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「ひと」「いえ」「くるま」の
ＪＡ共済・保障のご確認を！

今月の表紙

04

田植え

写真は昭和51年５月の田植風景です。入植初期
の直播栽培は土壌条件などが整わず、手植えが確実
な方法でした。
昭和50年代頃から田植機が普及し、４条・６条・
８条・10条の乗用機へと進化しました。
撮影／大潟村写真クラブ 船越
薫 さん

今月号の主な内容
02
03
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07
08

あぐりプラザ情報・報告 座談会
女性部活動だより
コメ記者熊野のコラム
理事会報告・青年部活動報告と予定・フレミズだより
フォトニュース・「ＪＡみどりの広場」予告

JAグループ秋田キャッチフレーズ

JA 大潟村

あぐりプラザ
トクトク情報

日㈮・６月14日㈮

7
６月

★ポイント３倍day開催予定日

★ポイント２倍day開催予定日

５月20日㈪・５月30日㈭・６月10日㈪

５月23日㈭・24日㈮ の2日間

29

◦自動車販売の 年度実績１億
９７００万円に対し、 年度計画を
１億５４００万円に下げた理由は？
過去 年間の自動車販売実績のサイ
ク ル を 参 考 に し て 計 画 を 立 て て お り、
年度は販売実績が低いサイクルにあ
たる年だったためです。
30

30

◦事業管理費の実績見込みが計画より
約４０００万円下回っているのはな
ぜか？
想定外の退職者により人件費が減っ
た事が要因です。
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◦想定外の退職者がいたとのことだ
が、なぜ職員が辞めてしまうのか？
ここより条件の良い職場が見つかっ
たり、他にやりたい事が見つかったりな
ど、様々な理由があるかと思われます。
ＪＡとしても定年延長をしたり、補
充要員の求人は出したりしているもの

の、なかなか集まらないのが現状です。
特に農機などはベテラン職員を使うの
も良いのですが、若い職員を育てて行
くことが将来的に重要になってくるた
め、今後は通年で求人募集していかな
ければならないと考えております。

◦正職員と臨時職員、どちらが多く辞
めるのか？
正職員の方が多いです。また、臨時
職員を正職員にしたくても、臨時のま
まで良いという職員が多く、これも職
員不足の要因となっております。

◦金融課のネットバンキングの推進に
関連して、総合口座についても携帯
のアプリから振込可能になるのか？
オンライン口座のみの対応となりま
す。総合口座は全国で大潟村だけのシ
ステムであり、アプリを開発するだけ
でも数億円はかかると思います。富士
通以外の会社に開発依頼したとして
も、それなりの費用がかかることが想
定されますので、総合口座対応にする
ことはなかなか難しいという事をご理
解ください。

Ａ

◦各住区の総会で１ＪＡ構想等につい
て説明した後、組合員からどのよう
な意見が多く出たのか？
全 体 的 に は、 合 併 し た こ と に よ る
サービスの低下を心配する声が多かっ
たです。また、合併した時のメリット・
デメリットを知りたいという意見も多
くみられました。

今後も皆様から意見をいただきなが
ら、満足いただけるＪＡ事業を目指し
てまいります。
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座談会
30

報告

３月 日、ＪＡ会館大会議室で
開催し、「 年度事業実績見込み」
「 年度事業重点項目（案）」など
について協議しました。いただい
た質問を一部ご紹介いたします。
31

◦ 販売事業の 年度実績９６００万円
に対し、 年度計画を１億３８００万
円に上げたのはなぜか？
産地パワーアップ事業により、新た
に作付したたまねぎの実績を見込んだ
ためです。

11

15

午前９時～午後７時
（日曜日も休まず営業しております）
お問い合わせは生活課（45-2214）まで。

営業
時間
★5月のあぐり特売開催予定日

Ａ

Ａ

※当店ポイントカード提示のお客様に限ります。新規ポイン
ト会員募集中!!（即日使用可能です。
）
※一部除外品がございます。
（テナント商品、雑誌、たばこ、
市町村指定ゴミ袋 等）

