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令和４年度　地区別組合員懇談会「意見と回答」（令和 4 年 12 月 15 日）

営　　農　　部
意　　見 回　　答

　水田活用の直接支払交付金見直しの進捗状況につい
て、国営事業対象地の内容も含めて教えてほしい。

　Ｒ4年から5年に一度水を張らなければ、交付金
対象外の水田となることと、牧草は播種をしないで収
穫だけだと1万円 /10a の助成になることで進めら
れています。
　水張りの定義など未確定な部分が多いので、関係団
体を含め整理して営農を出来るよう整えて参ります。

　スイートコーンの省力化対策と加工や生食用の方向
性を知りたい。

　土地利用型作物としてスイートコーンは有効な作物
として推進します。但し、加工用は受け入れ枠が決まっ
ているため、これ以上増やすことは難しい状況です。
生食用は販売先に余裕があり、機械収穫の試験継続や
Ｘ線選別機の導入により、面積を拡大していきたいと
考えています。

　大豆の作付面積を増やす計画には対応できるのか。 　昨年、西神楽地区で40ha の大豆作付があり、千
代ヶ岡ライスセンターでの受入と調整施設の稼働をし
ています。調製施設については150haの大豆処理能
力があります。小麦を中心に転作を行ってきましたが、
偏ることなくスイートコーンや大豆も選択肢の一つと
ご検討下さい。

　ＪＡコネクトの活用方法について、ホクレンショッ
プやスタンドの燃料情報が頻繁に来る状況ですが、来
年度から日々の野菜販売単価等情報を配信してもらえ
ないか。

　配信することは可能ですので、内容を精査したなか
で進めて参ります。

購　　買　　部
意　　見 回　　答

　機械銀行とはどのような内容ですか。 　レーザー均平機・ストーンピッカー・マニュアスプ
レッダー等の農機具の貸出を農機自動車課で行ってい
ます。

「上川中央部５ＪＡ合併検討委員会」の協議経過について
意　　見 回　　答

・５ＪＡの検討になった経過について。�
・�合併のメリットについて経費節減だけではなく販売
力の強化など前向きなメリットが必要ではないか。
・�合併によるメリットとデメリットをしっかり提示し
ながら進めて欲しい。
・東神楽と西神楽の合併の総括が必要ではないか。
・�合併すると自治体が分かれていて、ＪＡと各行政の
取組の違いなどはどうなのか。
・�合併となると生産者にも準備が必要になるので、情
報提供をしっかりと行なって欲しい。

　令和元年９月に管内９ＪＡで事業連携を模索する将
来構想検討委員会が設立され、事業連携について検討
が行われました。その後、令和２年８月には管内９Ｊ
Ａの組合長が参加する組織再編研究会が立ちあがり協
議を進めていく中で、柔軟な組織機構の再編について
検討の必要性を意識する５ＪＡ (東神楽、東旭川、あ
さひかわ、比布町、上川中央 )による検討委員会が設
立されました。�
　合併検討委員会に参加している各ＪＡもいくつかの
合併を経験しているので、何が良いのか悪いのかそれ
ぞれ協議を行い、今後は各論を十分協議した中で皆様
に内容を提示し、日々の懇談等を積み重ねた上で判断
を伺って参ります。

　各ＪＡの債権等整理することとなるが、当ＪＡにつ
いて不良債権はないか。�
　また、生産活動に力が入っていないため、農産物の
売り上げが下がり続けている。活発な産地に行って直
接勉強して学んでほしい。

　債権について当ＪＡには大きな問題はありません。�
　合併に関する事項、生産活動に関する事項を含め、
皆様のご意見をいただき、良い方向に進むよう課題解
決に向けて努力して参ります。
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令和５年度　役員推薦会議推薦委員名簿 【敬称略】

