄食野
菜のなかでも、トップクラス！菜のなかでも、トップクラス！
普通のほうれん草に比べ、普通のほうれん草に比べ、
ビタミンCが約3倍含まれていビタミンCが約3倍含まれてい
ます！ます！

味が濃い

甘みが強い
糖度8度以上！

ビタミン
豊富

しばれほうれん草にしばれほうれん草に
含まれる栄養含まれる栄養

ビタミンAビタミンA
目の正常な機能の維持や、目の正常な機能の維持や、
皮膚や粘膜を正常に保つち皮膚や粘膜を正常に保つち
ます。ます。

ビタミンCビタミンC
コラーゲンの生成や、抗酸化コラーゲンの生成や、抗酸化
作用があり、ほうれん草にも作用があり、ほうれん草にも
含まれる鉄分を効率よく摂取含まれる鉄分を効率よく摂取
するのに役立ちます。するのに役立ちます。

ビタミンE
血管が酸化するのを防ぎ、血
行を良くする作用があります。
肩こりや冷え性・肌の血色を
良く見せる効果があります。

食物繊維食物繊維
腸の働きを活発にする不溶性食物腸の働きを活発にする不溶性食物
繊維と、腸内の善玉菌を増やして腸繊維と、腸内の善玉菌を増やして腸
内環境を整える水溶性食物繊維の2内環境を整える水溶性食物繊維の2
種類を含みます。種類を含みます。

しばれほうれん草の選び方
葉の色が濃く、葉先までピンとしているみ

ずみずしいもの

ハウス内で栽培！

保存方法
冷蔵保存：湿らせた新聞紙に包み、ビニ
　　　　　ール袋に入れて野菜室で立て
　　　　　て保存
冷凍保存：下茹でした後、冷凍保存

しばれほうれん草のシチュー
材料（4人分）
しばれほうれん草…2袋
玉ねぎ………………1個
人参…………………1個
じゃがいも…………2個
豚肉…………… 120ｇ
サラダ油……………少々
シチューの素………適量
牛乳…………………適量
水……………………適量
塩コショウ…………少々

