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旭正地区市民委員会は旭正地区農業施設の被害に際し、
被害状況を個別に把握し、自治体に早期の対応を要望しま
した。被害を最小限に食い止められたのは、ひとえに委員
会の皆さまの迅速な行動によるものです。

10月27日（木）、旭正基幹支所において、島山組合長よ
り旭正地区市民委員会　会長小西修さんに感謝状と金一封
をお渡しし、感謝の意をお伝え致しました。
旭正地区市民委員会のご尽力に厚く感謝申し上げます。

旭正地区における突風被害の発生および被害報告

当組合より、旭正地区市民委員会へ感謝状を贈呈しました

10月4日（月）、前線が通過した影響で道北を中心に激しい風雨となり、旭正地区においても
突風による農業施設の被害が発生しました。今回、被害を受けた皆様には心からお見舞い申し
上げます。

謹んで突風による災害のお見舞いを申し上げます。
このたびの突風で思いがけぬ被害に遭われ、組合員の皆様におかれましては、さぞ
ご傷心のこととお察し申し上げます。
一日も早い復旧となりますように心よりお祈り申し上げます。

代表理事組合長　島山　守穗

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74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、今日に至っております。

昨年より、新型コロナウイルスという今まで経験したことのないウイルスが世界的に感染拡
大しており、このウイルスは、社会・経済の環境変化にも大きな影響を与えております。
農業分野においても農畜産物の深刻な需要の減少、東京一極集中の是正などの地方への関
心の高まり、SDGsへの貢献、地球温暖化による気候変動への対応として「2050カーボンニ
ュートラルへの挑戦」の具体化（みどりの食料システム戦略の策定）など取り巻く環境の大
きな変化も加速しております。

かかる状況のもと、先般、3年に1度のJA北海道大会を開催し、【北海道550万人と共に創
る「力強い農業」と「豊かな魅力ある地域社会」】が決議されたところであります。
組合員・JA・連合会・中央会が各々の役割を再認識するとともに、JAグループ北海道が一
体となって、しっかりと対話を行い、経営基盤を強化していくことが大会の基本目標であり、
着実に実践していくことが社会からの要請に応えることにもなります。

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。

北海道農業協同組合中央会　代表理事会長　

小野寺 俊幸

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
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未来を拓く協同組合
進めよう！ 国消国産 国民が必要とし消費する食料は、できるだけその国で生産

〈今回のテーマ〉 日本の食料供給は大丈夫？

出典：農林水産省

耕そう、大地と地域のみらい

食のグローバル化が加速する中、有事の際にも食料の安定供給が求められています。

わが国の食料自給率（カロリーベース）は38％と低迷していますが、農産物輸入額は

2000年からの約20年間で約2.3兆円も増加し、6.2兆円となりました。

また、コロナ禍で実際に、約20か国が食料の輸出規制に踏み切りました。食糧輸出国

もいざというときには、自国内の供給を優先する傾向が分かりました。

食のグローバル化が進む中だからこそ、「国消国産」を進めていくことに大きな意味が

あります。

10月2日（土）・3日（日）江丹別そば処穂の香永山店にて令和3年産そばを使用した「新そ
ばフェア」が開催されました。
開始前から長い列ができるほど大勢のお客様にお越しいただき、温かい「かけそば」と冷た

い「冷やしぶっかけそば」を特別価格にて提供し、2日間で714食を販売する盛況ぶりとなりま
した。ななつぼしの新米おにぎりも同時に販売され、お客様に大好評をいただきました。ご来
店ありがとうございました！

江丹別そば処穂の香　
新そばフェア開催

特 

集

縁日も開催され、お子
様にも

楽しんでいただきまし
た♪
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農産物直売所あさがお 新米セール開催！ 根室・海産物販売フェアを開催！

令和3年産米初出荷

みんなチェック！ 北海道最低賃金

9月25日（土）・26日（日）の2日間、農産物直売所あさがお永山店・神楽店にて令和3年産新米セ
ールを開催しました。
特別栽培米ゆめぴりか・YES!clean米ななつぼし各5kgを特別価格で販売し、刈り取ったばかりの
おいしい新米を多くのお客様にお買い求めいただきました。
ご来店ありがとうございました。

10月9日（土）、あさがお神楽店にて大場水産の協力により、根室・海産物販売フェアを開催しまし
た！  開店前から行列ができ、根室で水揚げされた新鮮な海の幸を多くのお客様にお買い求めいただ
きました。
さんま、ほっけ、めじか、ほっき、カキ、あさり等、多くの海産物が驚きの価格で提供され、大勢
のお客様で賑わい、大盛況のイベントとなりました。
ご来店ありがとうございました！