東神楽１地区 １名 西神楽１地区 １名
（旭川市、旭神町、東聖１～６区、ひじり野全区） （西神楽１～７区）

行政区 氏　　名 行政区 氏　　名
東聖６区 三　野　　　功 西神楽７区 田　中　幸　市

東神楽２地区 １名 西神楽２地区 １名
（東聖７～１０区、中央１２，１３区） （中央地区、新開）

行政区 氏　　名 行政区 氏　　名
東聖１０区 伊　藤　伸　也 中央２区 三　谷　信　幸

東神楽３地区 １名 西神楽３地区 １名
（中央１の１～６の２区、市街地全区） （聖和地区）

行政区 氏　　名 行政区 氏　　名
中央６の１区 尾　崎　敦　彦 聖和１２区 松　井　功　悦

東神楽４地区 １名 西神楽４地区 １名
（中央７～９区、忠栄全区） （千代ヶ岡地区、就実）

行政区 氏　　名 行政区 氏　　名
中央９区 金　田　修　一 千代ヶ岡４区 佐　藤　　　隆

東神楽５地区 １名 農業関係組織 5 名
（中央１０、１１区、稲荷地区、八千代地区） 組織名 氏　　名

行政区 氏　　名 青年部 
（西神楽４区） 吉　本　英　典

八千代 大　柿　　　誠 ｸﾘｰﾝﾗｲｽ研究会 
（西神楽５区） 稲　留　秀　樹

蔬菜研究会 
（西神楽７区） 平　田　康　則

農業委員 
（就実） 山　田　　　孝

東神楽６地区 １名

（志比内地区） 農民連盟 
（聖和１区） 影　近　　　章

行政区 氏　　名

志比内地区 藤　田　尚　広 西神楽地区 9 名

農業関係組織 5 名 全地区 １名
組織名 氏　　名 （理事会）
青年部 

（忠栄３区） 森　　　敬　介 行政区 氏　　名

ｸﾘｰﾝﾗｲｽ研究会 
（中央３区） 小　足　幸　久 中央８区 岸　本　文　孝

蔬菜研究会 
（東聖５区） 高　橋　　　誠

農業委員 
（東聖６区） 島　田　謹　介 全地区 １名

改良区 
（忠栄２区） 岸　本　昌　延

東神楽地区 11 名 合計 21 名
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総  代  名  簿
【敬称略】

第１０期　任期：令和５年２月１５日～令和８年２月１４日 総代総定数　１４０名

東神楽地区　総代定数８１名

河野　元喜 熊谷　隆一 堤　　泰樹 井澤　広隆 小山　幹仁 加村　光男

生出　　栄 伊藤　伸也 小山　耕一 外山　貴義 白川　　悟 住友　敏博

高橋　　修 島田　幸典 西村　博行 吉原　康弘 久保　宣夫 長谷田　克裕

木下　美雄 宮本　崇史 佐野　　武 尾崎　千洋 伴野　善清 大塚　和彦

斉藤　　肇 山本　剛功 山本　健太郎 川田　康司 大柿　　稔 伴野　竜太

狩野　　勝 水上　佳彦 尾崎　敦彦 新村　公敏 蒔田　義仁 藤原　正二

島田　謹介 小野　清治 井戸端　尉博 西山　智之 森　　敬介 大柿　　誠

遠藤　忠志 後藤　直人 佐藤　充弘 小林　健二 川浦　和司 北山　秀雄

堀　　卓司 小足　幸久 池田　　清 加藤　光夫 飯田　賢治 宮武　広志

三野　　功 窪田　昇一 吉井　　明 中司　寿志 大西　光雄 藤田　尚広

三野　俊二 矢部　隆雄 吉井　　勉 吉田　博道 辻　　幸功 大瀧　　勉

錦織　佳孝 赤尾　典泰 野々瀬　浩司 外山　博幸 中田　裕久

大角　　博 安藤　有一 青野　　隆 伴野　順一 山方　良成

及川　　満 高橋　聖司 金田　俊一 古本　純平 曽我　　恵

西神楽地区　　　総代定数５９名　

吉田　昌史 佐藤　博則 細川　正樹 田村　孝幸 矢野　辰雄 森谷　弘之

吉田　和浩 稲留　秀樹 島田　正明 田中　良明 井上　美津代 安田　尚弘

吉田　敏幸 中田　健一 伊藤　雅典 上村　洋基 宮崎　伊弘 寺崎　孝幸

吉田　知倫 松本　隆行 影近　　章 加藤　大志 平田　春樹 小畑　和哉

田村　健治 寺田　光和 竹田　勝則 藤村　　一 朝野　伸二 佐野　克臣

松本　　剛 山本　裕吉 垣見　　透 金田　吉晴 森川　　清 中島　昭男

吉本　昭典 平田　康則 細川　真章 平　隆之介 中谷　勝見 平山　寛士

吉田　　清 佐伯　拓也 小出　範之 山沢　覚司 小坂　　勉 椿　亜也子

森田　政志 関崎　　浄 松井　功悦 稲場　実利 佐藤　　隆 木村　清志

吉本　英典 野村　幸成 野村　忠弘 稲葉　優樹 矢野　　勉
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営農情報　試験成績の概要
令和4年度に実施した営農技術などに関わる試験成績についてお知らせします。

