３

J Aだよりおおがた

MARCH
2021 No.572

ＪＡ大潟村は今年で50周年
JA OGATAMURA

最終回

th ANNIVERSARY ～写真で50年を振り返ります～

今月号の主な内容

建設中のＪＡ会館 昭和63年（1988年） 写真提供／大潟村写真クラブ 船越 薫さん
（左下写真）：ＪＡ会館 平成３年（1991年）冬 写真提供／同上

02 あぐりプラザ情報
03 女性部活動だより
04 特集 ＪＡ共済より キャンペーン実施中
06 報告 県１ＪＡ基本構想意向調査結果
09 整備課お役立ち情報
10 コメ記者熊野のコラム
11 フレミズだより・青年部活動報告と予定・職員人事
12 ゆずり葉「地域の茶の間」開催

50周年記念講演・式典・祝賀会は
2021年11月に延期いたしました
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

★金曜市開催予定日

ピザのキッチンカー

３月26日㈮・４月９日㈮

「GardenKitchen COCONIWA」が 来ます！
（ガーデンキッチンココニワ）

３月22日（月）午前10 時～（なくなり次第終了）

★ポイント３倍day開催予定日

ペレット窯をトラックに積み込み、あつあつ焼きたてピザ
を提供してくれる今話題のお店です。

３月17日㈬
★月間特売開催予定日

営業時間

3月18日㈭～19日㈮ の２日間

午前９時～午後７時

お問い合わせは生活課（45−2214）まで。

ＪＡ住まいの応援団
屋根塗装 外壁塗装 クロス張替 床板張替 カーポート ドア交換 など

屋根・外壁塗装

クロス張替

お家をいつまでも美しく

⃝屋根塗装 １㎡ 2,500円～ 同時施工で
大変お得に‼
⃝外壁塗装（足場代込み）
１㎡ 5,500円～

お部屋のイメージチェンジしませんか
壁・天井クロス
同時施工プラン

（概算金額）

カーポート

玄関ドア交換

大切なお車 雨ざらしにしていませんか
LIXIL テリオスポート

▶

400,000円（施工費込）

LIXIL ソルディーポート▶

【２台用積雪100cmまで対応】
【ポリカーボネート屋根】

聞くだけＯＫ！
見積無料！

住まいの顔が素敵に変身

相談無料！

現地調査無料！

お問い合わせ先

１㎡ 6,300円～

（施工費込）

エコカラット

住まいの快適をサポートする壁

鍵を携帯し
ているだけ
で、施錠も
開錠もワン
アクション

LIXIL リシェント
玄関ドア

730,000円（施工費込）

床からインテリアを一新‼

もちろん壁のみ、
天井のみも可能です

８畳間 95,000円～
10畳間 115,000円～
12畳間 135,000円～

【２台用積雪100cmまで対応】
【折板屋根】

床板張替

280,000円～

（施工費込）

LIXIL 室内用タイル建材 １㎡ 12,000円～
エコカラットプラス
（施工費込）

そのほか、水回りの困りごと、テレビの映りに関して、
ストーブの故障等、どんなことでもご相談ください。

生活課（担当：堀、佐々木まで）☎ 45 ー 2214
J Ａだより
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第440号

女 性 部「活動だ

より」

★水稲育苗・野菜栽培講習会のお知らせ

★活動報告と各種会議報告

３月22日（月） 午前９時30分から
場所：ＪＡ会館 大会議室
内容：水稲育苗の講習会
野菜栽培講習会は里芋、蔓もの、ナス他
どなたでも参加できます。
事業への参加・お問い合わせは生活課 木村、
または執行部まで

◎ワカメ活動グループ（２月22日）
今年のワカメの申し込みは18名で、総量は95
㎏でした。今まではこちらの強い希望で、ＪＡ女
性部の総会が終了してからにしてほしいとお願い
して来ましたが、ワカメの成長状況や天候による
海の状態で適期の判断は漁師さんが一番良くわか
るので、今年は漁師さんが良いと言う日とこちら
の都合の合う日に決め、村民センターの調理室で
ワカメの湯通しとトロトロワカメ作りをしまし
た。茎からワカメを外すのに時間がかかるので、
お嫁さんと二人で参加された部員さんもいまし
た。マスクを着用しお
喋りは控え目にするよ
う気を付けましたが、
参加者からは「皆で一
緒に作業すると楽しい
ね」と感想があり、美
味しいワカメができま
した。
（小澤美智子記）

