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○大会結果

や拍手が沸き起こり︑終始賑や
かな大会となりました︒
また︑青年部による﹁牛型焼
き﹂と牛乳を無料提供し︑子供
達に大好評でした︒
今回は残念ながら別海と根室
が参加出来ませんでしたが︑楽
しい秋の一日となりました︒

熱いプレーに拍手喝采！

第２回ＪＡ道東あさひ
酪農協議会杯少年野球大会

月 日︑昨年に引
き続きＪＡ道東あさひ
酪農協議会主催による
少年野球大会を開催し
ました︒この大会は︑
試合経験の少ない子供
達に試合を経験しても
らおうと︑ＪＡ道東あ
さひ野球部︑ＪＡ道東
あさひ青年部に協力を
頂き︑地域交流並びに心身の健
康増進を図ることを目的として
おります︒
当日はちょうど良い気温のも
と︑日頃の練習成果を発揮した
元気なプレーに応援席から歓声
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青年部ロールメッセージ制作！
道東あさひ青年部では︑
各支部でロールパック
メッセージを制作しまし
た︒
２番草の収穫に伴い各支部では
ロールパックを制作︑地区の主要
道路の脇に設置しました︒
設置時期はそれぞれ違いますが︑
支部の思いを表現したメッセージ
やイラストで牛乳のＰＲをしてお
ります︒
なお︑べつかい支部は既に設置
をしておりませんが︑他の３支部
は設置しておりますのでお近くを
通りましたらぜひご覧下さい︒
設置期間：11月30日まで
西春別支部
設置期間：12月30日まで
根室支部

設置期間：12月15日まで
上春別支部
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2018 AUTUMN HOLSTEIN SHOW
10月16日に別海町根室地方家畜商業協同組合を会場に
ＪＡ道東あさひ乳牛改良同志会主催による「２０１８オー
タムホルスタインショウ」が開催されました。審査員に寺
澤 佳吾氏（中標津町酪農家）を迎え、デイリークイーン
は、武内 美帆氏（ジェネティクス北海道）が花を添えま
した。
今回の共進会では、４支部に別海高校を含む43頭が出
品され、各部において体型の美しさ、乳牛の資質を競い合
い ま し た 。 ジ ュ ニ ア チ ャ ン ピ オ ン は 、（ 株 ） D i a r y
Holsteins（別海支部）出品のダイアリー バーグ モン
トレー サフイー号が輝き、シニアチャンピオンには、
（株）なかのめ牧場（上春別支部）出品のセンターフアー
マー マツカチエン シヨツカー号が輝きました。
前日には、同会場にて別海高校酪農経営科生徒、八紘学園生徒を交えて当同志会活性化事業部会主催
による「毛刈り講習会」が開催されました。講師に安部 克寿氏（別海支部）を迎え、毛刈りの仕方や
牛を良く見せる技な
どを講演していただ
きました。
最後に、組合長杯
(支部対抗)には別海
支部が１位に輝き、
盛大に行われた今年
最後の共進会の幕を
閉じました。

チャンピオン牛

出 品 者

支 部

山賀 秀一 氏

別 海

ジュニアリザーブチャンピオン バロンドール アブソリユート ロニー

菊地 正明 氏

別 海

シニアチャンピオン

センターフアーム マツカチエン シヨツカー

㈱なかのめ牧場

上春別

シニアリザーブチャンピオン

マウントエース チヤンピオン フイ―バー カイト 安部 克寿 氏

別 海

ジュニアチャンピオン

名

号

ダイアリー バーグ モントレー サフイ―

〈各部１位〉（BU＝ベストアダー）
部

【各部１位】 名

号

生年月日

父
ビユーホーム モントレー ＥＴ

支部

山賀 秀一 氏

別 海

1

ダイアリー バーグ モントレー サフイー

30. 4 . 8

2

バロンドール アブソリユート ロニー

30. 1 .12 アツプルズ アブソリユート ＲＥＤ ＥＴ

菊地 正明 氏

別 海

3

マウントエース デユアナ アフター ジヤツク

29.10.16 サイクル ドアマン ジヤコビー ＥＴ

安部 克寿 氏

別 海

4

ブルームウード Ｂ クラツシユ

29. 8 . 6

マーベリツク クラツシユ

斉藤 俊英 氏

西春別

5

ブルームウード クラツシユ サンライズ

29. 6 . 6

マーベリツク クラツシユ

斉藤 俊英 氏

西春別

7

センターランド マツトロイ チヤンプ ウイン

28.12.28 ブレイデール ゴールドウイン

中川 佳代 氏

根 室

8BU

マツクスデイリー ゴールド クイーン キキ

28. 5 .25 ミスター チヤシテイー ゴールドチツプ ＥＴ 佐久間 俊 氏

根 室

9BU

センターフアーム マツカチエン シヨツカー

27. 3 . 9

デスー ＢＫＭ マツカチエン １１７４ ＥＴ ㈱なかのめ牧場 上春別

11BU マウントエース チヤンピオン フイーバー カイト 24. 2 .23 クラツクホーム フイーバー ＥＴ
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出 品 者