1. 玉ねぎはくし型、人参は扇型、豚肉とじゃがいもは食べやすい大
きさに切る。

2. しばれほうれん草は軽く茹でて水気を切り、食べやすい大きさに
切る。

3. 鍋にサラダ油を引いて豚肉、人参、玉ねぎを炒めて、ジャガイモ
を加えて少し炒める。

4. 水を入れてジャガイモに火が通ったら、シチューの素と牛乳を入
れてとろみをつける。

5. しばれほうれん草を加えて塩コショウで味を整えたら完成。

「寒締めちぢみほうれん草」販売中！

取扱店舗：道の駅「道草館」
販売価格：430円（税込）

調理が簡単・美味しい！
冬にしか食べることの出来

ない「しばれほうれん草」を
年中手軽に食べていただける
よう新商品「寒締めちぢみほ
うれん草」の販売を開始しま
した！

これから迎える寒い冬に
ぴったりな「シチュー」や「鍋」
など、いろいろな料理に活用
することができます。

「しばれほうれん草」は葉が地面を這うようにして横に成
長します。

寒さによって、真っ白にしばれてしまうこともありますが、
その寒さに耐えることで、甘みとうまみがぎゅっと詰まった

「しばれほうれん草」になります！

作り方

冷凍
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稲作
1.令和４年度の生育状況

2.今年度の病害虫発生状況について

3. 基盤整備後の窒素施肥量の目安

①育苗後半から移植直後にかけて気温が高く推移したことにより、葉数は平年より多くなりました。

②６月上旬は低温が続きましたが、6月中旬から7月上旬にかけて最高、最低気温ともに高く推移

　したため草丈は平年よりも長くなりました。

③幼穂形成期・出穂期ともに平年並みとなりました。

④落水後も雨が降ったため、昨年よりも胴割れ粒の被害は少ない傾向となりましたが、草丈が

　長いことや台風の影響を受けたことなどにより、倒伏被害が見られました。

　今年も東川町については町内全域で大発生した病害はありませんでしたが、近隣町村では

「いもち病」の発生が確認されました。

　「いもち病」は大きな収量、品質低下を招くため、次年度以降も十分注意しましょう。

なお、「いもち病菌」の生育に適した気温は16℃から25℃となるため、低温や日照不足が続く場

合は特に注意が必要となります。

　また、害虫については「アカヒゲホソミドリカスミカメ」の発生が見られましたが、東川町では

基幹防除を適期に実施したことにより、被害は最小限で留まりました。

「アカヒゲホソミドリカスミカメ」の被害を受けると「斑点米」の原因にもなるため、次年度以

降も基幹防除だけではなく、圃場周辺の草刈りを継続して実施しましょう。

・東川町の水田は４つに分類されます。東川町の土壌マップにて各圃場の土壌型を確認しましょう。

　土壌診断を実施し、圃場の培養窒素量を確認しましょう。培養窒素量に応じて施肥設計が異なるため、
地力に見合った施肥設計を行いましょう。

土壌分析値
培養窒素量 4mg/100g

③のパターン1-1以上

未満 ③のパターン1-2

　パターンごとの全層施肥量の施肥率を確認してください。※側条施肥は慣行と同様

　基盤整備後２年目までの圃場では施肥設計が異なります。今一度来年度に向けて施肥設計を確認し
てください。他の圃場についても育苗床は毎年、本田は３年に一度必ず土壌診断を行い、適正な施肥を
行ってください。

次年度の準備をすすめましょう。
～次年度の高品質な「東川米」生産へ努めましょう。
収穫作業や片付け等が終わり一息つく時期ではありますが、今年度の反省点や改善点を確認し、次年
度の高品質な「東川米」生産へ努めましょう。

※普及センター栽培講習会資料より抜粋

＜いもち病＞

＜アカヒゲホソミドリカスミカメ＞

①圃場の土壌型を確認

②培養窒素量を確認（※褐色低地土のみ）

③窒素施肥の目安を確認
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野菜

今年度の栽培を振り返りましょう!
　今月は、ハウス内の片付け作業や次年度作付けに向けた準備を整えている頃かと思いますが、今年
度の気象経過や栽培を振り返り、課題や改善点を確認しましょう。

1.今年度の気象経過

２．栽培概況

〇４月～５月の気象（気温グラフ内①）
•	最高気温が高く推移したため、春先の圃場準備等は順調に進んだが、コナガ等の病害虫については
早期に発生しました。

〇４月～９月の月別日照時間

※６月下旬の大雨により、圃場への冠水やハウス内への雨水の浸水、肥料の流亡などの被害が見られました。

＊グラフ・表は気象庁データ

※栽培概況の詳細は、各部会総会にてご報告させていただきます。

◆施設野菜
•	栽培期間を通して降水量が多く推移したことにより、「灰色かび病」や「べと病」などの被害
が多く発生しました。また、ハウス内への浸水も多く見られたことから、予防的防除やハウス
周辺の排水対策が重要となります。
•	生育後半は最低気温が低くなるにつれ、「変形果」や「裂果」の発生も見られました。今年度
は、昨年のような長期にわたる高温・干ばつ状態は見られませんでしたが、次年度以降につ
きましては、３０℃以上の高温が続く恐れがありますので、遮光資材やハウス内換気を行い
生理障害等の発生を防ぎましょう。

◆露地野菜
•	昨年のような高温・干ばつ被害はありませんでしたが、降水量が多かったため、施設野菜同
様に病害による被害が多発しました。また、６月下旬の大雨により、圃場の冠水や肥料の流
亡などの被害が見られました。圃場の冠水が見られた圃場では排水対策を行い、根腐れや病
害を防ぎましょう。
•	今年度は降水量が多い年となりましたが、次年度以降は干ばつ被害を想定し、すぐに潅水を
行えるよう準備しておきましょう。

（平年値：1991年～2020年の平均）

＜すすかび病＞

＜べと病＞

＜黒斑細菌病＞

＜灰色かび病＞

日照時間（月計）

降水量（月計）

（h）

（mm）

4 月 5月 6月 7月 8月 9月
本年 193.3 119.9 169.3 184.0 137.3 183.8
平年 149.7 184.9 168.0 160.8 153.7 140.8
平年比 129.1% 64.8% 100.7% 114.4% 89.3% 130.5%

4月 5月 6月 7月 8月 9月
本年 29.5 92.0 135.0 77.0 194.0 97.5
平年 45.3 67.8 80.6 134.2 163.8 130.3
平年比 65.1% 135.6% 167.4% 57.3% 118.4% 74.8%
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JA HIGASHIKAWAJA HIGASHIKAWA
Topics

