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令和4年度高品質米生産者表彰

JAあさひかわ青年部PR活動

令和5年1月15日（日）に、JAあさひか
わ青年部が、カムイスキーリンクスにて、
あさひかわ産米の拡販活動を行いました。
旭川市とカムイスキーリンクスとの協
力のうえ、3品種（ゆめぴりか、ななつ
ぼし、えみまるを各1kgずつ）食べ比べセ
ットと管内産焼き芋の販売を行いました。
コロナ禍という逆境を力に変え、万全
の感染対策を施しての開催となった当日
は、天候にも恵まれ、市内外から非常に
多くのスキー客が来場していました。購
入された方に青年部員が直接手渡しする
ことで、「安全・安心」なあさひかわ産の新米を直にPRすることができました。
また、青年部と事業連携を行っている旭川農業高校の生徒も同イベントに参加し、趣向を凝ら
したミニゲームを企画するなどして親子連れの集客に貢献しました。
青年部員は直接消費者に販売することで、あさひかわ産米のイメージや実際の消費者からの感
想も聞くことができ、PR活動の効果を感じているようでした。

旭川米生産流通協議会は令和5年3月3日（金）令和4年度高品質米生産者表彰式を開催しました。
対象品種としては『ななつぼし』『ゆめぴりか』『ほしのゆめ』『きたくりん』のタンパク含有率

6.8％以下の高品質米出荷生産者を讃えるもので、作付面積規模により第1部門・第2部門に区分
し単位面積あたり出荷数量が多い生産者を地区優秀賞として選出し、上位3名を金賞・銀賞・銅
賞、次点の生産者を特別賞として表彰するものであります。令和4年度については、第1部門金賞
に北野地区の山口雅弘さん、銀賞に永山地区、菅原敏勝さん、銅賞に神居地区北原一已さんが受
賞となり、当JA生産者が第1部門高位3賞を独占受賞されました。また、第2部門では銀賞に神居
地区の鷲尾政男さん、銅賞に北野地区、多田匡徳さんがそれぞれ受賞となりました。当JAの各
受賞者は次のとおりです。
なお、生産者総合研修会については、新型コロナウイルスの感染リスクを考慮し、中止となり
ました。

【第1部門】
金　　　賞 山口　雅弘 （北野）
銀　　　賞 菅原　敏勝 （永山）
銅　　　賞 北原　一已 （神居）
地区優秀賞 花釡　貴子 （旭正）
 西田　典文 （中央） 
特　別　賞 山下　寿明 （北野）
 宿谷　昌也 （永山）

【第2部門】
銀　　　賞 鷲尾　政男 （神居）
銅　　　賞 多田　匡徳 （北野）
地区優秀賞 前田　昌寛 （永山）
 井上　孝夫（旭正）
 山本　翔太 （中央）
特　別　賞 木全　英俊 （北野）
 浅田　敏久 （神居）

第1部門金賞を受賞する  北野地区  山口雅弘さん



4 3

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

青年部事業の広がりを目指して  JAあさひかわ青年部が第21回定期総会を開催

JAあさひかわ女性部　第20回通常総会開催

2月24日（金）、お城の鯉寿しにおいて、第21回JAあさひかわ
青年部定期総会が、島山組合長、古澤専務、上田常務、白﨑常務、
谷本営農企画部長及び各地区基幹支所長を来賓に迎え開催されま
した。
令和4年度の事業報告・収支決算報告にはじまり、令和5年度の
事業計画・収支予算の審議、また役員の改選について慎重に審議
が行われました。

2月16日（木）旭川市農業センターにおいて、島山組合長、古
澤専務、女性理事の大澤理事、宮城理事、営農企画部長、各基幹
支所長を来賓に招き、35名の役員・部員が参加し、JAあさひか
わ女性部第20回通常総会が開催されました。コロナ禍により書面
開催が2年続き、実に3年ぶりの開催となりましたが、感染予防対
策として各支所部員から4名につき1名の出席となりました。
女性部綱領・5原則朗唱のあと、山川部長の挨拶、続いて来賓