５月22日㈬・６月５日㈬

Ａ

Ａ

30

Ａ

Ａ

レジにて全商品５％割引!!
５月19日㈰・５月26日㈰
６月 ２ 日㈰・６月 ９ 日㈰
６月16日㈰

５月17日㈮・５月31日㈮

★日曜特売開催予定日
★Friday SALE（金曜日特売）開催予定日

第418号

より」
女 性 部「活動だ
婦人会員・女性部員募集中
私たちは、婦人会とＪＡ女性部が一つに
なった組織です。村やＪＡへの暮らしに根ざ
した提言なども含め、幅広く活動しています。
女性が元気になれるような講演会、家族の
健康のための食の安全・安心の学習、健康講
座、研修旅行など、誰でも自由に参加できる
事業を行っています。豆腐やみそ作りにも力
を入れ、魅力ある会を目指して運営していま
す。昨年は軽スポーツ大会（スマイルボウリ
ング）を開催し、住区の仲間と笑い、汗を流
して楽しみました。
女性部では、誰でもやりたいことに取り組
める活動グループを立ち上げることができま
す。今年は廃油での万能せっけん作りを計画
しています。
他にも、野菜栽培活動グループでは、楽し
く季節の野菜作りや、スイカ作りを頑張って
います。男鹿のワカメを購入してのトロトロ
ワカメ作りや、盆踊り、小学生への豆腐作り
のサポートなどの活動グループもあります。
もちろん誰でも参加できます。
もっともっと仲間が増えてほしいので、入
会希望の方は事務局（45−2211）生活課・
木村、もしくは栢森（45−3156）か、山本（45
−2885）までご連絡ください。
楽しくて、ためになる活動を一緒にしてみ
ませんか？お待ちしております。
（山本嘉子・栢森慶子記）
▼

「世界にはば
たく秋田犬
フ ァ ミ リ ー」
と題して出場
した盆踊り

☆これからの行事予定
◎７ 月19日

ＪＡ秋田女性協・家の光大会（秋田市）

★野菜栽培活動グループからのお知らせ
体験募集 サツマイモの苗植え
期 日 6月8日（土）
時 間 午前10：00 ～ 11：00
場 所 博物館裏の畑
持ち物 手袋 帽子 飲み物
参加費 無料
どなたでも参加できます。
参加申し込み先 栢森慶子 090−2607−6911
もしくは 生活課 木村 45−2214（三村敏子記）
★第71回南秋婦人会大会・令和元年度消費者
問題研修会について
今年度は大潟村の担当です。７月７日（日）、
大潟村村民センターで開催されます。
午前中の婦人会大会では、大潟村に住んで頑
張っているアントンさんから、幸福度世界トップ
クラスのデンマークの家庭や学校の様子などにつ
いてお話していただきます。
午後からの消費者問題研究会では、県健康福祉
部健康づくり推進課の田所大典氏によるユニーク
で楽しいお話を予定しています。
詳しい日程や申し込み用紙は後日配布します。
地元開催でもありますので、たくさんのご参加、
よろしくお願いいたします。
（山本嘉子記）
★エコレク部からお知らせ
不用衣料の回収を今年度も２回実施いたしま
す。
１回目を７月上旬に予定していますが、環境エ
ネルギー室と日程を調整中ですので、次号でお知
らせいたします。
可燃ごみの減量化・リサイクル推進を図る為に
も、ご協力をよろしくお願いいたします。
東2−6菅 原 高 嶺 さ ん が エ コ レ ク 部 役 員 に 加
わってくださいました。
（鎌田純子記）
★活動報告と各種会議報告

軽スポーツ大会（スマイルボウリング）

小学生のための豆腐作りサポート隊活動グループ
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◎ＪＡあきた女性組織協議会（４月18日）
全県の各ＪＡ女性部代議員が出席し、総会が開
催されました。平成30年度の事業報告、収支決
算が承認され、続いて31年度の事業案、予算案
が承認されました。役員の退任と、新たな役員の
発表があり、ＪＡ秋田ふるさとの神谷光子氏が新
しい会長に就任しました。
午後からの研修では、エーコープ商品の「簡単
和風だし 旨！だしパック」や酢類が紹介されま
した。また、我が女性部がお世話になっている、
築野食品の大塚尚子氏がこめ油を紹介していまし
た。
（栢森慶子記）

特集

「ひと」「いえ」「くるま」の
ＪＡ共済・保障 のご確認 を！

こんにちは！
ＪＡ共済です！
！

今年も「共済の一斉訪問」をさせていただきます。
今年も下記の日程で住区担当職員が訪問させていただきます。ぜひこの
機会に「ひと」「いえ」「くるま」についての契約内容の確認や保障の見直
しなど、ご検討くださいますようお願い申し上げます。