安部 克寿 氏

別 海

前期B日程体型調査・
前期B日程体型調査・牛群審査終わる!!
牛群審査終わる!!
8月16日から9月14日の日程で、審査員に北海道ホルスタイン農業協同組合審査員、小泉俊裕審査員
を迎え、平成30年度前期（B日程）体型調査及び牛群審査が行われました。
牛群審査については、別海支所・安倍政博氏所有マウントエース
点、矢部譲治氏所有アローメープル

ウルセラ

Ｄ

アメージング

ジヨイ号がEX90

アデイ号がEX90点を獲得しました。おめでとう

ございます。
尚、後代検定体型調査については、調査結果はこれからの後継牛の選抜・淘汰に欠くことのできない
種雄牛評価値の貴重なデータとして活用される事となりますので、今後とも乳検への加入、後代検定精
液の利用ならびに、体型調査へのご協力をお願いいたします。
今回、調査協力をいただきました生産者の皆様に感謝申し上げ報告といたします。

決定得点87点以上牛一覧
父略号

審査年齢

所有者

90 マウントエース アメージング ジヨイ

11H10153

04−09

安部 政博

90 アローメープル ウルセラ Ｄ アデイ

7H9264

05−11

矢部 譲治

88 フアインクエスト コンスタンス チツプ ＥT

7H10920

03−03

丹羽 博文

88 ダイアリー パーク ゴールド ロツソ

7H10920

04−09

㈱Diary Holsteins

88 マウントエース デユアナ フイーバー

200H5592

05−02

安部 政博

88 カサハランド エレベーシヨン ＰＣ アフターシヨツク

94H14105

04−09

笠原 穣二

87 フアインクエスト アレキサンダー パラダイス

7H8221

04−04

㈱Diary Holsteins

87 マウントエース ダーハム フイーバー カイト

200H5592

04−08

安部 政博

87 マウントエース アツウツド カイト フタゴ

7H10506

04−07

安部 政博

87 エスデール アニー ザツク

11H9791

05−09

㈲佐々木牧場

87 アローメープル カーネルビー アルフイー

200H5592

05−04

矢部 譲治

87 アローメープル ミツクス アドミラル Ｆ エー フタゴ

200H5630

05−01

矢部 譲治

87 マツクスデーリイ トリプル フイーバー

200H5592

05−06

佐久間 勝

得点

名

号
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日から3泊4日の日程で︑箱根・伊豆方面へ
℃前後で過ごしやすく︑紅

遊覧船から風景を楽しみ︑下田海中水族館ではイルカ

やアシカのショーを楽

しみました︒残念なが

ら富士山の全景は見ら
れませんでしたが︑宿
では温泉にゆっくりと
つかり︑地元の食材を
使った料理を美味しく
いただきました︒
よく食べ︑よく笑い︑仕事へ

JHC道内視察研修

科学の不思議を体験

!!

月 日に︑ジュニアホルスタインクラブ道内視察研修
が行われました︒
この研修は︑会員間・保護者間相互の親睦を図ることを
目的に実施しております︒今年は釧路方面への日帰りで︑
釧路市こども遊学館を研修地とし︑会員・保護者合わせて
名が参加しました︒
釧路市こども遊学館で
は︑広い施設の中にある
様々な科学の不思議を体
験できる装置で︑楽しく科学を
学んでいました︒
その後︑釧之助で昼食をとり︑
店内にある水族館を見学しまし
た︒水族館では珍しい魚や海洋
生物を見たり︑実際に触ったり
と︑とても楽しんでいました︒
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いきいき活動宿泊親睦旅行
月
天候にも恵まれ気温は

部員７名で親睦旅行を実施しました︒

16

葉にはまだ早い時期でしたが︑ロープウェイや芦ノ湖

20

10

10

10

の活力につながる楽しい旅行と
なりました︒
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ＪＡ道東あさひ女性部
べつかい支部