対象作物 試験課題 試験内容、特徴など 成績概要

水稲 ＜施肥＞�
バイオスティミュラ
ント資材�
�

〇カネカファーティライザーの効果確認�
�
・�酸化型グルタチオン（微生物や動物の細胞
内に広く存在している物質）を配合した高
機能性肥料
・�活着促進、低温ストレスの低減、分げつ数
の増加など
・�1,000倍　は種14日後、移植7日前　2
回　苗箱灌注

　バイオスティミュラントは、植物に対する非生物的
ストレス（高温や低温、物理的な被害）による収量減
少を軽減する新しい農業資材と技術です。�
　育苗期の施用で、移植後の発根を促す効果が見られ、
早期に分げつが発生し、茎数の増加や初期生育が向上
しました。さらに、穂数の確保につながり、収量性も
向上しました。�
　気象や土壌条件などの非生物的なストレスによる収
量減少を軽減する資材として期待できると考えられま
す。

<施肥>�
腐植酸資材

〇アヅ・リキッド413の効果確認�
�
・�腐植酸を主成分とし、窒素、りん酸、加里
を含む液体複合肥料
・育苗や移植時における活着促進など�
・�500倍　は種10日後、移植3日前　2回�
苗箱灌注

　腐植酸は、保肥力を高める、団粒構造の促進、発芽
や発根の促進などの効果があります。�
　育苗期の施用で根量が増加し、移植時における根の
活着を促進させ、初期生育向上に効果が期待されます。�
　移植直後は、天候が安定しない時期でもあるため、
健苗育成と初期生育向上に有効な資材として普及が見
込まれます。

<防除>�
一発処理除草剤

〇アッパレZ400FG及び�
　ピリカムイZフロアブルの効果確認�
�
（アッパレZ400FG）�
・風と水の力で水面を自己拡散する製剤�
・ノビエ、オモダカ、ミズアオイ�
（ピリカムイZフロアブル）�
・ノビエ、オモダカ、ミズアオイ�
・担い手大型規格のみの取扱い

〇アッパレZ400FG�
　自己拡散型の特性を生かした、大区画ほ場での風上
１、2辺からの省力散布では、水口周辺にミズアオイ
が発生しました。使用にあたり代掻きが均平、水持ち
が良い、水深5cm以上の湛水管理が必須となります。�
〇ピリカムイZフロアブル�
　近年の除草剤に含まれる主力となる3成分を含有し
ており、対象となる薬剤との比較において同等の除草
効果が得られました。

小麦 <防除>�
土壌処理除草剤

〇キタシーブフロアブルの効果確認�
�
・�一年生イネ科雑草に効果が高く、広葉雑草
にも効果を示す
・秋播き小麦2～3葉期　全面土壌散布�
・キタシーブフロアブル　100ml/10a�
・ボクサー　200ml/10a（混用）

　イヌムギ（イネ科雑草）に対する「キタシーブフロ
アブル」及び「ボクサー」混用による土壌処理の比較
では、残草はあるものの防除効果が確認されました。
また、単剤区に比べ混用区は、葉齢が進んだ残草は少
量でした。なお、混用などによる薬害は見られません
でした。
　土壌処理後に残草処理のため、ボクサー 500ml/
10a の追加防除を行いました。融雪後に継続して調
査します。

馬鈴薯 <施肥>�
バイオスティミュラ
ント資材

〇カネカファーティライザーの効果確認�
�
・�酸化型グルタチオンを配合した高機能性肥
料
・塊茎数増、塊茎肥大など�
・�2,000倍　着蕾期前後、開花期～終花期茎
葉黄変期前　計4回（防除混用）�

　本剤の施用で、初期生育は良好となり、製品重や規
格内収量が増加しました。また、ライマン価は高く、
品質は中心空洞も無く、肌も良く、腐れもありません
でした。�
　無処理区との比較が出来ませんでしたが、総収量に
占める規格内収量の割合が向上したことから、生育改
善効果は高いと考えられます。

ピーマン <品種>�
品種比較試験

〇ピクシーの適応性確認�
�
・横浜植木育種�
・PMMoV-L3型に対して抵抗性�
・尻腐れが少ない�
・果梗長く、色むら、変形果が少ない�
・芽の吹き、着果良い�
・濃緑で尻止まりが良く秀品が多い�
・完熟させ赤ピーマンとしても出荷可能

