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種馬鈴しょ検疫協力者永年勤務表彰

左：８集団

７月７日

事となります︒何卒ご理解とご協力の

ほどよろしくお願い致します︒

■小麦収穫コンバイン入魂式
６月 日︑旧清里町立光岳小学
校にて小麦収穫コンバイン入魂式
が行われました︒
今回導入された新型コンバイン
は計９台となっており︑大型で刈
取能力も高い高性能な車両となっ
ております︒また︑既存のコンバ
イン 台を含めた全車両にＧＰＳ
自動操舵システムを搭載したこと
で︑作業の効率化による刈取時間
の短縮を図りコスト削減を目指し
ています︒
入魂式には来賓として清里町長
櫛引政明氏︑衆議院議員武部新氏︑
北海道議会議員髙橋文明氏よりお
祝いと祈念のご挨拶をいただきま
した︒

2

※産地生産基盤パワーアップ事業とは？
収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、農業者等が行う高性能な機械・施設の導入や栽培体
系の転換等に対して総合的に支援します。【出典：農林水産省Ｗｅｂサイト〈https://www.maﬀ.
go.jp/j/seisan/suisin/tuyoi̲nougyou/sanchipu.html〉】

産地生産基盤パワーアップ事業

小麦収穫コンバイン入魂式
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麦作事業の益々の発展と拡大を祈る

■小麦乾燥調製貯蔵施設増設工事
起工式
５月 日︑午前９時より神威麦
作センターにて小麦乾燥調製貯蔵
施設増設工事の起工式が執り行わ
れました︒
今回の工事は︑近年の小麦の作
付面積の拡大による施設の収容能
力不足と調製期間の短縮を図るこ
とを目的に行われ︑操業日数の短
縮による人員確保とコスト削減に
取り組むことを目的としています︒
工事は５月より進められ︑来年
３月の完成を予定しています︒
起工式では︑石井組合長︑ホク
レン北見支所の谷一弘支所長︑北
斗工機︵株︶オホーツク出張所の
政所孝昭所長による鍬入の儀︑玉
串奉奠等が行われ︑工事の無事と
清里町農業協同組合の益々の発展
を祈願致しました︒

＊受入期間中は工事休止となりますが︑
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組合員の皆様にはご迷惑をおかけする

衆議院議員
武部新氏

北海道議会議員
髙橋文明氏

ＪＡ清里町では︑今年３月に農林水産省より﹃産地生産基盤パワーアッ
プ事業﹄※の承認を受けて︑工場施設増設や新規コンバインの導入等を
行っております︒

小麦乾燥調製貯蔵施設増設工事起工式

目指せ農作 業 事 故 ゼ ロ

13：44

７月27日㈫

〃

10：24

８月29日㈰

〃

〃

〃
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阿部職員

８月22日㈰

金融課

阿部職員

岩永職員

９月12日㈰

〃

８月10日㈫
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７月20日㈫

管理課

９月５日㈰

〃

８月３日㈫

廃プラリサイクル回収実施

今年もご協力
ありがとうございました

2021.7

組合だより
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農作業の安全啓発を
ラジオよりお届け

岩永職員

６月 ・ 日︑神威麦作センターにて農業用
オホーツク管内の農協組合長会や関係団体で ラジオのＣＭに出演する事となり︑当農協から
廃プラスチック等のリサイクル回収が実施され
構成されている﹁オホーツク地区安全活動推進 は管理課の岩永職員︑金融課の阿部職員︑農畜
ました︒今回の回収結果は︑受入戸数１５８戸
本部﹂では︑農業が他産業に比べて事故発生率 産課の髙橋職員︑業務課の久保田職員の計４名
︵昨年１５０戸︶で︑農ビ・農ポリの総受入重
が高く︑大事な担い手を失わないためにも農作 が参加しました︒
ＣＭ放送期間はＨＢＣラジオで７月〜 月の
量５４︐６２０ を回収することができました︒
業事故の防止は重要な課題としており︑﹁農作
業事故ゼロ推進キャンペーン﹂として管内各地 予定となっております︒これから繁忙期を迎え︑ 組合員各位のリサイクルに向けた意識の高さを
実感しているところであります︒
で積極的な啓発活動を実施致します︒この度︑ ますますお忙しくなりますが︑農作業事故には
本年については︑すでにご案内しているとお
活動の一環として︑管内 ＪＡの職員がＨＢＣ 気をつけていたただくようお願い致します︒
り産地生産基盤パワーアップ事業による神威工
場増設工事及びコンバイン格納庫の新築により︑
構内が手狭となるため︑今回のみの回収とさせ
ていただき
ます︒組合
員の方々に
は︑ご迷惑
をおかけし
ますが︑何
卒ご理解下
さいますよ
うよろしく
お願い致し
ます︒