農協法公布記念日にあたっての組合員･役職員へのメッセージ
北海道農業協同組合中央会

会長 飛田

稔章

このたびの災害により被害を受けられた皆様ならびにそのご家族の皆様に、心
よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧・復興へ向けて、ＪＡグループ北海道は組織を挙げて全力で支
援に取り組んでまいります。
さて、昭和22年11月19日に農業協同組合法（農協法）が公布され、今年で71年を迎えました。
戦後の食糧不足の混乱期に、農業者の協同組織の発達を通じ、「農業生産力の増進」と「農業者の経
済的社会的地位の向上」を図り、国民経済の発展に寄与することを目的として、農協法が制定され、農
協が設立されました。
農協は「農業者による農業者のための組織」であり、協同組合原則に掲げる「自主・自立」「民主的
運営」の基本に立ち、相互扶助の精神のもと、幾多の困難な状況を乗り越え、組合員の皆様の営農と生
活の安定並びにより良い地域社会の実現を目指し、総合事業を展開しながら今日に至っております。
例えば安全・安心な食品の生産と、豊かな生活に役立つ購買品の供給、地域の豊かな暮らしと経済活
動のために寄与する金融事業、総合的な暮らしの保障のための共済事業、健康な日常生活を営むための
医療・福祉事業のほか、地域社会に貢献するための様々な社会的取組みも行なわれております。
地震や風水害による大規模災害が発生した際には、各協同組合が物資の支援、ボランティアの派遣、
募金活動等を展開することにより、被災地域の復旧・復興支援に大きな役割を果たしております。
本年9月の災害時にも、組合員・ＪＡ・連合会等の間における農業機械・発電機等の融通や、被災地
への人的・物的支援、被災地農産物の選果受入など、組織内・外を問わない助け合いの精神による支援
活動・行動に対し、敬意とともに、協同組合の力を改めて認識させて頂いたところです。
このように協同組合は社会と地域の人々の暮らしのために、永年に亘って多くの分野でその役割を発
揮してきているのです。
そのような中、2016年に「協同組合の思想と実践」がユネスコ無形文化遺産に登録され、更に本年
4月には、我が国の農協、漁協、生協、労働金庫、森林組合等の協同組合が、協同組合間の連携によっ
て力を結集し、地域課題の解決を目的として日本協同組合連携機構（ＪＣＡ）が発足したところです。
また、第29回ＪＡ北海道大会では、前回大会で設定した将来ビジョンである「北海道550万人と共に
創る『力強い農業』と『豊かな魅力ある農村』の実現」を継承し、「農業所得の増大と、多様な担い手
の確保・育成」と「次代につなげる協同組合の価値と実践」に向けて、ＪＡグループが一体となって取
組むことと致しました。
農業協同組合に集う組合員、役職員の皆様は、このように世界的に評価され、社会的意義のある協同
組合の仲間であることを誇りとしながら、協同活動の輪（食と農でつながるサポーター550万人づく
り）を広めて頂きたいと考えております。
このことが新自由主義経済への対立軸としての協同組合の存在意義を高め、永年に亘り先人が築き上
げた地域農業並びに地域社会の基盤をさらに発展させ、持続可能な農業へと繋がるものと確信しており
ます。
最後になりますが、ＪＡグループ北海道は、協同組合の理念と精神を事業の拠り所とし、今後とも組
合員の皆様が夢と希望を持って営農と生活が続けられる環境を整えること、地域農業とＪＡの発展に全
力でサポートすることをお誓い申し上げ、農協法公布記念日にあたってのメッセージと致します。
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11月は、労働保険
適用促進強化期間です！

法人道民税・事業税・地方法人特別税
の申告は便利なeLTAXで！

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、
労働者の生活の安定、福祉の増進等を図ることを
目的に、国が直接管理運営している保険です。農
林水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇用す
る事業については、法人・個人を問わず加入が義
務付けられております。
厚生労働省では、「未手続事業の一掃」を年間
を通じた主要課題と位置付けた上で、11月を
「労働保険適用促進強化期間」とし、集中的に広
報活動を展開し、労働保険制度のより一層の理解、
周知を図ることとしております。
労働者が安心して働ける職場となるよう、まだ
労働保険に加入していない事業主の方は、速やか
に最寄りの労働基準監督署または公共職業安定所
（ハローワーク）でご相談ください。

eLTAX（エルタックス＝地方税の電子申告）

問い合わせ先

には、次のようなメリットがありますので是非ご
利用ください。
○インターネットで自宅やオフィスから申告できます。
◯複数の地方公共団体に対する申告をまとめてできます。
◯利用者用ソフトで自動入力・自動計算など申告書作
成をサポートします。
◯eLTAXに対応した市販の会計ソフトからの送信も
可能です。

eLTAXの詳しい情報については次をご覧ください。
・eLTAXホームページ
http://www.eltax.jp/
・北海道 総務部 財政局 税務課ホームページ

厚生労働省北海道労働局総務部労働保険徴収課
（011−709−2311）
または最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所
（ハローワーク）

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/dshinkoku/index.htm
問い合わせ先

北海道根室振興局税務課課税係 0153−24−5479（直通）

ຎೊȯɦȹޣȯɘ
ȤɛɁɂȠȮȰȞɘȳĊ
本キャンペーンにご参加・ご応募
頂き、ありがとうございました。
今後も益々のご愛顧のほど、よろ
しくお願い申し上げます。