事業活動では、職員との交流会や20周年記念式典及び農産物PR活動について、報告されました。
今年度の事業計画や実施内容・役員改選については、青年部員から活発な意見が出され、青年部事
業活動への更なる取り組みに期待を感じさせる内容となりました。
最後に、令和5年度から、永山地区　山岸 充典氏が新しい部長となり、無事総会は終了した。
役員改選では次の方々が新役員に選任された。（敬称略）
⚫部長　山岸　充典　⚫副部長　淺野　健次郎　⚫会計　鈴木　啓太　⚫書記　髙島　優太
⚫監事　岡田　雅樹　⚫監事　髙田　陽平

を代表して島山組合長より挨拶をいただき議事に入りました。
旭正地区の只石峰子さん、永山地区の岩井千恵美さんを議長に選出し、事業報告・決算報告、なら
びに事業計画・予算について審議が行われ、収支決算報告の内容や女性セミナー活動について等の質
疑応答があり、活発な意見交換が行われました。また、旭川中央支所女性部の解散報告が行われ、他
の支所も今後の課題を考える機会となりました。
女性部が抱える課題や改善が必要な点等が話し合われ、対面総会の意義を改めて実感することとな
りました。
なお、役員改選については次の方々が選出されました。（敬称略）
⚫部長　　谷口　佳代子（旭正）　　⚫副部長　岸本　雅代（神居）　
⚫副部長　高田　由美子（北野）　　⚫副部長　藤井　やよい（永山）　
⚫会計　　松本　美代子（北野）　　⚫会計　　鶴間　智子（永山）　　　
⚫監事　　石倉　香代子（旭正）　　⚫監事　　鈴木　恵（神居）

JAあさひかわ稲作協議会  20周年記念式典・ゆめぴりか出荷表彰

令和4年産ゆめぴりか基準品出荷表彰者

2月28日（火）、JAあさひかわ稲作協議会創設20周年を記念して歴代会長への感謝状贈呈式を
開催しました。
島山組合長を始め、古澤専務、ホクレン旭川支所米穀課門脇課長、川村係長を来賓として招き、
あわせて稲作協議会役員が参加しました。
歴代稲作協議会四代目会長、中田義美様、五代目会長、佐野彰俊様には稲作協議会の発展に多
大なる貢献をしていただいたことへの感謝の意を込め感謝状と記念品が贈られました。
歴代会長、お二方よりそれぞれ、ご挨拶をいただき中田義美様からは協議会に対し「結果を考
えるよりもまずは、何事にも挑戦し実績を上げ、それを礎に稲作の発展に役立てて欲しい」佐野
彰俊様からは「全道一の生産組織になれるよう邁進していただきたい」とのお言葉をいただきま
した。あわせて、ゆめぴりか生産者表彰も行われ受賞者を代表し旭正地区、千葉直弘様より、ご
挨拶をいただき「このような賞を受賞できたことを大変嬉しく思います。これまで、苦労をして
GAP取得を続けたことが生産管理にも成果として形になり今後の励みとして、また来年度も頑張
りたい」とのお言葉をいただきました。

20周年という節目を迎えJAあさひかわ稲作協議会はこの日、新たな一歩を踏み出しました。

●選考基準●
対象品種  ゆめぴりか
対象者  稲作協議会より優秀賞、特別賞を各地区それぞれ1名選考
対象基準 ①優秀賞：第1区分S（タンパク6.8以下）の出荷量の多い生産者を1名表彰  
 ② 特別賞： ゆめぴりか総出荷量に対する第1区分S（タンパク6.8以下）の出荷率の多い生