ＪＡ上女協・ＪＡ上青協の合同事業として、管内農畜産
物の消費拡大を目的に、上川管内の農畜産物を活用し
た料理レシピを開発しました。

ＪＡひがしかわ女性部・青年部は、ひがしかわサラダの
ピーマン、小松菜、ゴーヤのドライべジ等を使った「ひ
がしかわサラダの中華あえ」のレシピを考案し、10月3日

（月）～10月7日（金）に上川ビルみはら食堂にて、提供
されました。

9月10日から10月15日の毎週土曜日、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移
送協力が行われました。今年度も収穫作業がある中、多
くの部員が屑米移送協力に参加し、計5日間の日程で　　
約6,146俵の実績となりました。生産者の皆様には青年
部事業にご理解とご協力を頂きありがとうございました。

１０月８日（土）、東２号北２０番地の大型水田圃場に
て、稲わらの早期分解を目的とした腐熟促進材の施用試
験と㈱北海道クボタ様のご協力のもと、タブレット端末
による無人自動運転トラクターで耕起作業を実演しまし
た。参加された組合員からは「規模拡大に伴いオペレー
ター不足の対策になると思う」など、これからの経営を
見据え、期待を寄せていました。

１０月７日（金）、農林水産省より農村政策部　佐
藤部長、環境バイオマス政策課　清水課長が来所
し、本町からは樽井組合長をはじめ、松岡町長にも
ご出席いただき「ひがしかわライスターミナル」建
設や「ひがしかわアグリ２０５０宣言」の取組につい
ての有効性をご理解いただき、豊かな農村環境を
実現するため有益な意見交換となりました。また、
同席したJA青年部・女性部役員からは、農業経営
コストが高騰する現状を踏まえ、セーフティーネット
政策の改善要望、地域の子どもたちへの高度な食
育活動を説明しました。佐藤部長より「東川町は非
常に魅力的な農村地域モデルであり、これからの
活動には積極的に協力したい」と心強いお言葉を
いただきました。

農林水産省との意見交換会を開催

「ＪＡ女性部・青年部が考えたご飯がす
すむ農家めし」レシピ開発

　上記の補助事業申請に必要な費用購入履歴（納品書・請求書等）は、JA ひがしかわ資材課で

購入したものに限り、JA にて準備しております。

　なお、申請に必要な書類（申請書・化学肥料低減計画書・身分証明書・受取口座情報等）の受

付・提出については、別途ご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。

「肥料価格高騰対策事業（国）」及び
「化学肥料購入支援金給付事業（道）」の申請について

ご不明な点等がございましたら、資材課（℡ 82-2054）までお問い合わせください。

青年部屑米移送協力事業 無人自動運転トラクターでの腐熟促進
材による稲わら早期分解試験

１０月６日（木）、上川地区農協組合長会は、上川神社
御創祀130年の節目にあたり、五穀豊穣への感謝と翌
年の豊作を祈願し、米俵やトマト、ブロッコリーなど管内
の農産物を「宝船」として奉納しました。上川神社　板
谷権禰宜からは、「上川地区は多品目の豊かな農産物が
あり、人が生きるための糧を農業関係者が創り上げてい
る事へ感謝を忘れないよう今後も伝えていきたい」と挨
拶されました。

「上川神社御創祀１３０年」　
宝船に東川米・ひがしかわサラダを奉納

資材課よりお知らせ
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自覚症状がないからと油断せず、定期的に健診を受けましょう！旭川厚生病院「人間ドック」予約状況のご案内
　JAひがしかわでは、組合員皆さまの
健康維持を推進しており、正組合員・正
組同居家族・准組合員本人の方に、人間
ドック健診料助成・がん検診費用の助成
処置を右記の通り行っております。

病気は早期発見、早期治療が大切です。
ご家族、大切な方のためにそして何よりご自身のために受診をおすすめします。

注）予約表の見方： ○１０名以上の空きがあります。　
　　　　　　　　　△残りわずかです。
お申し込み順となるためご希望日が埋まっている場合もございますのでご了承ください。