当選者：各支所33名
計132名
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営農改善資料発行！③

２ 手続きのスケジュール
施設建築に関する手続き
には︑①資金調達︑②補助
事業利用︑③農地転用︑④
法人化などがあります︒農
場の条件により必要な手続
きは異なりますが︑スケ
ジュールに余裕を持たせて
計画的に進める必要があり
ます︵表１︶︒
補助事業の利用︑資金調
達および農地利用の計画を
十分に検討し︑できるだけ
早い段階で各窓口に相談し
ましょう︒

金計画を立
てる︑⑤増
頭計画を立
てる︑とい
う作業があ
ります︒こ
れらは互い
に影響し合
こ の 資 料 は ︑ 将 来 構 想 の うため︑同
考 え 方 ︑ 労 働 生 産 性 を 考 慮 時進行で何
し た 農 場 全 体 の シ ス テ ム の 度も行うこ
あ り 方 ︑ 投 資 す る に あ た っ とになります︵図１︶︒
予定地の確保には︑保有
て事前に準備しておくこと
している土地を利用する場
について掲載しています︒
9月から計4回にわたり 合と土地購入の場合とで︑
概要と活用事例の紹介をし それぞれ手続きや作業が必
要となります︒
ています︒
本資料では︑具体例を紹
第Ⅲ章 事前に準備してお 介 し て い ま す ︒ 自 身 の 計 画
と照らし合わせてシミュ
くこと
第Ⅰ章では︑将来の農場 レーションをしてみましょ
の規模や投資計画について︑ う︒
第Ⅱ章では必要な施設につ
いて︑それぞれ紹介をしま
した︒この章では︑それら
を踏まえた上での実務的な
準備作業について紹介をし
ています︒
１ 計画を立てる
まずは︑投資計画の作成
と予定地の確保が必要とな
ります︒
投資計画の作成には︑①
各施設の図面を引く︑②各
施設の位置や向き︵レイア
ウト︶を決める︑③各施設
の見積を取る︑④必要な資

３ 雇用にあたって
経営規模の拡大や事業の
多角化︑家族の状況などに
よって︑従業員の雇用を行
うことも選択肢として考え
て行かなくてはなりません︒
雇用を考える上では︑従
業員数︑雇用の開始時期︑
求人方法︑就業前研修︑雇

用形態や賃金形態︑保険の
加入︑従業員の住居︑労働
時間や福利厚生など︑決め
ていく事項は多々あります︒
本資料では︑従業員の
方々への聞き取り調査や各
農場のホームページ︑求人
サイトの事例から︑雇用の
確保についてポイントを紹
介しています︒

４ 直前の準備
稼動に向けて︑直前に
やっておくことをチェック
リスト形式で紹介していま
す︒
牛にとって︑環境の変化
は一時的に大きなストレス
になりますが︑施設が新し
くなることは作業手順を一
新する絶好のチャンスです︒
今一度︑施設を見直し︑実
際に牛を入れた状況をイ
メージしながら準備を進め
ていきましょう︒

増頭や雇用の確保など︑
投資に向けて︑2〜3年前
からの計画が必要です︒第
Ⅰ章の将来目標や第Ⅱ章の
農場システム・レイアウト
の検討まで戻って何度も検
討し︑準備を進めていきま
し ょ う ︒ と き に は ︑﹁ 今 回 は
やめておく﹂という︑中
止・延期の決断をすること
も大事な判断です︒
つづく
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経済的に余裕が生じた今こそ経営改善を
酪農試験場 地域技術グループ 主査 金子 剛

○根室生産連調査結果（33経営、平成23〜28年）を用いて、経営動向と今後の留意点を検討しました。
○23年に対して28年は農地面積3.7％増加、経産牛頭数1.9％増加、1頭乳量の高まりで出荷乳量が
9.7％増加した下で、農業収入は31％増加しました（図１）。28年農業支出額は23年農業収入額を上
回り、同程度の経産牛頭数に対する経費は年々増加していました。
○同じく農業所得は農業収入の伸びから23年の1,506万円から2,245万円へと約740万円（A）増加し、
大規模層でより増加しました（図２）
。ここで家畜販売増加額（721万円）はAの97％、乳代収入増加
額（1,932万円）はAの261％でした。うち乳価上昇分（1,312万円）はAの178％であり、この間の
乳価上昇金額（15.5円／kg）のうち6円分が農業所得増加額に相当しました。要するに、農業所得増
加は家畜市場高騰や乳価上昇に強く支えられていること、農業支出が1,956万円増加していることを
強く認識する必要があります。償却費を除いた場合の農業支出に対して購入飼料費は49％、自給飼料
費を含めた飼料費は62％、飼料費＋養畜関係費は71％となるため、やはり飼料効果が高い乳牛の飼養
管理を実現・継続することが今後も重要です。
○28年の経産牛部門の出荷乳量1kgあたり農業支出は建物機械や乳牛償却費を含めると107.6円／kg、
除くと97.8円／kgです。どちらも副産物収入がない
と経産牛に投じた費用に見合う収入にはなりません
（図３）。結果的に資材単価上昇などで高投入型に
なっている点からも投入に見合った効率的な乳生産が
求められます。
○最後に農業所得と家族労働評価額（28年平均1,383万
円）を比較すると、平均では毎年評価額を上回る農業
所得を実現していますが、３階層（図2の区分）とも
に評価額を上回ったのは28年になってからです。加
えて出荷乳量1,000ｔ未満は建物施設の償却が進んで
いる（減価償却費が減少している）ことから、労働生
産性の向上に向けた施設・設備と作業内容の点検実施
が望まれます。
○このように農業所得増加は収入増加に支えられています。今のうちに経営の点検・改善に取り組みま
しょう。