★野菜栽培活動グループ員募集
野菜づくりを一緒に勉強しませんか？
昨年は、ジャガイモ、人参、玉ねぎ、ニンニク、
サツマイモ、スイカ、大豆、大根など、一般に使
われている野菜を栽培しました。
今年はそれに加えて、新しく栽培してみたいも
のなど取り入れてみたいと思っています。興味の
ある方は、栢森慶子（TEL：090－2607－6911）
か事務局・木村さん（TEL：45－2214）までお
問い合わせください。

★長靴などの農作業衣料はあぐりプラザにもありますよ！
あぐりプラザ南側正
面入口左に、農作業衣
料コーナーがあるのを
ご存じでしたか。
長靴・軍手・ガーデ
ニングハットなど、資
材課まで行かなくても
あぐりプラザでの買い
物のついでに購入でき
ます。これから農繁期
に入りますのでぜひご
利用ください。

ワカメ活動グループの様子

買い物は
あぐりプラザの農作業衣料コーナー
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で

特集

キャンペーン実施中

より

令和３年３月31日まで

自分で準備する将来の年金保障

ＪＡの個人年金
ご契約例 加入年齢50歳・男性・払込期間５年・年金支払開始60歳・10年定期年金タイプ

（ご契約当初５年間予定利率0.5％、６年以降予定利率1.44％（現在適用予定利率）、６年以降最低保証利率0.75%）
2020年4月時点

受取総額（課税前）

毎年100万円×５回

500

６年目以降

1.44％で推移した場合

564万円

受取期間
10年

（60歳時年金額

万円

の場合

６年目以降

受取期間
10年

※上記の試算は、あくまで現在適用されている予定利率で毎年
推移した場合の試算であり、利率の変動により、年金の受取
総額も変動します。

年間55万円）

0.75

％（最低保証利率）
で推移した場合

532万円

（60歳時年金額

年間53万円）

毎年の積立で老後の資金づくりに
※医師の診査なしの簡単手続き！
※18歳～85歳まで加入できます！
（注）この共済は、６年目以降、毎年予定利率を見直す予定利率変動型の年金共済です。
（注）予定利率とは、共済掛金積立金を積み立てる際適用されるあらかじめ定められた利率のことです。当共済に適応される
予定利率は、ご契約当初５年は固定ですが、ご契約６年目以降は毎年見直されます。
（注）ご契約時の予定利率は、毎年設定されます。したがってご契約時期によって適用される予定利率が異なり、最低保証年
金額が変更となる場合があります。
（注）予定利率は共済掛金積立金にかかるものであり、お支払いいただいた共済掛金全体に対するものではありません。した
がって共済掛金全体に対する利回りは予定利率よりも低くなります。
（注）最低保証予定利率とは、ご契約時に定められ、ご契約６年目以降、共済期間を通して最低保証される予定利率のことで
す。最低保証予定利率は共済期間を通して変動しません。
（注）６年目以降予定利率はあくまで試算値であり、将来の年金のお受け取りをお約束するものではありません。
（注）万円未満は切り捨てて表示しています。
この資料は概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧ください。また、
ご契約の際には、「重要事項説明書（注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

【20059990037】
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,000円で
10
将来の準備を始めませんか！