　収量性は、慣行品種と比較して概ね同等が見込まれ
ますが、気温の日較差が大きくなる収穫後期において、
赤果が多い傾向にあり、減収する事例もありました。
また、尻腐れ果の発生はほぼ無く、品種差による発生
量への影響は、昨年のような多発生環境とは異なり、
判然としませんでした。�
　果実品質は、肉厚で重く、尻止まりや果形は良好で
あり、良果割合が向上し、出荷調整作業が軽減されま
した。�
　安定した品質や収量確保には、品種特性の一つであ
る赤果の発生が課題であり、収穫後期において着果負
担による樹勢の低下や果実肥大を促進させる肥培管理
に注意し、次年度も試験を継続します。
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仕事（求人）登録 仕事さがしエントリー
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賃金の支払
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賃金の支払
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税務署からのお知らせ
令和４年分の確定申告を予定されている方へ

　税務署では、確定申告会場に来場せず、ご自宅等で確定申告の手続きが完了するｅ－Ｔａｘによる申告を推進して
おり、スマホやパソコンからご利用いただけます。

◆　スマホ申告とマイナポータル連携
　スマホ（マイナンバーカード読取対応のスマートフォンが必要です）とマイナンバーカー
ドがあればいつでもどこでもｅ -Ｔａｘによる申告ができます。
　マイナポータル連携とは、所得税確定申告手続について、マイナポータル経由で、控除証
明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
　令和４年分確定申告からは、新たに医療費通知情報（１年間分）、公的年金等の源泉徴収票
及び社会保険料（国民年金保険料）控除証明書もマイナポータル連携の対象となります。
　マイナポータル連携の詳細については、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）の「マイナポータル連携
特設ページ」をご覧ください。

◆　簡単・便利な国税のキャッシュレス納付のご案内
　国税の納付は、①金融機関や税務署等の窓口に赴く必要がなく、②自宅や事務所などから納付手続が可能な非対面
の「キャッシュレス納付」が便利です。
◎　ダイレクト納付
ダイレクト納付の申込みをすることで、ｅ－Ｔａｘから簡単な方法で口座引落しにより納付する方法です。
ｅ－Ｔａｘで申告されている方、源泉所得税の毎月納付など頻繁に納付手続をされている方にお勧めです。
【事前手続】
ｅ－Ｔａｘ利用開始届出書、ダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。

◎　振替納税
振替納税の申込みをすることで、毎年の確定申告等に係る国税を口座引落しにより納付する方法です。申告所得
税や個人事業者の消費税の確定申告書を提出する必要のある方にお勧めです。
【事前手続】
初回のみ振替依頼書の提出が必要です。

◎　インターネットバンキング等
　　インターネットバンキング、モバイルバンキング又はＡＴＭから納付する方法です。
【事前手続】

　　�インターネットバンキング又はモバイルバンキングの契約、ｅ－Ｔａｘ利用開始届出書の提出が必要です。
◎　クレジットカード納付
　　�「国税クレジットカードお支払サイト」（https://kokuzei.noufu.jp）からお手持ちのクレジットカードを利用し
て納付する方法です。

　　※�　納付税額に応じた決済手数料がかかります（決済手数料は国の収入になるものではありません）。

◎　令和４年12月１日から国税のスマホアプリ納付が利用可能になりました
　�　スマホアプリ納付とは、国税庁長官が指定した納付受託者（ＧＭＯペイメントゲートウェ
イ株式会社）が運営する「国税スマートフォン決済専用サイト」から、納税者が利用可能な
Ｐａｙ払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法です。

◆　税に関する情報は、国税庁ホームページヘ（https://www.nta.go.jp）
◆　e-Tax に関する情報は、e-Taxホームページへ（https://www.e-tax.nta.go.jp）
■旭川中税務署　℡０１６６-９０-１４５１　　■旭川東税務署　℡０１６６-２３-６２９１
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ご契約例【保障の対象：営業用什器備品】
火災共済金額 万円 満期共済金額 万円
※共済価額 万円 臨時費用共済金の支払割合 ％

共済掛金（払込方法：年払 口座振替扱い）

農作業場・倉庫など（普通物件第１種） 籾・雑穀乾燥施設※など（普通物件第２種）
単位：円 ※火力乾燥を行うもの 単位：円

保障期間
建物の構造

保障期間
建物の構造

木・防火造 耐火造
・ 耐火造 木・防火造 耐火造

・ 耐火造

年
（ 年継続２回）

年
（ 年継続２回）

年
（ 年継続１回）

年
（ 年継続１回）

年 年
※お引受けには所定の条件があります。
※継続特約を付すことにより、通算の共済期間を 年または 年にすることができます。継続後のご契約に適用される約款・掛金率は、継続の時における約款・掛金率
となります。