農業所得︵万円︶
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●【専攻科】乳牛疾病学
●搾乳実習を終えました【経営科】
１０月３日（水）〜１０
月１９日（金）まで別海
町酪農研修牧場で、今年
度の搾乳実習を行いまし
た。２年生を対象として、
酪農の基本的技術である
「搾乳」について、現地
パーラーでの搾乳
実習を通して正しい技術
を学ぶことを目的に行っています。
別海町酪農研修牧場の吉田場長には事前にご来校い
ただき、研修牧場での生活や搾乳に関するレクチャー
を実施していただきました。
今年度より、２年生全員が２泊の実習を経験し、夜
の泌乳に関わる講義と合わせて、詳しく搾乳に関する
知識と技術を学ぶことができました。地域酪農に貢献
する人材の育成を目指して、今後も地域関係機関のご
指導をいただきながら、より高い技術の定着を図って
いきます。

●食彩フェアに参加しました【経営科】
１０月６日（土）にイ
トーヨーカドー釧路店に
て食彩フェアが開催され
ました。この催しは全道
の農業高校で栽培された
野菜や、製造された加工
品などを各地のイトー
ヨーカドーで販売するも
販売会の様子
のです。
前日には店員の方からレジ打ちについて講習を受け
たり、ポップを作成したりして準備を進めました。当
日は多くのお客様にお越し頂き、参加生徒は、商品の
解説や鉢花の栽培法の説明を交えながら接客を行いま
した。今年度は野菜や鉢花に加えて、別海高校で製造
したストリングチーズやヨーグルトなどの乳製品も販
売し、より幅広い生産物の提供ができました。参加生
徒からは、「毎年このフェアを楽しみにしているお客
さんも多く、よい刺激となった。ぜひ来年も参加して、
よりよい商品を販売したい。」との感想もあり、消費
者の方々の声を直接お聞きすることで、どのようなも
のが求められているのかを知ることができました。
イトーヨーカドー釧路店の皆様には販売場所の提供
や、懇切丁寧なご指導を頂きました。この場をお借り
してお礼申し上げます。

９月２６日（水）〜２８日（金）の３日間、「乳牛
疾病学」の授業を実施しました。この授業は、乳牛の
疾病に関する知識の向上および情報収集を通し、根釧
地域で発生している疾病を理解し対策を考える授業で
す。
【１日目】根室家畜保健衛生所の久保様より、「家畜
伝染病予防法規」「根室管内で見られる主な疾病」に
ついてご講義いただきました。家畜防疫を徹底する意
味や家畜伝染病が発生した場合の対処等について細か
くご指導いただきました。
【２日目】NOSAI道東根室南部事業センターの石川
様より「農業災害補償制度
の概要」について、共済掛
金や支払共済金の仕組みに
ついて丁寧にご講義いただ
きました。午後からは実際
に根室南部事業センターで
手術見学をさせていただき
手術現場の見学
ました。
【３日目】２日目に引き続
き石川様より、「乳牛の疾
病」「牛の乳房炎」につい
てご講義いただきました。
疾病の発生要因や発生時の
症状・対策、災害後の乳房
石川様による講義
炎を最小限に抑える方法な
ど丁寧にご指導いただきました。学生からは、「早期
発見は難しいが、普段から丁寧に牛を観察していきた
い。」という感想がありました。

●【専攻科】環境科学
１０月２日（火）〜４日
（木）の３日間「環境科
学」の授業を実施しました。
３日には地域の生態系を知
るという目的でフィールド
ワークを実施しました。調 ウチダザリガニ計測中
査対象はウチダザリガニで、これは１９３０年代に摩
周湖に食用として放流されたものが徐々に生息域を広
げ、在来種であるニホンザリガニを駆逐するまでに
なったものです。前日までの台風の影響からか、仕掛
けたカニかごの中には残念なことにウチダザリガニは
４匹しか捕獲されていませんでしたが、在来種のモク
ズガニが多数確認できました。捕獲後野付半島ネイ
チャーセンターに持ち帰り、ネイチャークラブの鎌田
さんと金子さんのご指導の下、計測・記録しよく茹で
て試食しました。学生から「カニとエビの中間の味が
して意外に美味しい」との声が聞かれ充実した授業に
なりました。
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Ｊ Ａグループ通信
ＪＡグループ北海道 コンサドーレ札幌
×
特集号