がん検診助成対象項目

旭川厚生病院人間ドック空き状況

［男性］ ［女性］

※１１月は、予約で埋まっています。（１０月２０日現在予約状況）

胃がん検診

乳がん検診
マンモグラフィ、超音波

大腸がん検診

子宮がん検診
頸部細部診断、子宮体部検診

肺がん健診
胸部レントゲン、ヘリカルCT

前立腺がん検診

塩辛いものが好きな方、40歳以上の方
は年に1回検診を受けましょう。

40歳以上の女性
※30代から発症リスクが上がります

若い女性の方でも発症しやすいがん
※子宮超音波検査は助成対象外 40歳以上の男性

タバコを吸う(吸っていた)、咳が良く
出る・咳が絡む方、40歳以上の方
※喀痰検査は助成対象外

大腸ポリープが見つかったことがある、
肥満、お酒をよく飲む方、40歳以上の方

人間ドックの受診のご予約・がん検診助成の申請のお問い合わせ等は　　営農指導課（℡82-2124）まで

※旭川厚生病院で人間ドックを受診し、オプションでがん検診を受診された方につきましては申請書の提出が不要になります。
　人間ドックの請求書とともに、がん検診助成金額を記載した通知書を郵送し、助成対応させていただきます。

申請方法
がん検診受診後、下記の必要書類をJAひがしかわ営農指導課まで提出してください。
必要書類
①検診費用・内容の分かるもの（領収書・診療明細書の写し等）
②本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証 等）
③入金口座番号の分かるもの※東川農業協同組合の取扱口座
④印鑑（認印）

人間ドック健診費用助成
厚生病院での一般受診料金　
44,000円が、31,900円に！

※オプション検査は助成対象外
【旭川厚生病院受診日】
男性：月・水・金　女性：火・木

年月日 予約状況 年月日 予約状況

12月 14日 水 △ 12 月 21日 水 △
19 日 月 △ 27 日 火 ○
23 日 金 ○ 29 日 木 ○
24 日 土 ○
26 日 月 ○
28 日 水 ○

1 月 4日 水 ○ 1 月 5日 木 ○
6 日 金 ○ 10 日 火 ○
11 日 水 ○ 12 日 木 ○
13 日 金 ○ 17 日 火 ○
16 日 月 ○ 19 日 木 ○
18 日 水 ○ 24 日 火 ○
20 日 金 △ 26 日 木 ○
23 日 月 ○ 31 日 火 ○
25 日 水 ○
27 日 金 ○
28 日 土 ○
30 日 月 ○

令
和
4
年

令
和
4
年

令
和
5
年

令
和
5
年

がんは、早期発見と早期治療で 90％以上が治ります！
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ホクレン ＪＡ北海道厚生連 

ＪＡ共済連北海道 

ＪＡ北海道中央会 

ＪＡ北海道信連 

９月３０日～１０月２日の 3日間、さっぽろ創世スクエアにて HTB まつり２０２２が開催

され、JAグループ北海道では、米の消費拡大を目的にブースを出展しました。 

ブースでは「ガチャ」を活用し、１回 1000円で道内 JAのレトルトカレーや Onちゃん

グッズが当たるイベントを行い、590回を超える参加をいただきました。 

JAグループ通信  各団体の詳しい取り組み内容については、 
 ＷＥＢサイトをご覧ください。 

 ＪＡ共済では、『自動車共済お見積りキャンペーン』を実施

しています。キャンペーンＷｅｂサイトへご応募いただいた方

の中から、抽選で 13,500名様にお掃除ロボットなど素敵

な賞品を用意しています。 

キャンペーンは令和５年３月３１日(金)迄です。この機会に

ＪＡ共済のホームページへのアクセスお待ちしています！  

ＪＡバンク北海道の食育活動として、ＪＡ・農協観光・上川

生産連と連携して、親子で農産物の収穫・調理を体験する

バスツアー企画を 10月から 12月に実施します。 

稲刈りをして新米でおにぎりを作るなど、農業体験が初

めての親子でも楽しめるプランを用意しています。 

食への関心を高める企画を通じて、北海道農業のサポー

ターづくりを進めて 

参ります。 

 

 ホクレンと UHBが共同制作したミニ TV番組「それはま

るでトリンドルな 1日でした。」が 9月 6日よりスタートしま

した。放送は、毎週火曜日・午後 9時 54分からです。 

 

 

 