※記載の税務の取扱いは、 年１月末現在の法令等および国税当局への照会結果に基づくものであり、将来の取扱いを保証するものではありません。

い つ 起 こ る か 分 か ら な い
火 災 等 ・ 自 然 災 害 に 備 え る

農業用建物内収容品保障プラン 

買い替え・修理にかかった実損害額を保障します！
※約款に定める基準により算定した損害額について、火災共済金額を上限にお支払いします。
※地震等による損害を除きます。

共済掛金の一部を必要経費に計上することができます！
※お支払いいただいた共済掛金のうち、満期共済金に充てるための積立共済掛金に相当する額を控除した残額を必要
経費とすることができます。

ＪＡのむてきプラスがしっかりと保障します！

その他
・地震により建物が倒壊し
収容品が損傷した

・建物内をトラクターで走行
中、運転操作を誤り衝突
した農業機械が損傷し
た※

※トラクターの損傷は除きます

・建物に収容されていた農
業機械が盗難被害
を受けた

盗難

・大雪により建物が倒壊し
収容品が損傷した

風・雪害火災

・バッテリー、配線ショート等
による火災で収容品が
損傷した

例えば、このような事故・災害が発生しても・・・

（ 年４月現在）

火災はもちろん、地震や自然災害まで幅広く保障します！
※共済金のお支払いには所定の条件があります。

＊建物内に収容されている時に生じた損害に限ります。
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今月の配本図書今月の配本図書
南極の食卓（女性料理人が極限の地で見つけた暮らしの知恵）
渡貫 淳子  ( 著 )
食材は使いきる。あるもので作る。ごみを出さない。
１年２か月にわたって 30 人分の食事を作り続けた調理隊員の、喜びと驚きにあふれるエッセイ
産後は仕事を離れていた女性料理人が、一念発起して南極調理隊員に挑戦！
１年分以上の食料をどう発注して、どう使いきるのか。一切ごみを捨てられない環境でどんな料理を作
るのか。制限された環境だからこそ生まれる暮らしの工夫や愉しみ方をつづります。
物価高や戦争、環境問題など、モノに囲まれた生活に危機感が迫るいまの時代。
遠い南極での暮らしが、本当に必要なことを気付かせてくれます。

旅するキッチン（異国で出合った道具とレシピ）
口尾 麻美 ( 著 )
キッチン道具から見える暮らしと文化 世界をめぐる、フォトエッセイ
旅する料理家が、14 の国と地域を訪れて出合ったキッチン道具。珍しくてかわいい道具から、その土
地のリアルな暮らしや歴史・文化が見えてきます。たとえばモロッコのタジンがとんがり帽の形をして
いるのは、砂漠の町で貴重な水を有効に使うため。台湾で電鍋が普及したのは、共働きが当たり前の社
会で、買ってきた料理を温めておくのに便利だから――など、調理道具にはその国で暮らす人々の知恵
が詰まっているのです。気軽に海外旅行に行けない今、世界の豊かさや食文化の奥深さを知ることがで
きる１冊です。日本で手に入りやすい食材で作る、世界の料理 19 品のレシピも紹介。

人生をスッキリ整えるノート（今が一番幸せといえる自分を作る）
草薙 龍瞬  ( 著 )
25 万部突破のベストセラー、『反応しない練習』著者がおくる、「反応しない自分」になるためのメン
タルノート術
家族・職場など人間関係に疲れる、スマホが手放せない、お金・健康の不安が頭から離れない…
など、人生に悩みやトラブルはつきもの。その都度反応して、ネガティブな感情に振り回されていませ
んか？そもそも何が起こっても「悩まない自分」になれば、雑念のない充実した人生が送れます。著者
は、そのためにブッダの教えの真髄である「反応しない」技術を身に付けることをすすめます。そうは
いっても SNS は気になるし、攻撃的な相手には言い返したくなる…そんな自分を変えるためには日常
的な練習が必要です。このノートを開き、「反応しない」技術を書いて身に付けましょう。さまざまな
人生の悩みが世界最古のメンタルノート術ですっきり！

JA 東神楽農業文庫
※東神楽町図書館でご利用いただけます

図書に関するお問い合わせは
農業振興課℡ 83-2243
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JA グループ通信
ＪＡ北海道中央会