令和3年産米は8月30日（月）に旭正検査場にて旭正地区の髙田陽平さん、RT前検査場にて永山地
区の楠智晴さんがそれぞれ初出荷となり、島山組合長・古澤専務より記念品が贈られました。また、中
央地区の初出荷が只石博幸さん・神居地区では沼澤美香さん・北野地区からは多田匡徳さんとなりま
した。
今年度は、6月以降高温・多照で経過し、豊作基調で推移した一方、胴割粒の発生が多い傾向であ
りましたが、タンパク含有量は低く収量は平年以上に多く確保でき、良い出来秋を迎えることができ
ました。

>獲れたての魚介類を遠くの街に届ける
    魚屋コンビニカーも旭川に初登場！

北海道内の事業場で働くすべての労働者（会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くす
べての人）及びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されます。

○ 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。

（効力発生年月日　令和3年10月1日）

>旭正地区　髙田陽平さん >永山地区　楠智晴さん

時間額889円

獲れたての魚介類を遠くの街に届ける
魚屋コンビニカーも旭川に初登場！



8 7

JAあさひかわの
気になるニュース

いつでもどこでも
くまなく情報満載TOPICS

干ばつ並びに米価下落により影響を受けた農業者の皆様へ

農林漁業セーフティネット資金
が活用できます

☛問い合わせ先　◆農業融資5支所

借入限度額

600万円または1,200万円（コロナ特例）

□神楽支所　☎61-4111　　□永山支所　☎48-2171
□旭正支所　☎32-2231　　□神居支所　☎61-4126
□北野支所　☎87-2131

借入対象者

認定農業者、主業農業者、認定新規就農者、
集落営農組織等

資金使途

長期運転資金

金　利 融資期間

10年以内または15年以内（コロナ特例）
（うち据置期間3年以内）

０.１６％～０.２５％または
当初５年間は、実質無利子（コロナ特例）

※６年目以降の金利については所定の金利となります。
※金利は令和3年10月18日時点

担　保 取扱融資機関

実質無担保・無保証人（コロナ特例） ㈱日本政策金融公庫
（当組合が窓口となって対応します。）

減収等一時的な影響に対し、経営の維持安定に必要な長期資金です。
新型コロナウイルス対策特例により限度額、金利、期間が拡充されています。

農林漁業セーフティネット資金とは
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第10回  理事会
決議事項

1　第三者委員会設置要領の制定について
2　 第三者委員会及び役員責任調査委員会の弁護士依頼について
3　不祥事に関する説明会の開催について

報告事項
1　上川中央部5JA合併検討委員会の協議事項について
2　その他

令和3年8月12日（木）

第11回  理事会
監査報告
第2・四半期定期監事監査の報告について

決議事項
1　顧客からの問い合わせによる調査経過について
2　第1・四半期監査指摘事項に係る回答について
3　 令和3年度7月末に於ける事業実績（子会社含む）及び仮決算（子会社
含む）の状況について

4　令和3年産米　米出荷方針及び集荷体制について
5　規程類の一部変更について
6　上川中央部5JA合併検討委員会の協議事項について

報告事項
1　内部監査の実施報告について
2　旭正地区農用地利用調整組合設立について
3　神居地域中山間事業連絡協議会設立総会について
4　 TAC活動状況報告、主要農産物の状況及び地区営農状況について
5　 疑わしい取引の届出にかかる第2四半期定期報告について
6　反社会的勢力排除対応管理先対応状況報告について
7　信用リスク管理態勢に係る貸付実績報告について
8　法人取引先の状況について
9　不祥事に関する説明会の意見集約について

10　第3次経営改善対策基本方針について
11　 令和3年度第3四半期余裕金運用計画額および運用方針について
12　 コンプライアンス・プログラムの上半期取組状況について
13　規程類の一部変更、及び制定について
14　所在不明組合員について
15　組合員加入及び脱退の状況について
16　系統外預金状況について
17　令和4年度　新規採用計画について
18　その他