﹃北海道応援マッチ﹄

＊ＪＡグループ北海道は︑北海道コンサ
ドーレ札幌とともに︑スポーツを通じてた
くさんの皆さまに食や農業の大切さを伝え
る活動を行っています︒
９月 日のサガン鳥栖戦は︑ＪＡグルー
プ北海道と北海道コンサドーレ札幌による
﹃北海道応援マッチ﹄として開催しました︒

ＪＡ北海道中央会

29

来場者に全道各地のＪＡ特産品
を 名様にプレゼントする企画や︑
ＪＡグループ関係のブースを回るスタンプ
ラ リ ー 抽 選 会 ︑﹁ Ｊ Ａ ２ Ｍ Ｐ ﹂ チ ェ ッ ク イ
ンキャンペーンを実施しました︒試合はコ
ンサドーレの劇的な勝利に終わり︑ＪＡグ
ループ北海道よりＭＶＰ
賞の贈呈を行いました︒
チームのさらなる活躍
を期待し︑今後も北海道
を共に盛り上げるパート
ナーとして応援して参り
ます︒
550

ＪＡ北海道信連
ＪＡバンク北海道では︑会場で
﹁口座開設を予約して頂いた方﹂
に抽選でコンサドーレ観戦券またはコンサ
ド ー レ ・ オ リ ジ ナ ル マ フ ラ ー を ︑﹁ ち ょ リ
スと一緒に撮影し︑ＳＮＳに投稿して頂い
た方﹂にちょリス・ブラ
ンケットをプレゼントし
ました︒小野伸二選手も
応援に駆け付け大盛況と
なり︑多くのコンサドー
レサポーターの方にＪＡ
バンクをＰＲすることが
できました︒

ホクレン
ホクレンは来場者先着２０００
人に顆粒片栗粉﹁とろりんぱっ﹂
を 配 布 し た ほ か ︑﹁ ホ ク レ ン 大 収 穫 祭 ﹂ の
告知及び全国発送のチラシを配布し︑来場
者に対してＰＲを行いました︒ブースには
北海道コンサドーレ札幌の田中雄大選手︑
藤村 怜選手︑クラブ
マスコットの﹁ドーレ
くん﹂が相次いで応援
に駆け付け︑配布を手
伝うとともに︑快く握
手などに応じ︑集まっ
たサポーターたちを喜
ばせました︒

ＪＡ共済連北海道

ＪＡ共済連北海道は︑地域貢

献活動の紹介チラシを作成し︑粗品とあ

わせて配布することで︑交通安全を呼び
かけました︒

また︑小さいお子さまには︑ひとのわ

グマのおなかを的にし︑ボールを投げる

ゲームで楽しんでいただき︑大盛況とな

りました︒来場者の皆さまにＪＡ共済連

の交通安全にかかる活動を知っていただ

くことができました︒

ＪＡ北海道厚生連

ＪＡ北海道厚生連からは配置

薬課より﹁野菜酵素青汁﹂と﹁草筍譜Ⅲ

︵ 入 浴 剤 ︶﹂ の 配 布 を 行 い ︑ 稲 本 選 手 も

ブースに駆け付けてくださり︑多くのサ

ポーターの皆様

に集まっていた

だき大盛況とな
りました︒

今後も北海道

コンサドーレ札

幌の活躍を応援

していきたいと
思います︒
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Ｄ︵自動体外式除細動器︶の設置・活用