産者を表彰、同率の場合は第1区分S（タンパク6.8以下）の出荷数量の多い生
産者を表彰する。

※ただし、賞が重複する場合は優秀賞を優先する。

左／四代目会長
　　中田義美 様（永山地区） 
中／五代目会長　
　　佐野彰俊 様（旭正地区）
右／ゆめぴりか優秀賞　
　　千葉直弘 様（旭正地区）

地区 順位 賞 氏名 出荷俵数 出荷率

中央地区
1位 優秀賞 西田 典文 806.5 -

- 特別賞 岩井 敬樹 401.5 100.0%

旭正地区
1位 優秀賞 千葉 直弘 1,800.0 - 

- 特別賞 髙橋 一政 1,199.5 100.0%

神居地区
1位 優秀賞 清水 和之 1,060.5 -

- 特別賞 島山 守穗  662.0 100.0%

地区 順位 賞 氏名 出荷俵数 出荷率

永山地区
1位 優秀賞 関谷 安裕  1,626.0 -

- 特別賞 菅原 敏勝  1,213.0 100.0%

北野地区
1位 優秀賞 株式会社

伊林農園  1,717.5 -

- 特別賞 藤井 照英  882.0 100.0%
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伝えたい「コト」コンクール開催

JAあさひかわでは、新たに導入したデジタルサイネージを活用したコンクールが開催されまし
た。デジタルサイネージとは、TV画面を通して宣伝を流し、お客様へ情報を提供することです。
映像を通して、お客様へ伝えたい事は何かをテーマとした作品作りは初めての試みであり、1か
月半ほどの製作期間は各支所試行錯誤の連続でした。
「紙面では出来ない高いアピール力」を生かし、お客様により良い情報提供を目的とした作品は
どれも力作揃いでした。
組合長、専務、常務2名、常勤監事、JA北海道信連旭川支所長、JA共済連北海道旭川支所長が
審査員となり、顧客へ伝わりやすい内容になっているか、興味を引く効果的な内容になっている
かなどの8項目を審査した結果、神楽支所・北野支所・永山支所の3支所が表彰されました。

JAへお越しの際は、ぜひTV画面から流れる映像や音楽をお楽しみください。

～デジタルサイネージ導入支所～　
⚫北部支所　⚫神楽支所　⚫永山支所　⚫豊岡支所　⚫北野支所

◉最優秀賞　・神楽支所　テーマ　「色々あるよ！神楽地区！そうだ！神楽へ行こう！」
◉優秀賞　　・北野支所　テーマ　「したっけ北野に来たらいいっしょ」
◉優秀賞　　・永山支所　テーマ　「あさがお・穂の香をもっと身近に‼withよりぞうファミリー」

神楽支所
最優秀賞

北野支所
優秀賞

永山支所
優秀賞

農産物直売所  あさがお運営協議会  第18回定期総会

2月20日（月）JAあさひかわ永山基幹支所にて、JAあさひか
わ農産物直売所あさがお運営協議会（田口一昌会長・会員189名）
の第18回定期総会が会員33名の出席並びに当JAより古澤専務・
谷本部長を来賓に迎え開催されました。
議長には永山地区の笠井好一氏が選任され、令和4年度事業報
告並びに収支決算報告、令和5年度事業計画（案）並びに収支予
算（案）等について慎重に審議が行われ、議長の円滑な議事進行
により全て原案通り可決・承認いただき総会は閉会しました。
また、総会の前段には、シンジェンタジャパン株式会社のもと令和4年8月に実施されたあさがお
来客者満足度調査の結果報告会が行われ、消費者のニーズに合わせた野菜作りに向けた研修が行わ
れました。