令和3年8月27日（金）

第12回  理事会
決議事項

1　顧客からの問い合わせによる調査経過について
2　 令和3年度8月末に於ける事業実績（子会社含む）及び仮決算（子会社
含む）の状況について

3　ディスクロージャー誌（半期開示）について
4　寒冷地手当の支給について
5　集金業務の原則廃止について
6　上川中央部5JA合併検討委員会の協議事項について

報告事項
1　内部監査の実施報告について
2　 令和3年産米概算金単価及び加工用米・新市場開拓用米出荷時概算
金単価の訂正について

3　 TAC活動状況報告、主要農産物の状況及び地区営農状況について
4　大口貸出先の条件変更について
5　 神楽支所移転に伴う改修工事日程及び移転後の営業開始日について
6　 みのり監査法人による期中監査Ⅰ経過概要報告について
7　JA北海道大会組合員組織討議について
8　子法人等7月末事業実績について
9　規程類の一部変更について

10　組合員加入及び脱退の状況について
11　その他

令和3年9月28日（火）

理事会だより

第   9回監事会　令和3年　8月26日開催
第10回監事会　令和3年　9月28日開催　

1．無通告監事監査　　　　　　　　
令和3年8月に10金融支所を実施

2．第2・四半期監事監査　　　　　
 令和3年8月18日から8月26日までの間で
7日間実施

3．無通告監査　　　　　　　　　　
 令和3年9月に7金融支所、1給油所を実施

＊ 監事監査は、内部監査室の協力により実施しました。
　 無通告監査は、内部監査室と合同で実施しました。

監事会・監事監査の報告

監事会

監事監査

組合員数
正組合員 1,718名
准組合員 18,369名
合　　計 20,087名

出 資 金 残 高 2,104 百万円
販 売 取 扱 高 1,974 百万円
生 産 資 材 供 給 高 1,054 百万円
給 油 所 供 給 高 921 百万円
生 活 供 給 高 48 百万円
貯 金 残 高 100,534 百万円
融 資 残 高 22,251 百万円
長 期 共 済 保 有 高 1,562 億円

概 要
（令和3年9月末実績）

お悔やみ 謹んで故人のご冥福をお祈り申し上げます

8/14 長野　英子 さん 旭正地区その他（旭正）農事組合

8/15 本作　國光 さん 旭正地区旭正1農事組合

8/19 只石　廣夫 さん 旭正地区旭正1農事組合

8/21 千葉　ミツ さん 神居地区江丹別中央農事組合

8/22 木下　利子 さん 旭川中央地区神楽（旭川神楽）中央農事組合

9/3 稲田　明 さん 旭正地区忠別1農事組合

9/11 薄網　洋子 さん 北野地区2区農事組合

9/11 只石　耕藏 さん 旭川中央地区西御料地4区（旭川神楽）農事組合

9/15 大谷　操 さん 北野地区とうわ農事組合 

神楽支所  店舗移転のお知らせ

日頃よりJAあさひかわ神楽支所をご利用いただきまして、厚く御礼申し上げます。
この度、神楽支所は令和3年11月24日（水）より新店舗に移転させていただくことになりました。な
お、令和3年11月20日（土）～23日（火）の期間は店舗移転作業に伴い、臨時休業させていただきま
す。皆様にはご不便をおかけいたします。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
新店舗移転後も神楽支所を引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

>現店舗：令和3年11月19日（金）をもって終了いたします。
>新店舗：令和3年11月24日（水）から営業いたします。

旭川市神楽5条8丁目1番16号（旧、農産物直売所　あさがお神楽店）
TEL 0166-61-4111

>休業期間：令和3年11月20日（土）～23日（火）

※ATM休止期間中のご利用について
休止期間中のATMご利用は当組合神居支所ATM、旭川中央支所ATM、コンビニATM、

お近くの提携金融機関ATMをご利用いただきますようお願いいたします。

※移転に伴う、住所、電話番号、FAX番号は現行と変更ありません。

⃝窓口・ATMの営業

⃝新店舗

⃝臨時休業のご案内（移転作業の為、金融店舗及びATMを休業させていただきます。）

ホンダ
カーズ

旭川協同総業

旭川協同総業

国道237号線 →至富良野

現店舗

新店舗
（旧、あさがお神楽店）

 ❖表紙について
根室・海産物販売フェアは長い行列ができる大盛況のイベントと

なりました。ご来店ありがとうございます。
早いもので令和3年も残り2ヶ月を切り、神居古潭の紅葉も美しく
彩られ、多くの方が景観を楽しんでいました。
コロナウイルスとインフルエンザの両方を予防することは大変で

すが、体調を崩さないようお気をつけてください。
JAあさひかわ広報誌編集委員会

編集後記