【ＪＡ清里町職員ＣＭ放送日】
前半（後半は未定）
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５月 日︑ＪＡ清里町事務所にて令和２年度
北海道信用事業優績ＪＡ表彰の表彰式が執り行
われました︒
この表彰は﹁北海道信用事業優績ＪＡ選定基
準﹂における重点推進項目において優秀な成果
を収めたＪＡに贈られ︑ＪＡ清里町は﹁ＪＡバ
ンクローン部門﹂の全道３位に入賞したことか
ら北海道信連北見支所長より石井組合長へ表彰
状が授与されました︒
今後とも皆さまのお役に立てるよう尽力して
参りますので︑よろしくお願い致します︒

「ＪＡバンクローン部門」
全道３位！

14

︻北海道信用事業優績ＪＡ︼
重点推進項目表彰
ＪＡバンクローン部門
１位 ＪＡ帯広かわにし
２位 ＪＡなんぽろ
３位 ＪＡ清里町

６月 日︑ＪＡ清里町事務所にて令和３年度日
本農業新聞会長賞の表彰式が執り行われました︒
この表彰は︑日本農業新聞の普及推進活動にお
ける顕著な成績を収めたＪＡに贈られ︑ＪＡ清里
町は３年連続で年間平均部数を増部し続けた﹁長
期普及優績ＪＡ﹂として受賞致しました︒ＪＡ清
里町は今回が３回目の連続受賞となります︒
︻他の長期普及優績表彰受賞道内ＪＡは以下のとおり︼

７月７日︑ＪＡ清里町事務所において種馬鈴
しょ検疫協力者に対する永年勤務表彰が行われ︑
６集団野崎初雄氏と８集団辺見行男氏に感謝状
が授与されました︒
この表彰は︑長きにわたり種馬鈴しょ防疫補
助員を務めていただいた方々に対し︑その功績
を称え農林水産大臣または消費・安全局長から
感謝状が贈られます︒
清里町からは今回︑６集団宇佐美誠氏を含め
た計３名の方が対象となりました︒

︻農林水産大臣感謝状︼
︵勤務 年以上︶
６集団野崎初雄氏
８集団辺見行男氏

︻消費・安全局長感謝状︼
︵勤務 年以上 年未満︶
６集団宇佐美誠氏
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令和３年度日本農業新聞会長賞
ＪＡ新はこだて
ＪＡ今金町
ＪＡしずない
ＪＡ新すながわ
ＪＡ宗谷南
ＪＡサロマ
ＪＡびほろ
ＪＡしれとこ斜里
ＪＡ新得町
ＪＡ士幌町
ＪＡくしろ丹頂
ＪＡ中標津

永年勤務者に対し、
感謝状の贈呈
20

３年連続
「長期普及優績ＪＡ」
受賞！
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種馬鈴しょ検疫協力者
永年勤務表彰
10

令和２年度北海道信用事業優績ＪＡ表彰

4

きよさと農 業 塾 第 期 生 学 習 会

初夏の晴天の下︑
生育を学ぶ

2021.7

組合だより
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デントコーン植付

９集団中村弘樹さん

長いも植付

９集団しのだファーム㈱

避難訓練実施

常日頃から

『もしも』に備え

７月１日︑ＪＡ清里町事務所で避難訓練が実
施されました︒この避難訓練は︑事務所一階の
分煙室付近より出火したという想定で︑非常ベ
ルが鳴らされた後に消防への通報と職員が指示
された場所へ避難するという内容で行われまし
た︒
今後も避難訓練を定期的に行うことで防災意
識を高め︑もしもの事態に備えていけるよう保
安体制の強化に努めて参ります︒