◆親子で学ぼう！あぐりキッチン教室 ◆自動車共済お見積りキャンペーンを実施 

◆UHBテレビにてミニ番組スタート 

 

◆看護師採用 HPを開設 

◆HTB まつりにて JAカレーガチャを開催！ 

 

期間中は、「国消国産」に関する SNS投稿をした方が数量限定で挑戦できる無料ガチャ企画も行いまし

た。ブースには、お笑い芸人錦鯉のお二人やイチモ二農園で米づくりに挑戦した田口彩夏アナウンサーも訪

れ、大いに盛り上がりました。（本イベントの売上の一部は、子ども食堂に寄付いたします） 

 今後も食と農への理解を促し、サポーターづくりを進めるとともに、国消国産を広く周知するための情報

発信を強化して参ります。 

 農業現場に訪れたトリンドル玲奈さんが、農畜産物の調

理・食事などを通じて、北海道農業の美しさや食材の魅力

をお届けする新番組です。UHBの公式 Youtubeチャンネ

ルで配信中の長尺編と併せて、ぜひご視聴ください。 

 

 

 このたび、看護師採用専門ホームページを開設しました。 

それぞれの事業所を紹介しながら、地域医療を共に支えてく

れる仲間を募集しています。 

 下記 QRコードよりサイト閲覧が可能ですので、より多くの

方々にアクセスをお待ちしています。 

 また、Twitter（@kouseihosp_ns）でも最新情報を発信 

 

 

 

していますので、チェック

してみてください。 

 

稲刈り 

の様子 

まぶたの裏側や
爪が白っぽい

爪がスプーン状に反り返る
弱くなって割れる、はがれる

黄色っぽい
くすんだ肌

健 康トピックス

貧血
貧血は、血液中で酸素を運ぶ赤血球のヘモグロビン濃度が減り、全身の酸素

が不足してしまう状態です。ただの貧血だと侮ってはいけません。危険な病気が

潜んでいる可能性もありますので、しっかり自分の体調を見直し場合によっては

病院へ受診し検査を受けましょう。

貧血の症状

ほうれん草を食べよう！

貧血の予防

貧血は、体の各組織や臓器が酸欠状態になり、めまいや頭痛といった、代表的な症状として現れます。筋肉が酸欠状態になると、

全身がだるく疲れがなかなか取れないといった下記の症状が起こります。

疲れがとれず、だるい

めまいや頭痛

特集ページで紹介したほうれん草は、野菜の中でも

鉄分を多く含み、血液を作る際に必要な葉酸、ビタミン

類を多く含まれているため、貧血予防におすすめの食材

です。積極的に摂取しましょう。

1.食生活の見直し

　鉄分だけでなく、鉄分の吸収を助ける

ビタミンCが不足することも貧血の原因に

なります。偏食や過度のダイエットは控え、

良質なたんぱく質、鉄分、ビタミンCを摂

取するよう栄養バランスのとれた食事を

心がけましょう。

2.原因疾患の治療

　貧血は、病気による出血が原因となる

場合があり、もととなる病気の治療を行わ

なければ貧血も改善されません。

　貧血を起こしやすい疾患として、大腸が

ん、胃がん、食道がんといった消化器系の

がんや、白血病、女性の方だと、子宮筋腫、

子宮内膜症があげられます。貧血の症状

がみられる方は、一度病院を受診し、早期

発見・早期治療に努めましょう。
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ポイント

1

新型コロナウイルス感染症にかかる

入院共済金等の
お支払いについて

　新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまに謹んでお見舞い申しあげますとともに、一日も早い

ご回復を心よりお祈り申しあげます。

　ＪＡ共済連（全国共済農業協同組合連合会、以下「当会」）では、令和２年4月から実施しており
ます新型コロナウイルス感染症にかかる入院保障の特別取扱い（以下「みなし入院」）の
お支払い対象者について、令和4年9月26日(月)より、以下のとおり見直します。
　何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

　令和4年9月26日（月）以降、医師により「新型コロナウイルス感染症」と診断された方のうち、
重症化リスクの高い以下の方とします。

65歳以上の方 入院を要する方 妊娠中の方

重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または
新型コロナウイルス罹患により新たに酸素投与が必要な方

組合員・利用者の皆様へ

重症化リスクの高い方

※令和4年9月25日（日）以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方につきましては、重症化リスクにかかわらず、従前どおり
　のお取扱いといたします。