JAあさひかわ  さつまいもブランド化プロジェクトチーム発足及び試食会の開催

JAあさひかわさつまいもブランド化プロジェクトチームの発足及び試食会が1月24日（火）上
川農業改良普及センターで行われ、旭川市議会議員や各関係機関、当組合の古澤専務をはじめJA
関係者等の参加により約50名にて開催されました。
古澤専務より「JAあさひかわでは第8次農業・農協中期3ヵ年計画の青果振興方策にさつまい
もの生産を取り入れております。さつまいもの生産拡大を計画する上で、栽培技術の向上と作付
面積の拡大、そして加工品開発・出荷販売等の対策を強化するため、本日、ご出席している方々
の支援や協力をいただきながらブランド化や産地形成を目指してまいりたいと思います。」と開会
挨拶が行われました。
試食会ではJAあさひかわ女性部「みそ汁キャラバン隊」の調理協力をいただき、当組合産さつ
まいもを使った23品ものレシピ考案により料理が並べられ、参加者はそれぞれ試食を楽しみました。
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令和5年度 人事異動

日付 資格名 氏名 所　　属
12/31 係 木下　佑香 神楽金融支所貯金共済課係
12/31 係 澤野　貴人 西神居事業支所係 
1/31 調査役 中山　登士彦 購買部燃料課北野給油所調査役
1/31 調査役 吉崎　隆裕 神楽金融支所貯金共済課長 
1/31 係 早川　美勇士 永山金融支所貯金共済課係 
1/31 係 田中　祐香 永山金融支所貯金共済課係 
1/31 係 佐々木　壱晟 北部金融支所支所課係 
1/31 係 諸橋　凪紗 永山金融支所貯金共済課係 
1/31 係 池尻　一貴 神楽金融支所貯金共済課係 

❖退職（9名）

日付 資格名 氏名 所　　属
2/1 準職員 中山　登士彦 購買部燃料課北野給油所係（定年退職者再雇用）

❖採用（1名）

❖本所（6名）
氏　名 職　責 新　　辞　　令 職　責 旧　　　辞　　　令

武田　吉陽 審議役 金融共済部長 審議役 金融共済部長兼旭川中央基幹支所長
木内　和紀 推進役 金融共済部金融課長 推進役 金融共済部金融課推進役
若月　郁子 考査役 金融共済部金融課考査役 考査役 金融共済部金融課長
大村　寿憲 推進役 購買部燃料課推進役兼購買部燃料課神楽給油所長 推進役 購買部燃料課推進役
金田　晃典 係 購買部燃料課神楽給油所係 主 査 購買部燃料課神楽給油所長