〜農業フォトギャラリー〜

10

６月 日︑きよさと農業塾第 期生学習会が
開催されました︒講師には網走農業改良普及セ
ンター清里支所より三上主査と松田普及員をお
招きし︑秋まき小麦と馬鈴しょについての講義
が行われました︒
内容としては︑小麦と馬鈴しょの特性や栽培
管理について︑病害虫の種類と防除方法につい
ての説明がされ︑座学終了後には塾生の圃場に
実際に赴き︑秋まき小麦と馬鈴しょの生育調査
の体験も実施され︑座学と実地の両方を学んで
いただいた有意義な学習会となりました︒
25
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今さら聞けない
!?

6
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第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第 回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回
付議事項
議案第１号 令和３年度農作物作
付面積実測計画について
議案第２号 固定資産の取得につ
いて
議案第３号 令和２年度産地生産
基盤パワーアップ事業小麦乾燥調
製貯蔵施設増設工事に係る一般競
争入札の結果および発注について
議案第４号 令和２年度産地生産
基盤パワーアップ事業自費工事に
係る価格交渉結果および発注につ
いて
議案第５号 令和３年度固定資産
取得価格交渉結果および固定資産
取得について

議案第６号 令和２年度ＪＡ清里
町ディスクロージャー誌の発行に
ついて
議案第７号 退任役員に対する退
職慰労金の支給について
議案第８号 第 回臨時総会の開
催について
議案第９号 道常例検査の検査結
果に対する回答について
議案第 号 従業員に対する６月
期賞与の暫定支給について
議案第 号 目標管理規程の一部
改正について
協議事項
１．持続可能な北海道農業の確立
に向けた組織討議について

41

報告事項
１．オホーツクＪＡ畑作青果対策
委員会の内容報告について
２．令和３年度Ｇｐ発生圃場にお
ける緊急防除の実施について
３．小麦縞萎縮病調査中間報告に
ついて
４．令和３肥料年度価格決定内容
について
５．余裕金の運用状況について
６．﹁ 第 回 Ｊ Ａ 北 海 道 大 会 ﹂ 組
合員組織討議の実施について
７．令和２年度清里町農業協同組
合経営監査報告書について
８．経営定期点検︵４月期︶の実

施結果について

第第第第第第第第第
第第第第第第
第第第
第
回回回回回回回回回回回回月
回回回回回回
回回回
第 回 回

日

24

協議事項
１．
﹁第 回ＪＡ北海道大会﹂組
合員組織討議の実施について

付議事項
議案第１号 Ｇｐ発生に係る各種
作業の注意事項について
議案第２号 令和３年度麦作セン
ターの操業計画について
議案第３号 令和３年度麦作セン
ターの自主検定員の選任について
議案第４号 リース資産の取得に
ついて
議案第５号 購買業務規程の一部
改正について
議案第６号 任意積立金の取り崩
しについて
議案第７号 退任役員に対する退
職慰労金の支給方法について
議案第８号 コンプライアンス規
程の一部改正について
議案第９号 コンプライアンスマ
ニュアルの改正について

7

報告事項
１．令和３年度農作物作付実測の

集約について
２．令和３年度植物検診の実施に
ついて
３．小麦縞萎縮病調査結果につい
て
４．ＪＡ中標津産種子馬鈴しょの
価格改定について
５．令和３年度固定資産取得計画
価格交渉結果について
６．令和３年度小麦縞萎縮病発生
に伴うコンバイン運行について
７．令和３年度コンバイン配車に
ついて
８． マ ネ ロ ン ガ イ ド ラ イ ン と の
ギャップ分析結果および当該差異
の解消策にかかる検討結果につい
て
９．ＪＡバンク基本方針に基づく
﹁ 経 営 管 理 資 料 ﹂ の う ち︑ 農 林 中
金が定める事項の報告について
．令和２年度オホーツク管内各
ＪＡ決算状況等について
．労働環境調査の結果について
．組合員の加入・脱退および事
業の実施内容の報告について
．令和３年度役員視察研修の延
期について
．てん菜生育不良に関する中間
報告
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理事会の経過を
お知らせ致します
６