　◆ゆきのね奨楽金への協賛
JA 北海道信連では、ウィンタースポーツ
に取り組む道内の子どもたちを支援する助成事業「ゆ
きのね奨楽金」への協賛を行っています。
　令和 4 年度はアルペンスキー、スノーフットボー
ル等6市町村8種目8団体への助成が決定しています。
　令和 5 年 1・2 月には、札幌市近郊で JA バンク北
海道プレゼンツの「クロカンスキートレーニング体
験」も開催予定です。 協賛を通じて、子どもたちが

スポーツを楽しみな
がら体験・挑戦でき
る環境づくりを応援
します。

　◆交通安全ポスターコンクールを開催
ＪＡ共済は、交通事故の未然防止と交通安
全の意識向上を目的に、小・中学生交通安全ポスター
コンクールを開催しております。入賞作品は、道や
道警関連団体の交通安全啓発資材等に採用されます。
また、令和５年２月に札幌駅前通地下歩行空間での
展示が予定されております。
 〈北海道知事賞〉

　◆北海道農村医学会を開催
 １０月２２日に第 72 回北海道農村医学会
を開催しました。今回は札幌厚生病院を会場に旭川・
帯広・遠軽・網走・倶知安とオンラインで繋ぎなが
らの開催となりました。
　学会は、本会の医師が中心となり、疾病や統計調
査等の研究活動を行うもので、健診受診者の疾病分
析や生活習慣病対策などに幅広く成果をあげていま
す。
　シンポジウムでは、研究
発表の他「医療現場におけ
る働き方改革への取組」を
テーマに議論が行われまし
た。

　一日の元気を作る毎朝の習慣に、北海道
の美味しい牛乳をオススメする「モォ～ニ
ングルーティンプロジェクト」のテレビ CM を 12
月 25 日から全道で放映開始しました。
　ホクレンアンバサダーを務める森崎博之さん、
ボーイズユニット NORD（ノール）、阿部凜さんが
出演し、朝に牛乳を飲む習慣を提案。CM の動画は、

特設サイトからも視聴
できます。

　◆レバンガ北海道と国消国産パートナー契約を締結！
　バスケットボールチームのレバンガ北海道と JA グループ北海道は、農畜産物の消費拡大等を目
指し、国消国産パートナー契約を締結しました。レバンガ北海道のホームゲーム
では、「チームの白星」と「3 つの白（米・牛乳・砂糖）」を掛け合わせた各アクショ
ンや相手選手のフリースロー時に会場に牛の鳴き声が響く「モーイング」を実施
します。チケット購入者に、道産食品が当たる国消国産シートを設けるなど今後
も連携活動を展開して参ります。

◆ JA グループ北海道 感謝祭を開催！
　11 月 13 日に新札幌サンピアザにて JA グループ北海道 感謝祭を開催しました。
当日は、みんなで考えよう国消国産をテーマにステージイベントとブース出展を
行いました。ステージイベントには、お笑いコンビ「タカアンドトシ」さんが登
場し、会場は大盛り上がり！ ブースでは、わたあめ作り・模擬牛による搾乳体
験等の食育ブースや、野菜の詰め放題などに多くの人が集まり、大盛況にて終え
ることができました。

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共済連北海道

ＪＡ北海道厚生連

ＪＡ北海道信連

ホクレン



作物名 摘要病害虫名 希釈倍率 使用液量 使用時期 本剤の
使用回数 使用方法

非結球あぶらな科　　　

葉菜類

コナガ
1,000倍 100～ 300

Ｌ /10ａ
収穫前日まで 3回以内 散布キスジノミハムシ

ハスモンヨトウ 2,000倍

※展着剤まくぴかとの相性が良く、特にキスジノミハムシには効果的です。

殺虫剤殺虫剤  アクセルアクセル
®®

フロアブルフロアブル
有効成分：メタフルミゾン25.0％
毒　　性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）

特集

1 難防除害虫や既存剤抵抗性害虫に有効！ 難防除害虫の大型チョウ目やキスジノミハムシにも優れた効
果を発揮します。

2 害虫からの食害を停止させます！ 作物への食害を抑制しますので、きれいな作物の生産に役立
ちます。

3 ローテーション防除に活用しやすい！ 新しい化学構造の殺虫剤なので、既存剤抵抗性害虫にも有効
です。そのため、ローテーション防除に組み入れ易い薬剤です。