共済一斉訪問期間

６月10日（月）～６月14日（金）の５日間

お問い合わせは共済課（45－3017）まで

J Ａだより
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※このコーナーは隔月で掲載致します。

第３回 「今どうなっているの？お米の状況③」
良食味以外の付加価値があるコメが必要な時代に
くま の

熊野

たかふみ

孝文

1954年鹿児島県生まれ。米穀新聞社記者、30年以上にわたり
コメの流通現場を中心に取材。

このコラムがみなさんのお手元に届くころは、田植えで

ているわけではありません。米穀業者が考える食味とはも

大変お忙しい時期だと思います。田植えをしながら秋に収

っと奥深いもので、特に外食や中食にコメを販売している

穫されたコメがどうなるのか想いをめぐらされている方も

業務用主体の米穀店の中には、同じ県の同じ品種であって

多いのではないでしょうか。田植えの時期は、沖縄は別格

もエリアによって区分けして仕入れているところもありま

として、関東でも大変早い産地があります。

す。これは食味のブレを出さないための工夫で、食味や品

千葉県は温暖なところで関東の早場米産地として知られ

質が安定していることで販売先から信頼を得ているので

ていますが、田植えが早いと言っても例年早い人で３月下

す。もちろん穀検の食味評価ランキングに意味がないとい

旬、一般的には４月に入ってからです。ところが今年３月

うわけではありませんが、コメの付加価値は食味評価だけ

20日にいすみ市で田植えを始めた営農法人がいてＮＨＫ

ではありません。

ニュースでも取り上げられました。田植えした品種は「五

コメには様々な付加価値があり、品種そのものにも付加

百川」という極早生品種です。ご存知の方もいらっしゃる

価値があります。東京農業大学は今年の初め、鉄分が通常

と思いますが、この品種は福島県中通りの生産者がコシヒ

のコメに比べ10倍多く含まれているコメを育種したと発

カリの中から異常に早く穂をつけた稲を選抜育種して品種

表しました。発表会で商品化について「貧血気味の女性に

登録した民間育種のコメで、名前は近くを流れる川の名前

アピールしたい」と育種者が言っていましたが、これも付

から付けました。この品種を栽培している同じ千葉県の木

加価値です。これ以外でも血糖値が上がりづらいコメと言

更津市の農家の方に話を聞きに行きましたが、この方も早

うものもあります。これは皆さん良くご存知の秋田県立大

く収穫できることを最大のメリットとして作付を始めたそ

学が育種したものです。この他、ポリフェノールがワイン

うです。千葉はたびたび台風被害に遭っており、台風が来

の10倍も含まれているコメと言うのもあります。極めつ

る前に収穫できることが最大のメリットだというわけで

けは花粉症緩和米ですね。食べるだけで花粉症が緩和され

す。それともう一つのメリットは食味が良いことで、この

ると言うのですから画期的なコメですが、残念ながら遺伝

農家の方は食味重視で肥料を抑えて栽培していることから

子組換え作物のため20年経っても商業化のベースに乗っ

単収は７俵半ぐらいだと言っていましたが、米卸と契約し

ていません。粒のまま食べる以外のコメでは米粉用として

て販売する以外に自分で精米して道の駅で販売しています

超高アミロース米というのも九州で育種されています。現

が、５㌔3,000円と言う高値にも関わらず、並べた先から

在、食べるコメは全て軟質系になってしまいましたが、硬

売れて行くと言っていました。盆前に新米が並ぶのは珍し

質系のコメも加工することによって付加価値を生むという

いこともあって付加価値が付いているようです。

ことです。これらを総称して「機能性米」と言えば、その

この付加価値と言う言葉は良く使われますが、コメにつ
いての付加価値とは何でしょう？まず皆さんの頭に浮かぶ

数はとても多くなり、農研機構でもそれをリスト化したも
のも作っています。

ことは「食味が良い」と言うことだと思います。食味と言

なぜ、機能性米に触れたかと言いますと、ご存知の通り

えば日本穀物検定協会が行っているコメの食味ランキング

炊飯して粒で食べるコメの量はどんどん減っており、最近

がありますが、30年産で最高の特Ａ評価されたコメは55

それが加速しているからです。単に粒で食べておいしいか

産地品種にもなります。この数は過去最高で、特Ａランク

らと言って全体の需要が急速に縮小している現状において

のコメを生産していない県を探すのが難しいぐらいどこの

は、それでは付加価値が付かないと思うからです。

産地でも特Ａ米を作っています。皆さんは特Ａ評価を得た