8

■組合員数
〈前回報告より〉
正組合員（個人） 218名 （変動なし）
〃 （法人） 14法人（変動なし）
准組合員（個人）1,310名 （４ 名 減）
〃 （法人）
0法人（変動なし）
〃 （団体） 18団体（変動なし）
（合計）1,560
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■訂正とお詫び■
前回発行の組合だより№３６５
︵ ５ 月 号 ︶﹁ 長 い も 生 産 組 合 総 会 ﹂
に次の通り誤りがありました︒お
詫びして訂正致します︒

〈令和３年７月１日現在〉

︵誤︶・組合長 橋
淳史氏
←
︵正︶・組合長 市橋 淳史氏

組合員状況

ＪＡグループ通信
ＪＡ北海道中央会
酪農学園大学とＪＡ北海道中央会は、4月15日に調印式を行い、相互連携協力を推進する協定
を締結いたしました。この協定は、学生と生産者の学外農場実習に係る事業連携・協力を行うこと
で、教育と農作業支援の両立を図り、ひいては学術の振興及び農業の発展並びに地域社会の活性化
に資することを目的としています。
具体的な取り組み内容としては、酪農学園大学が実
施する学外農場実習について、ＪＡグループ北海道が
実習先の農場を紹介する予定としており、これによっ
て、100名以上の学生が学業と農業を並行して経験す
る「パラレルノーカー」にチャレンジすることにもつ
ながります。また、酪農学園大学がこれまでの研究で
得た環境分野・酪農畜産分野・循環農学分野に関する
知識や技術を活用し、スマート農業の普及についても
協力して取り組みます。

ＪＡ北海道信連
ＪＡバンクでは、次世代を担う子供たちに向
けた食農教育への支援として、補助教材本「農
業とわたしたちのくらし」、および教材本の理
解をより深めるためのＤＶＤを作成し、全道の
小学校・特別支援学校に贈呈する「ＪＡバンク
食農教育応援事業」を毎年実
施しています。令和３年度にお
いても、北海道教育委員会等
のご理解、ご協力のもと、全道
1,020校の小学５年生（約４万
人）、１８校の特別支援学校
へ、道内各地のＪＡを通じて教
材本等の贈呈を行いました。

ホクレン
ホクレンはこのほど、社会貢献活動の一環とし
て、北海道日本ハムファイターズと共同で、札幌
市内の児童養護４施設の子どもたちに、公式戦の
チケットなどをプレゼントしました。贈呈セレモ
ニーでは、ホクレンの箱石文祥専務がチケットの
目録を、またファイターズのマスコットキャラク
ターのＢ・Ｂが、田中
賢介スペシャルアド
バイザーの直筆メッ
セージ付きサイン色紙
やファイターズグッズ
を児童・生徒代表に手
渡しました。

ＪＡ共済連北海道
ＪＡ共済では、『「医療共済メディフル」資料
請求キャンペーン』を実施しております。ＪＡ共
済ホームページから「医療共済メディフル」の資
料をご請求いただいた方に、有村架純さん・浜辺
美波さんが表紙の「オリジナルＡ５ノート」をも
れなくプレゼントしております。キャンペーン第
１期は令和３年９月30日(木)までです。
この機会にＪＡ共済
のホームページにアク
セスいただけますよう
お待ちしております！
ＪＡ共済ホームページアドレス https://www.ja-kyosai.or.jp/

ＪＡ北海道厚生連
北海道厚生連本部のオフィスでは、今年度よりＪ
Ａで生産されたお花を飾っております。
彩りあざやかなお花があると雰囲気が華やぎ、活力
が湧いてきます。
綺麗なお花は生産
者さまの苦労によっ
て在るものという感
謝を忘れずに、日々
業務に励んでまいり
ます。

ＪＡグループ北海道の連合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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