の小学校

1,100

第6回
ＪＡの地域貢献③

ＪＡは地域住民に対して様々なサービ

を行っています︒また︑ＪＡ北海道信連

20

今こそＪＡ

スを行っています︒北海道内にはＪＡの

年度より全道約

では︑平成

13

生活店舗や金融機関︑ガソリンスタンド

報告事項１
報告事項２

を対象に農業の理解に資する補助教材を

協議事項３
協議事項４
協議事項５
協議事項６
協議事項７

しかない市町村が全体の約半数に及んで

協議事項１
協議事項２

贈呈しているほか︑食農教育支援や地域

議案第９号

おり︑ＪＡが住民の生活において重要な

議案第８号

での清掃活動に取り組んでいます︒

議案第７号

インフラとなっています︒また︑ＪＡ青

議案第５号
議案第６号

地方における人口減少が叫ばれている

議案第４号

年部が主体となって小学生等を対象とし

議案第１号
議案第２号
議案第３号

中︑地域の生活を支える頼もしい存在で

で行われているのです︒

第9回理事会報告

た農業体験などの食農教育にも取り組ん

月頃には各地のＪＡで大収穫

ＪＡ共済連の救急車贈呈式

あり続ける︒ＪＡの地域貢献は様々な形

〜

11

でいます︒さらに農産物の収穫を終えた

毎年

祭や農業まつりなどのイベントが開催さ

れます︒ＪＡ毎に内容は異なりますが︑

地元産農産物の即売など様々な催し物が

行われています︒こうしたサービスのす

べてがまさにＪＡが行う地域貢献なので

す︒

ＪＡはもちろんのこと︑連合会も様々

50

な地域貢献を行っています︒ＪＡ北海道

年度以降︑北海道内の

台の救急車を寄贈︑さらに

共済連では昭和

自治体に約

交通安全啓発資材の配布︑被災者に対す

る仮設住宅やブルーシートの貸与︑ＡＥ

200
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平成30年10月30日開催

規程類の一部改正について
出資の減口について
理事者が役員を務める員外法人に対するJA農業経営ス
テップアップローンの貸付について
担い手確保対策に係る事業の実施と固定資産取得及び
処分、リース投資資産取得及び貸付について
災害支援対策に係る助成事業実施について
災害（停電等）に伴う支援助成事業事務取扱要領の制
定について
災害に伴う酪農・畜産経営に対する支援策に係る取扱
いについて
平成30年度北海道酪農体質強化対策事業に係る良質乳
出荷奨励対策について
JA道東あさひ役員推薦会議、理事会選出委員の選任に
ついて
地区懇談会の日程及び班編成について
賦課金・料金料率の検討に係るJAの収支シミュレーシ
ョンについて
平成31年度役員報酬について
設立10周年記念行事について
役員報酬審議会規程の一部改正について
別海バイオガス発電株式会社事業再建計画について
災害（停電）に伴う生乳廃棄に対する見舞金の支給に
ついて
各部委員会の経過報告について
会計監査人の選定結果について

報告事項３
報告事項４
報告事項５
報告事項６
報告事項７
報告事項８
報告事項９
報告事項10
報告事項11
報告事項12
報告事項13
報告事項14
報告事項15
報告事項16
報告事項17
報告事項18
報告事項19
報告事項20
報告事項21
報告事項22
報告事項23
報告事項24
報告事項25
報告事項26

内部監査（中間）活動報告について
貸借対照表及び損益計算書（９月末）について
組合員の動向（９月末）について
員外利用状況について
反社会的勢力排除対応管理先に係る対応方針について
苦情等対応状況及び従業員の交通違反と交通事故について
人事異動について
融資審査会の結果について
不良債権先の処理遂行状況について
定款第57条第６項に基づく貸出金に係る理事会承認案
件の処理状況について
平成30年度上期ディスクロージャー誌について
第２四半期末余裕金運用について
特定組合員実績（９月末）について
営農離脱・経営転換等による生乳出荷中止者について
平成30年度中山間地域所得向上支援事業に係る入札結
果について
平成30年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
に係る入札結果について
結婚対策イベントの開催結果について
根室地区酪農対策協議会役員会について
巡回ドックの結果について
固定資産の取得について
販売事業実績（９月末）について
平成30年度上期理事との家畜売買取引額（利益相反行
為）の実績について
購買事業実績（９月末）について
行事予定について

9月 生乳生産・乳代単価情報
区

分

全

9

月

累

計

脂肪率

無脂固形分率 補給金単価 ＦＡＴ単価 ＳＮＦ単価

乳質単価

乳代合計

道

291,076t

1,936,507t

3.90%

8.75%

7.89円

36.74円

52.26円

3.65円

100.07円

前年(比)

94.8%

101.3%

3.89%

8.75%

7.89円

36.41円

52.00円

3.69円

99.29円

根室管内

58,204t

400,399t

3.95%

8.70%

7.89円

37.23円

51.95円

3.72円

100.31円

前年(比)

90.2%

99.8%

3.91%

8.71%

7.89円

36.59円

51.71円

3.76円

99.25円

JA道東あさひ

25,968t

178,927t

3.94%

8.70%

7.89円

37.08円

51.98円

3.69円

100.16円

前年(比)

89.3%

99.9%

3.89%

8.70%

7.89円

36.40円

51.70円

3.70円

98.98円

西春別支所

6,397t

46,036t

3.93%

8.68%

7.89円

37.06円

51.86円

3.68円

100.00円

前年(比)

85.3%

100.5%

3.85%

8.70%

7.89円

36.11円

51.65円

3.78円

98.73円

上春別支所

5,065t

32,863t

3.93%

8.70%

7.89円

37.05円

52.00円

3.70円

100.15円

前年(比)

98.5%

105.0%

3.91%

8.72%

7.89円

36.65円

51.77円

3.71円

99.32円

別海支所

10,823t

74,906t

3.93%

8.70%

7.89円

37.07円

51.98円

3.72円

100.17円

前年(比)