月々

ＪＡの年金共済

４つのポイント

1
2

毎年（毎月）決まった金額を払い込むことで、計画的にためることができます。

3
4

個人年金保険料控除が受けられます。

年金額の増加が期待でき、一度増額した年金額は減りません。
※予定利率の推移によっては、年金額が増額しない場合があります。

※所定の条件を満たし、税制適格特約を付加している場合に限ります。

医師による診査は必要なく、簡単な告知でお申込みいただけます。

ご契約例

（2020年４月現在）

定期年金タイプ・月払10,000円・60歳払込終了・60歳年金開始・年金支払期間 10年・税制適格特約付・当初５年間の予定利率0.5％

男
ご契約
年 齢

性

女

６年目以降の予定利率（例）

性

６年目以降の予定利率（例）

共済掛金
0.75%
1.44%
0.75%
1.44%
の 合 計（最低保証予定利率）（現在適用されている利率）（最低保証予定利率）（現在適用されている利率）
年金受取 60歳時の 年金受取 60歳時の 年金受取 60歳時の 年金受取 60歳時の
総
額 年 金 額 総
額 年 金 額 総
額 年 金 額 総
額 年 金 額

20歳

480万円

531万円

53万円

622万円

60万円

531万円

53万円

621万円

60万円

30歳

360万円

383万円

38万円

434万円

42万円

383万円

38万円

434万円

42万円

40歳

240万円

247万円

24万円

270万円

26万円

247万円

24万円

270万円

26万円

６年目以降の予定利率である1.44%は、あくまで試算を前提とした６年目以降の利率であり、将来の年金額をお約束
するものではありません。また、万円未満は切り捨てて表示しています。

（注）この共済は、６年目以降、毎年予定利率を見直す予定利率変動型の年金共済です。
（注）予定利率とは、共済掛金積立金を積み立てる際に適用されるあらかじめ定められた利率のことです。当共済に適
用される予定利率は、ご契約当初５年は固定ですが、ご契約６年目以降は毎年見直されます。
（注）予定利率は共済掛金積立金にかかるものであり、お支払いただいた共済掛金全体に対するものではありません。
したがって共済掛金全体に対する利回りは予定利率よりも低くなります。
（注）ご契約時の予定利率は、毎年設定されます。契約時期によって適用される予定利率が異なり、最低保証年金額が
変更となる場合があります。
この資料は概要を説明したものです。詳細につきましては「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」および「ご
契約のしおり・約款」により必ずご確認ください。
【20056810014】

◆お問い合わせは
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共済課

45-3017

令和３年２月３日～令和３年２月15日

調査対象者

正組合員
准組合員
合
計

1,047 名
49 名
1,096 名

提

者

正組合員
准組合員
合
計

994 名 （提出率94.9％）
42 名 （提出率85.7％）
1,036 名 （提出率94.5％）

未提出者

正組合員
准組合員
合
計

質

出

問

53 名
7名
60 名

 大潟村農協は、今後も単独で運営し
当
ていくことについてお尋ねいたします。
（１）合併しないで単独でいくべき
（２）合併するべき

正・准組合員回答
無効 0.1％
判断不可
3.6％
合併
3.4％

未提出
5.5％

正・准組合員
単
独
合
併
判断不可
無
効
未 提 出

1,096 名
958 名
37 名
40 名
1名
60 名

秋田県１ＪＡ基本構想に係る意向調査のご意見等、
および３月９日開催の座談会の質疑応答は４月号に
掲載させていただきます。

２月にＪＡ大潟村全組合員を対象に実施し
た、「秋田県１ＪＡ基本構想に係る意向調査」
の集計結果をご報告いたします。

単独
87.4％

報告

秋田県１ＪＡ基本構想に係る
意向調査 集計結果

調査期間

J Ａだより
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インフォメーション

創立50周年記念

ＪＡ大潟村創立50周年記念 講演・式典・祝賀会

令和３年11月中・下旬に延期

ＪＡ大潟村創立50周年記念 旅行

令和４年１月中旬に延期予定

※記念講演・式典・祝賀会に関しましては、新型コロナウイルス感染者が発生するなど、予断を許さない状況で
あることを踏まえ、１年後（令和２年11月19日から令和３年11月中・下旬）に延期させていただきました。
※記念旅行に関しましては、令和３年１月出発予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和
４年１月に延期の予定です。なお、記念旅行に関する詳細は改めて令和３年６月頃にご案内いたします。それ
に伴い、特別金利を設定した定期積金（旅行積立）の申し込みを新たに募集しておりますので、ぜひご利用く
ださい。