中田　大嵩 係 豊岡金融支所貯金共済課係 係 金融共済部融資・農家経営対策課ローンセンター係
兼豊岡金融支所融資相談課係

❖旭正基幹支所（4名）
氏　名 職　責 新　　辞　　令 職　責 旧　　　辞　　　令

矢田　紗耶佳 主査 神居金融支所貯金共済課係長 主査 豊岡金融支所貯金共済課係長

熊谷　圭太 係 金融共済部融資・農家経営対策課ローンセンター係
兼豊岡金融支所融資相談課係 係 豊岡金融支所貯金共済課係

高橋　美帆 係 神楽金融支所貯金共済課係 係 豊岡金融支所貯金共済課係

松川　莉想 係 豊岡金融支所貯金共済課係 係 豊岡金融支所融資相談課係兼金融共済部融資・農家
経営対策課ローンセンター係

❖永山基幹支所（1名）
氏　名 職　責 新　　辞　　令 職　責 旧　　　辞　　　令

高橋　真由子 調査役 豊岡金融支所貯金共済課係長 調査役 '永山金融支所貯金共済課係長

❖旭川中央基幹支所（3名）
氏　名 職　責 新　　辞　　令 職　責 旧　　　辞　　　令

川合　拓野 考査役 旭川中央基幹支所長兼神楽金融支所長兼神楽金融支
所貯金共済課長 考査役 神楽金融支所長

生田　雄也 係 永山金融支所貯金共済課係 係 神楽金融支所貯金共済課係
丹　咲紅良 係 豊岡金融支所貯金共済課係 係 神楽金融支所貯金共済課係

❖神居基幹支所（1名）
氏　名 職　責 新　　辞　　令 職　責 旧　　　辞　　　令

今野　敦子 主査 永山金融支所貯金共済課係長 主査 神居金融支所貯金共済課係長

❖北野基幹支所（1名）
氏　名 職　責 新　　辞　　令 職　責 旧　　　辞　　　令

北村　直美 主査 永山金融支所貯金共済課係長 主査 北野金融支所貯金共済課係長

寒くてお風呂が恋しい季節
入浴で疲れも気分もリフレッシュ

{メリット（効果） {デメリット（注意）
リラックス効果、疲労回復、新陳代謝の促進、
血流改善、冷え、腰痛・肩こり・膝の痛み、足
のむくみ、美肌効果、汚れを落とす、免疫機
能の向上など

お湯の温度は40℃前後、お湯に浸か
る時間の目安は10分くらい、肩まで
浸かることがおすすめ。入浴剤を入
れて温泉気分。手足湯もおすすめ

商品のご購入は、お近くの
JA配置薬推進員にご連絡ください

ひのきの香りと、緑黄色のお風呂でリラックス
気分。2つの温泉成分と5つの保湿成分+αで、
お肌を健やかに保ち肌にうるおいを与え、心身
ともにリフレッシュ。
1本2,750円（税込）1,100ｇ　

長湯すると肌のうるおいが奪われ、体力も消
耗します。
浴室内外の温度差や湯船との温度差によるヒ
ートショックに注意

おすすめの入浴方法 おすすめ商品

神楽年金同友会が第44回通常総会を開催

神楽年金同友会（会長上島由満、会員数75名）は、1月19日
（木）旅亭雪の屋にて総会を開催し令和4年度事業報告・収支決算
報告及び令和5年度の事業計画等の報告が行われ原案通り承認さ
れました。総会終了後には、懇親会が開かれ和やかな雰囲気の中、
久しぶりの懇親会が行われ、親睦を深め笑顔いっぱいで終了とな
りました。
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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

第14回  理事会
監査報告

1　第3・四半期定期監事監査の報告について
2　旭川中央金融支所統合に係る監査の結果について
不祥事再発防止策報告
不祥事再発防止策取組状況について
決議事項

1　 令和5年度内部監査計画（案）及び内部監査実施計画（案）について
2　旭川中央支所に係る固定資産処分について
3　 令和4年度11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4年度事業決算棚卸について
5　規程類の一部変更について
6　所在不明組合員の状況と今後の見通しについて
報告事項
【営農企画部】

1　鷹栖町へ令和5年度農業予算に関する要望書について
2　営農計画書作成にあたって
3　 令和2・3年産米追加・最終精算及び令和4年産米最終出荷実績に
ついて

【金融共済部】
4　疑わしい取引の届け出について
5　北海道に対する報告について
【管理部】

6　みのり監査法人による期中監査Ⅱ経過概要報告について
7　組合員加入及び脱退の状況について
8　今後の日程について
9　人事異動について

10　その他

令和4年12月23日（金）

決議事項
1　期末手当の支給について

第17回  理事会 令和5年1月31日（火）

第15回  理事会
不祥事再発防止策報告
不祥事再発防止策取組状況について
決議事項

1　 令和4年度12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

2　令和5年度事業取組方針（案）について
3　令和5年度　不良債権の処理方針について
4　 令和5年度信用供与等の最高限度額設定及び令和5年度貸付金
利率の最高限度額設定について

5　人事ローテーションの特例措置について
6　行政機関からの預貯金等調査業務にかかる手数料について
7　組合員の出資金持分譲渡について
報告事項
【監事会】

1　令和5年度監事監査計画について
【金融共済部】

2　大口信用供与先の経営状況報告について
3　金融円滑化にかかる条件変更対応状況について
【管理部】

4　令和5年度役員報酬に関する答申について
5　組合員懇談会の意見集約について
6　規程類の制定について
7　組合員の加入及び脱退の状況について
8　その他

令和5年1月26日（木）

第16回  理事会
決議事項

1　令和5年度　余裕金運用額及び運用方針について
2　令和5年度　借入金の限度額について
3　減損会計グルーピング方針について
4　令和4年度ホクレン生乳生産抑制支援策について
5　規程類の一部変更について
報告事項
【内部監査室】