87.4%

96.9%

3.88%

8.70%

7.89円

36.35円

51.67円

3.65円

98.86円

根室支所

3,683t

25,123t

3.95%

8.73%

7.89円

37.22円

52.17円

3.61円

100.41円

前年(比)

91.0%

101.9%

3.92%

8.71%

7.89円

36.76円

51.76円

3.72円

99.42円

【全体運】人脈のネットワークを広げる好 【全体運】頼まれ事など、まずは必要な作業 【全体運】幸運期。自分の考えやアイデア
機。飲み会などの誘いには気軽にOKを。 から手を付けましょう。その後、プライベ
などを思い切ってオープンにすると好結
初対面の相手でも気さくに話し掛けて
ートの充実を図ると喜びが倍増
果に。新しい世界に飛び込むのも大賛成
【健康運】健康術に凝り過ぎ。ほどほどが 【健康運】快適に過ごせます。アクティブに 【健康運】適度に休息を取り、英気を養い
ベストです
行動を
ましょう
【幸運の食べ物】ミカン
【幸運の食べ物】レンコン
【幸運の食べ物】タラコ

28日
5日
10日 乳牛

月

12 12日

射手座
11/23〜12/21

山羊座
12/22〜1/19

水瓶座
1/20〜2/18

魚座
2/19〜3/20

【全体運】サービス精神を見せることで、 【全体運】知的好奇心が旺盛になる兆し。 【全体運】やたらとプレッシャーを感じる 【全体運】開放的な気分になれる予感。過去
暗示。誰かと比べず、自分らしさを大切
調べてみたいことがあれば、じっくり研
周囲と円満な関係を築ける時期。縁の下
に駄目だった挑戦にリベンジできそう。海
に。気晴らしにはハーブティーを飲んで
究して。サークルやグループ活動にもつき
の力持ち的役割も快く果たし、人気者に
外に関することにも幸運があるはず
【健康運】耳寄りな健康情報をゲット。試 【健康運】暴飲暴食はNG。食事の中身にも 【健康運】自然の中を散歩すると体調に好 【健康運】生活ペースが乱れがち。リズムを
影響あり
考慮を
してみて
整えて
【幸運の食べ物】こんにゃく
【幸運の食べ物】リンゴ
【幸運の食べ物】ユリ根
【幸運の食べ物】そば

編
編編 集 局 か ら

今年も残すところ2カ月を

切り︑1年が経つのが早いと

感じられる皆様も多いのでは

30

ないでしょうか︒

9月6日に発生した平成

年北海道胆振東部地震により︑

月に予定されていたイベン

トやフェスティバルが次々に

回別海

中止となりました︒また︑台

風の接近により︑第

町パイロットマラソンが開催

以来初めて中止になり︑自然

災害の猛威を肌で感じたひと

月となりました︒

地震被害の影響は︑私たち

の暮らしに色濃く残っていま

す︒被害に遭われた皆様の一

日も早い復興を願い︑編集後

記とさせて頂きます︒

40

10

19日
26日 初生

室 6番 3番 7番 9番 1番 4番 2番 3番 5番

蠍座
10/24〜11/22

根

【全体運】思い込みが激しくなりそう。人の
話を早のみ込みしないよう、ご用心。気分
リフレッシュには手作りにトライを
【健康運】上質な睡眠を目指して。心身とも
元気に
【幸運の食べ物】ゴボウ

天秤座
9/23〜10/23

21日

海 5番 4番 6番 8番 9番 5番 1番 2番 4番

乙女座
8/23〜9/22

11 19日 乳牛

別

獅子座
7/23〜8/22

14日

月

【全体運】考え方が後ろ向きになりやすい期 【全体運】あれこれ余計なことまで気にし 【全体運】うわさに興味を持つのは避けた 【全体運】クリエーティブな能力が開花しや
間かも。意識的に笑顔を心掛けましょう。 て動けなくなり、つきを逃しがち。開き
すい月。絵を描くなど、やってみたいこと
方が無難です。それより、自分が好きなこ
また、感謝できることを探すと開運に
直りの気持ちを大切に。花を飾るのも吉
に注目を。お芝居を見に行くのも◎
とに意識を向け、それを満喫するのが正解
【健康運】良好。運動で体を動かすと、なお 【健康運】ストレスを感じそう。スポーツ 【健康運】楽しく体を動かせば体調アップ 【健康運】運動不足になりがち。小まめに動
グッド
で発散を
くこと
の呼び水に
【幸運の食べ物】カボチャ
【幸運の食べ物】ヒラメ
【幸運の食べ物】野沢菜
【幸運の食べ物】エノキタケ

上春別 4番 2番 5番 6番 8番 3番 9番 1番 2番

蟹座
6/22〜7/22

類

双子座
5/21〜6/21

日

牡牛座
4/20〜5/20

月

牡羊座
3/21〜4/19

西春別 3番 1番 4番 5番 7番 2番 8番 9番 1番

種

ホクレン市場カレンダー

のみ
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