ＪＡ大潟村創立50周年記念旅行に伴う
特別金利定期積金（ 旅行積立）
1 積立受付期間

3 積立適用金利

令和２年12月１日（火）
      0.5％
～令和３年６月30日（水） 4 毎月積立上限額
      50,000円
2満
期
日
      令和４年１月末日まで
当定期積金のお問い合わせ・お申込み

金融課 TEL：45-2211（代表）
または45-3018（貯金窓口）まで

彫刻家 鎌田俊夫さん（大潟村情報発信者）
作品展示会 いよいよ最後です！

ＪＡ大潟村創立50周年記念
イベントとして、大潟村の彫刻
家・鎌田俊夫さんの作品をＪＡ
会館正面入り口ホールに展示し
ております。その７作目、最後
の作品「クロノス」は、展示会
のフィナーレを飾る大作ですの
でぜひご覧ください。

入会金10,000円（税込）のみで
葬儀費用がお得に！

※事前入会が原則です。
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整備課お役立ち情報
今回は、整備課農機にある「中古情報」の掲示板に書かれた内容
をご紹介します。ほしいものがある方は、下記までご連絡ください。
売主の方におつなぎします。
品
１ クボタ

SR65用

名

型

式

コンバイン刈刃（研磨済）

応相談

２ 改造車用ブレードと３点リンクセット
３ フォード

トラクタ

４ デンヨー

インバータ発電機1.4ｋｗ

５

四駆

７ クボタ

キャビン仕様
F5080

応相談

GE1400SSTV

45,000円
5,000円

５×５×10

応相談

Ｍ7970

ガードル付き

応相談

5000

ガードル付き

応相談

８ フォード

９ スプレーホース
10

応相談

スパイダーモア用フリーナイフ一式
（１回使用）＋替刃

６ 苗コンテナ

希望価格

三菱 テーラー
（整備済）

直径8.5×130ｍ 90,000円
マイミニ

耕運幅630ｍｍ

11 ファン×２コ（壁取付用）
12 コスモパック替網

MM27

応相談

直径450くらい

応相談

1.85（４本） Ｒ１新

20,000円

13 乾燥機排風エルボ×２

直径48.5

15,000円

14 リョービ

RMG-300

11,545円

水中ポンプ（新品）

15 ハコベルコン

応相談

※すでに売却済の場合もありますので、その際は何卒ご了承ください。
※ＪＡはあくまで、売りたい方と買いたい方との間を取り持つ役割となります（仲介手数料等
はいただきません）。
※実際の売買に、ＪＡは関与いたしません。売主さんと買主さんとの間で直接やり取りし、売
買していただくこととなります。

整備課農機（TEL：45-2585）
9
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※このコーナーは隔月で掲載致します。

第14回 「いまどうなっているの？お米の状況⑭」
大幅に落ち込む家庭用精米の販売量
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。

みなさんのお手元にこのコラムが届くころは３年
産水稲種子の播種作業でお忙しいころだと思いま
す。まだ作付もされていない３年産ですが、大変大
きな変化が起きています。
すでによくご存じのことで繰り返すのは気が引け
ますが、あまりにも衝撃だったのでこのことに触れ
ないわけにはいきません。さらにはみなさんのおコ
メの販売にも直接影響することなので先行きの予想
にも言及したいと思います。
１月26日に実施された政府備蓄米入札の落札結果
はあまりにも衝撃的でした。予定買入枠20万7,000
㌧が１回目でほぼ全量落札されました。しかも応札
数量が予定枠を12万㌧もオーバーしたのです。これ
はいったいどうしたことなのでしょうか？３年産米
については、主食用米の大幅な需給緩和で６万haを
超えるというかつてない大きな主食用米の生産調整
目標が示されています。にもかかわらず買入枠を大
幅に超える応札があったという事はコメの作付面積
は減らないという事を意味しています。最も確実に
早く３年産米の売り先が確保できるというのが政府
備蓄米なので、需給緩和の環境下にあっては早く売
り先を確保したいというのは産地の皆さんにとって
は当然だと思います。大潟村の生産者の方の中にも
応札された方がいたと思いますが、おそらく落札出
来ていないのではないでしょうか？それは事前に落
札出来る価格よりも実際ははるかに安い価格になっ
てしまったからです。
２年産米までの政府備蓄米落札結果から推計する
と３年産米で落札出来るボーダーラインは620円安
の１万3,220円と応札資格業者は推計していました。
ただし、競争が激化するのは避けられないので、ど
うしても落札したければ「１万2,200円」で応札す
れば良いと言われていました。ところが競争が激し
かった県ではその価格でも落札出来なかったので
す。このため落札結果が発表された27日には応札資
格業者のみならず、コメ関連団体等含め情報収集が
錯綜しました。そこで分かったことは農協系統が大
量応札したという事と競争が激しかったところは１
万1,800円で落札しに行ったという事です。秋田県
はそこまで安くなかったようですが１万2,500円で
も落札出来なかったと思います。
それにしてもなぜ農協系統は安値、大量応札が出