※検査日ではなく、診断日での判断となります。

診断日※

9月25日以前 9月26日以降
ケース

入院された場合

重症化リスクの高い方

上記以外の方

宿泊・自宅療養された場合
（特別取扱い）

お支払対象

お支払対象

お支払対象

お支払対象

お支払対象

お支払対象外

新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲

「みなし入院」のお支払い対象者について

参考

「みなし入院」の取扱いを開始した経緯について

　入院共済金等は、共済約款において「医師による治療が必要」であり、「自宅等での治療が困難」なため、

「病院または診療所に入り」、「常に医師の管理下において治療に専念する」場合にお支払対象とする旨、定め

ています。

　令和2年4月当時、新型コロナウイルス感染症に罹患され、病院または診療所への入院が必要な状態にも関

わらず、病床の逼迫等の事情により入院することができない状況が発生したことを受け、当会では、組合員・利

用者の「安心」と「満足」を提供するというJA共済事業の使命のもと、医師等の管理下で宿泊施設や自宅での

療養を余儀なくされた場合も、「入院」と同等に取り扱う特別取扱い（みなし入院）を開始いたしました。

今回の見直しの背景について

　今般、政府より新型コロナウイルス感染症に係る発生届の対象範囲について、令和4年9月26日（月）以降

は全国一律に「重症化リスクの高い方」に限定されることが公表され、あわせて療養の考え方についても見直

されることとなりました。

　今回の政府による措置等を踏まえると、重症化リスクの高い方以外（医師による発生届の対象とならない

方）については「常に医師の管理下において治療に専念する」状態との判断ができなくなることから、令和4

年9月26日（月）以降の「みなし入院」のお支払い対象者について、見直すことといたしました※。

お問い合わせ

本件に関するお問い合わせについては、下記にて承ります。

なお、個別のご契約内容（共済金の支払いに関する事項等）については、ご契約先のJAへお問い合わせください。

※今後、法令の改正等がなされた場合には、必要に応じて更なる対応を行う可能性があります。

見直し後のご請求手続きについて

見直し後のご請求手続きにつきましては、「重症化リスクの高い方であること」の証明が必要となります。

本人確認書類や母子手帳など、組合員・利用者あるいは医療機関等の負担とならないよう検討し、後日あらた

めて当会ホームページ等にてご案内いたします。

午前９時から午後６時（月曜日～金曜日※）
午前９時から午後５時（土曜日※）0120-536-093

※祝日を除きます。

22485000043

※当会ホームページ（https://www.ja-kyosai.or.jp/）においても、新型コロナウイルス感染症に関連した当会の取組みに
ついて、随時最新の情報を掲載しておりますので、あわせてご確認ください。

JA共済相談受付センター

受付時間電話番号

ポイント

2

ポイント

3

ポイント

4
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組合員の推移（令和4年9月末現在）
正組合員戸数 正組合員数 准組合員数

419 戸 483名 1,126 名
（前月比　＋20名）（前月比　− 1名） （前月比　− 1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

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

はじめてのナチュラルド
ライフラワー　自然な色
合いと質感を愉しめる

有元葉子　
豆　有元葉子の和の食材

今日から始める減塩ごはん　
少しの工夫で驚くおいしさ

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

JAひがしかわチャンネル

チャンネル登録・グットボタンをよろしくお願いいたします！

東川農農産物の美味しさ

の秘訣や、 東川米・ひ

がしかわサラダなどを

使った加工品を紹介！

東川農産物・加工品
東川米・ひがしかわサラ

ダ・加工品を使ったレシ

ピを紹介 !!

レシピ
なかなか見ることのできな

い生産現場、 クイズや豆

知識を紹介し楽しく農業を

学ぶことができます！

農業

2022年 11月の予定

2022年 12月の予定

スタンド通常営業　平日土曜　午前8:00～午後6:00　
　　　　　　　　　日曜祝日　午前8:30～午後5:00

文化の日

勤労感謝の日
新穀勤労感謝祭
北海道神宮神撰田新嘗祭

スタンド通常営業　平日土曜　午前8:00～午後6:00　
　　　　　　　　　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）

スタンド休業

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）
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27
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30
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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

金

土

日

月

火

水

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

第11回 理事会
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