1　内部監査の実施報告について
【管理部】

1　みのり監査法人による期中監査Ⅲ経過概要報告について
2　人事異動について
3　その他

令和5年1月30日（月）

理事会だより

お悔やみ 謹んで故人のご冥福をお祈り申し上げます

12/10 鶴羽　茂市 さん 旭正地区共栄2農事組合
12/13 小黒　透 さん 旭正地区その他農事組合
12/21 中原　タマ子 さん 神居地区上雨紛・神華農事組合
12/22 古屋　俊男 さん 神居地区上雨紛・神華農事組合
1/2 鮫澤　護 さん 北野地区8区農事組合
1/2 大橋　陽子 さん 永山地区10区1組農事組合
1/9 井上　キミ さん 旭正地区忠別4農事組合
1/11 池本　直人 さん 神居地区西丘農事組合
1/15 松田　アキノ さん 旭川中央地区西御料地5区農事組合
1/21 永井　義春 さん 神居地区江丹別中央農事組合
1/22 前田　和博 さん 神居地区豊里農事組合

概 要
（令和5年1月末実績）

組合員数
正組合員 1,577名
准組合員 17,052名
合　　計 18,629名

出 資 金 残 高 2,027 百万円
販 売 取 扱 高 4,479 百万円
生 産 資 材 供 給 高 959 百万円
給 油 所 供 給 高 1,668 百万円
生 活 供 給 高 80 百万円
貯 金 残 高 98,978 百万円
融 資 残 高 24,316 百万円
長 期 共 済 保 有 高 1,482 億円

監事会・監事監査の報告

監事会

監事監査

第12回監事会　令和4年12月23日開催
第13回監事会　令和5年1月30日開催

1．随時監査　
令和5年1月に8金融支所、1支所、金融共済
部、営農企画部、購買部、旭川協同総業を実
施

2．資産仮査定監査
令和5年1月24日、25日、27日、2月2日に7
金融支所を実施

3．決算棚卸監査
令和5年1月31日、2月1日に6地区倉庫、4
資材センター、1支所、4給油所、1直売所を
実施

＊随時監査と資産仮査定監査は、内部監査室と合同で実施しました。

第29回  JA全国大会決議  JAグループの実践

〈今回のテーマ〉 
ＪＡグループで進めている

「協同組合としての役割発揮を支える人づくり」って
どういった取り組みなの？

耕そう、大地と地域のみらい

地域の少子・高齢化やJA組合員の世代交代など、組合員や地域住民の営農・くらし
を取り巻く課題に対し、組合員と役職員が共に学びあい、実践を通じて解決していく
ことができる力を身につけていく取り組みです。
組合員教育に関しては、次世代組合員リーダーの育成にむけた組合員大学の全国普
及を重点に取り組みます。職員教育に関しては、JAで働くうえでの基盤となる協同組
合精神、すなわち助け合いの心を要請したうえで、組合組織の活性化に不可欠なコミ
ュニケーション能力の向上をはかります。役員教育であっても学び続けることが必要
であり、新たにJA経営ビジョンセミナーをスタートします。県域・全国連は、JAの
取り組みを効果的・効率的にするための機会づくりや、実効性ある組合員・役職員教
育をするための体制整備の支援などに取り組みます。

知りタイガーのJA虎の巻

編集後記

2023年は早くも3月となり、春の陽気が感じられるように
なりました。季節の変わり目は環境が変わり体調を崩しやす
くなります。お体にはお気を付けください。

JAあさひかわ広報誌編集委員会