来たのでしょうか？それは共同計算による委託販売
を主食用、新規需要開拓米を含め生産者の白紙委任
状により農協単位で応札できるようになったからで
す。しかも出来秋に用途変更できるというお墨付き
まで農水省より頂いたのですから大変有利な立場に
立てました。さらに追い風になったのが２年度の補
正予算で290億円計上された水田リノベーション事
業です。ご存知のようにこの予算では輸出用米や加
工用米にはこれまでの２倍に相当する10㌃当たり４
万円の助成金が支給されます。共同計算出来るとこ
ろはこれらの助成金とプールして政府備蓄米を応札
できるのですから圧倒的に有利です。
水田リノベーション事業は政府備蓄米だけでな
く、加工用米にも影響します。水田リノベーション
事業予算が58億円と最も多く配分される新潟県は、
国の予算に加え県や自治体が独自に加工用米を助
成するところもあり、販売価格を下げても生産者の
手取りが減らないので販売面で有利な立場に立てま
す。秋田県大仙市の再生協議会で加工用米を取り扱
っている地元の集荷業者が「大仙市は100万俵の生
産量があるコメの一大産地だが、産地交付金は加工
用米には配分されない。このままでは加工用米の販
売先を新潟県に取られてしまう。加工用米にも産地
交付金を割り当てるべきだ」と主張しましたが、無
視されたそうです。
大潟村は米菓業界団体といち早く加工用もち米の
契約を行うようになりましたが、このことについて
も心配なことがあります。それは加工用米に手厚い
助成金を得た産地が３年産から加工用もち米の生産
をはじめ新潟県の米菓メーカーと1000㌧契約した
という情報があるからです。これは一例に過ぎず、
加工用米を生産することによって生産調整目標面積
を達成しようとしているところは多くあります。
国や県の助成金によってその産地のコメの競争力
に差が出て来るという姿は歪な構造だと思います。
価格形成は市場に任すべきで、助成金によって歪め
られるべきではありません。
そうしたことがいつまでも続くと真に競争力のあ
るコメの産地が死んでしまい、産業としての芽を摘
んでしまいます。このことが顕著になるのが３年産
米で、コメ政策の在り方を根本から見直す必要があ
ると思います。
〈つづく〉
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理事会報告

フレミズだより
●活動報告

１月26日
２月18日

●活動予定

未定

女性部合同役員研修
定例総会

２月25日開催

女性部合同役員研修で作った作業帽をかぶって

定例総会の様子

活動報告と予定

青年部

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！

●活動報告

１月22日（金）役員会
２月19日（金）総会資料作成
２月22日（月）学習会
２月24日（水）青年部総会

●活動予定

新型コロナウイル
ス感染拡大の状況
を踏まえながら検
討中です。

報告事項
・業務報告について
・コンプライアンス委員会報告について
・防火対策委員会報告について
・情報セキュリティ委員会報告について
・安全衛生委員会報告について
・店舗改革プロジェクト委員会報告について
・個人情報保護法等に基づく公表事項等の一部改
正について
・自賠責共済 共済代理店手数料取扱規程の一部
改正について
・ＪＡデータ伝送サービス
（AnserDATAPORT方式）
事務手続（統一版）
（秋田県版）の制定について
・令和３年度 農協会館利用料金の設定について
・内部統制システム基本方針に基づく取組状況確認
（四半期モニタリング）および運用評価について
・内部監査報告について（３件）
・農家経営改善対策委員会報告について
議案
第58号 令和３年度内部監査計画について
第59号 内部監査の品質評価実施要領の廃止について
第60号 理事会規程の一部改正について
第61号 座談会の開催について
第62号 貸付金について
協議事項
・令和３年度事業計画（案）について
・複数組合員制について
・意向調査の集計結果及び座談会資料の内容について