コメそのものに食味とは違う付加価値があるのか、もし

のだから高く売れるだろうと思われるかもしれませんが、

くは加工して大きな付加価値を生めるコメなのか？そうし

市場は必ずしもそうした評価はしていません。米穀業者が

たコメでなければマーケットに浸透しない時代が来ている

仕入販売する際に特Ａなのかそうでないのかを特に重視し

と思います。

〈つづく〉

※営農だよりは休みます。

J Ａだより
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給油所よりお知らせ
ＪＡ専用給油カード忘れに伴う燃料等供給利用の廃止について
日頃、
ＪＡ給油所事業をご利用頂き誠にありがとうございます。
給油所ではこれまで、
ＪＡ専用給油カ－ド忘れの組合員、利用
者に対し、便宜的に
「カ－ド忘れ」として営農貸付勘定・総合口座
及び購買未収金に燃料等の利用代金を供給計上しておりました。
しかしながらこのような行為は、不祥事未然防止の観点から
非常に懸念を来たすと、上部団体等から指摘を受けておりま
す。同時に、事務ミス等に繋がるという危惧もあることから、
2019年７月１日（月）より「カ－ド忘れ」に伴う燃料等の利用
を廃止いたします。大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご
理解いただきますようお願いいたします。
なお、今現在保有されているＪＡ専用給油カードが不足して
いる方につきましては、給油カードを発行いたしますので、給
油所までお申込みください。
今後とも組合員、利用者のためのＪＡ給油所であることを忘
れず、事業推進してまいりますので、引き続きご利用ください
ますようよろしくお願いいたします。

「労災保険」についての大切なお知らせ
～農業従事者の業務遂行性の拡大について～
これまで、特定農作業従事者及び指定農業機械作業従事者の
出荷作業及び販売作業については、業務災害として認められて
いませんでしたが、平成30年４月１日よりフォークリフトを
使用した農産物の出荷、販売のための積み降ろし作業、トラッ
ク等での出荷作業、当該出荷作業後に行われる販売作業が「直
接附帯する行為」に含まれるものとして、業務遂行性が認めら
れることとなりました。
また、「トラックその他の自走式運搬用機械」に軽トラック、
ダンプだけではなく、自家用車も該当するケースがありますの
で、金融課（45－3018）労災担当にお問い合わせください。

−五城目警察署からのおしらせ−
歩行者と運転者「手で合図し合う運動」の推進
「秋田の道路は歩行者ファースト」
横断歩道は、歩行者優先です！！
歩行者の方へ
その横断歩道を渡りましょう。
◦近くに横断歩道がある場合は、
◦横断する際は、手で合図をし、左右の安全を確認してから
渡りましょう。
運転者の方へ
◦歩行者が合図をしています！一時停止し、運転者も手で合
図するなど、思いやりのある運転を。
◦歩行者が横断しているときや、横断しようとしているときは、
横断歩道の手前で一時停止をして、
歩行者に道を譲りましょう。
五城目警察署

理事会報告
４月19日開催
報告事項
・平成30年度資産自己査定の結果報告について
議 案
第１号 平成30年度事業における税効果会計の実施に
伴う繰延税金資産の回収可能性の判断について
第２号 平成30年度固定資産減損会計における減損損
失の要否等について
第３号 平成30年度棚卸差損・差益及び棚卸評価損の
処理について
第４号 平成30年度決算書類の承認について
協議事項
・あぐりプラザ店内における調剤薬局のテナント賃貸借
契約について

４月23日開催
報告事項
・業務報告について（３月末事業実績等）
・ＡＬＭ委員会報告について
・平成30年度労働保険事務組合業務報告書について
・ネット教育ローン（三菱ＵＦＪニコス株式会社）貸付
要項の一部改正について
・平成31年度の役員報酬額についての答申書について
議 案
第 ５ 号 県常例検査の指摘事項に対する回答について
第 ６ 号 役員賠償責任保険の加入について
第 ７ 号 農産物検査業務規程の一部改正について
第 ８ 号 平成31年度余裕金の運用方針と運用方法について
第 ９ 号 信用評定規程の一部改正について
第10号 信用評定基準の設定について
第11号 平成31年度信用供与等の最高限度額の決定について
第12号 平成31年度貸付金の利率の最高限度の決定について
第13号 平成31年度借入金の最高限度の決定について
第14号 任期満了に伴う役員選挙について
第15号 任期満了に伴う役員選挙の選挙管理者、開票管
理者、投票管理者及び立会人の選任について
協議事項
・監査報酬額について
・平成31年度事業計画（案）及び中期経営計画書（平
成31年度～平成33年度）（案）について