◆ ◆◆◆ 五城目警察署からのおしらせ ◆◆◆◆

雪解け時の交通事故防止
路面凍結！日陰や橋の上は要注意
スピードを抑えた運転を！

この時期は雪解けが進み、ついスピードを出してしま
いがちですが、路面にはまだ雪が残っていたり凍結して
いたりすることがあります。スピードを抑えて運転しま
しょう。

青年部総会の様子

職

退

職

員

人

路面凍結に注意！

事

組合員の皆様、ありがとうございました。

３月15日付 渡邊

桃香 （金融課貯金係) お疲れ様でした。

臨時職員のご紹介
これから皆様のお世話に
なります。どうぞよろし
くお願い申し上げます。

思いやり運転を！

生活課

小山田真貴子

コンビニ

鎌田

涼

ＪＡ大潟村の概況 2021年２月末現在
貯 金…318億1,011万円
貸出金… 83億1,297万円
出資金… 9億5,145万円
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路肩に寄せられた雪が解けて、夕方から早朝にかけて
凍結することがあります。
朝夕などの気温が下がる時間帯はもちろん、日中でも
トンネルや橋の上など、日陰になっているところでは凍
結しやすいので十分気を付けましょう。

正組合員数……1,045名
准組合員数…… 49名

雪解けとともに、歩行者や自転車の動きが活発になり
ます。
秋田の道路は「歩行者ファースト」です。お互いに思
いやりの気持ちを持って安全に通行しましょう。

毎月

7

国
国 道
道

ROUTE
ROUTE

日 13 日は取締り強化日です
国
国 道
道

ROUTE
ROUTE

五城目警察署
大潟駐在所

TEL 018-852-4100
TEL 0185-45-2100

ゆ ず り 葉

「地域の茶の間」開催

女性部の組織「ゆずり葉」は、２月25日に57回目の「地域の茶の間」を大潟村ふれあい健康館で開催し、

約30人が参加しました。

「ゆずり葉」は、ＪＡのヘルパー養成事業で資格を取得した人を中心とした組織で、シニア層の交流の

輪を広げ、生きがいを持ち過ごしてもらうことを目的に、平成14年７月から年３回開催しています。
参加者は、「いつもは会わないメンバーと会えるの

で毎回新鮮味があって楽しい」、「教えてもらった体
操のおかげで、旅行先で５万歩も歩けるようになっ
た」など、感想を述べました。

ゴムボールを使った体操の様子

スポーレおおがたの齊藤明裕先生による椅子に座った体操

ゆずり葉の
千葉恵美子会長

大潟駐在所長の渡部英明警部補による防犯と交通安全の講話

コーヒーをいただきながら

JAだより おおがた

大潟村青色申告会では毎年２月上旬から
３月上旬にかけて、青色申告会事務所にお
いて確定申告事務相談を行っています。
今年は新型コロナウイルスへの感染予防
対策として、密にならないよう相談者を分
散来場させるため、事務所を第１会場とし
て、 Ｊ Ａ 会 館 小 会 議 室 を 第 ２ 会 場 と し て、
計２か所相談会場を設置しました。
相談者にはマスクの着用、受付での検温・
手指の消毒を呼びかけ、定期的に会場内の
換気を行い安全の確保に努めました。

青申 第２会場を設置しました

第２会場の様子

参加者は血圧測定をしてから体
操に臨みます

〒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 https://jaogata.exblog.jp/
発行／大潟村農業協同組合 印刷：㈱八郎潟印刷
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