職

TEL 018－852－4100

フレミズだより

退

職

５月８日付

員

人

事

組合員の皆様、ありがとうございました。
中道

淳人（整備課自動車整備係） お疲れ様でした。

●活動報告 ３月14日 東住区お茶会 ３月23日 西住区お茶会
●活動予定 ６月28日 夜のお茶会

～フレミズ部員募集中～
フレミズは楽しい行事を通して、住区の友人だけではな
く様々な出会いを広げられる交流の場です。まずはお試し
部員からはじめてみませんか？
詳しくはお知り合いの部員、または「あぐりプラザ」
（45‒2214）までお問い合わせください。

ＪＡ大潟村の概況 31年４月末現在
貯 金…294億8,149万円
貸出金… 75億7,924万円
出資金… 9億3,440万円
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正組合員数……1,067名
准組合員数…… 42名

青年部

活動報告と予定

随時部員を募集していますので、興味のある方はぜ
ひＪＡ大潟村営農支援課（TEL：45‒3033）までご連絡
ください！
４月10日 県青協総会（秋田市）４名参加
５月７日 水稲育苗巡回
畑作班 ４月10日 除草剤散布
４月12日 殺鼠剤散布 ４月21日 耕起
４月30日 肥料散布、マルチ張り ５月 ７ 日 かぼちゃ定植
●活動報告

●活動予定

未定

フ

PhotoNews

▲

日、大潟小学校の５年

食と農への理解広げて

ＪＡバンクは４月

生に食農教育に関する教材を贈りました。

年 度 から 実 施

これは、ＪＡバンクが取り組む「食農教育

応援事業」の一環として平成

しているもので、農業や食、自然環境、それ

らにかかわる金融や経済活動などに対する理

解をはぐくみ、農業ファン層の拡大や地域の

発展にも寄与することを目的としています。

教材は冊子形式で、食と農業、環境と農業

のかかわり、安定した食の供

給のための流通や農産物価格

の決め方等について総合的に

学習することで、農業に対す

る理解を多面的に広げていく

ことができるようになってい

ます。

代表して高橋勇輝常務から

教材を受け取った児童は、
「教

材を大切に使わせていただき

ます」と述べました。

また同日は、ＪＡ生活課が

「 子 ど もの 問 題 」に 真 正 面 か

ら取り組み、
「いのち・自然・

食べ物・健康・農業」の大切

さを伝える雑誌「ちゃぐりん」

を新一年生に贈りました。

大潟村、そし
て日本の農業
の未来を担う
皆さんです

20
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ＪＡバンク教材贈呈事業

ォトニュース

▲高橋勇輝常務から教材
を受け取る児童代表

▲

食のこと、農業のこと、
たくさん勉強してください

５月18日
放送
出演者

ＡＫＴ秋田テレビ

は、大潟村 がテーマです。
「ＪＡみどりの広場」

農家・川﨑福太郎さん あかねさん ご夫妻

ＡＫＴ秋田テレビ

５月18日（土）

ＪＡ大潟村直営ローソン大潟村店店長・浅井竜哉職員

午前11時～放送予定

農業の担い手を紹介するコーナー「がんばってます」に出演する
川﨑福太郎さん（写真中央）・あかねさん（同左）夫妻と、熊坂
良アナウンサー（同右）

JAだより おおがた

です。どうぞご覧ください！

「米粉の皮で包んだ餃子」を使った料理を２品紹介する
ローソン大潟村店の浅井竜哉店長（写真右）

〒010－0443 秋田県南秋田郡大潟村字中央1－5 TEL 0185－45－2211㈹ FAX 0185－45－2273
インターネットアドレス http://www.ja-ogata.or.jp/ 組合長ブログ http://blog.ja-ogata.or.jp/
発行／大潟村農業協同組合 印刷：㈱八郎潟印刷
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