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第 5 回ＪＡ北オホーツク通常総会

○ＪＡ北ホーツク第５回定期総会
○退職・新採用・職員登用のお知らせ
○今こそＪＡ！ ～その意義と役割～
1

くみあいだより

発行人・吉田

隆好 ／ 北海道・北オホーツク農業協同組合
http://www.ja-kitaokhotsk.jp

定款の一部変更について

組合の同意について
▼報告事項一
労働保険事務組合の平成

照久

秀治

栗山

照井

なお総会開始前には、乳質

改善協議会より前年度全ての

透

賞

礼治

励

横石

奨

定期検査において、体細胞２

５・０万以下・生菌１・５万

未満を全てクリアした方に優

宮嶋

㈱笹岡牧場

・４万以

村田

秀 賞 を、 体 細 胞

下・生菌１・５万以下をクリ

和則

アした方へ優良賞の表彰が行

幸一

㈲ブルーグラスファーム

高野

われました。

優秀賞・優良賞・奨励賞に

重美

高野

畑中

勇一

元気

広継

坂口

竹内

和彦

寛

本年度も良質乳出荷に向け

て、皆様のご協力をお願い申

し上げます。
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▼議案第一号
▼議案第二号
年度徴収・納付状況の報告に
ついて

監事監査規程の一部変更に
ついて

議案の審議終了後に付帯決

子会社の決算報告について

▼報告事項二

役員退職慰労金支給規定の

▼議案第三号
一部変更について
▼議案第四号
年度事業報告、貸借

中川

議案としてＪＡ北海道大会決

平成

表彰された方は次の通りとな

議事項の着実な実践に関する

泰徳

対照表、損益計算書、剰余金

淳志

北オホーツク農業協同組合

森田

㈲パインランドデーリィ

吉田
賞

っております。
秀

砂金

昭博

藤島美弥子

久
秀幸

佐藤

孝男

礼治
大井

鳥居

野川

清

勲

及川

務

紙西

嶋

智也

藤渡

正人

真一

賞
千田

正弘

良

小野

将人
㈱伊吹牧場

門傳

優

市川

㈲卯城牧場

長岡

（農）共栄ファーム

優

決議を大井青年部長が読み上

年度事業計画の設定

▼議案第七号

良事業の実施について

土地改良法に基づく土地改

▼議案第六号

について

平成

▼議案第五号

げました。

第５回通常総会が、４月
㈭に興部町中央公民館におき
まして開催されました。
午前九時から受付が開始さ
名、書面

名、合計１３３名

名、委任

れ、正組合員２１３名中、本
人出席
議決出席
となり定足数を超えたので開
会宣言が行われました。

年度賦課金の賦課及

び徴収方法について

平成

▼議案第八号

はじめにＪＡ綱領を全員で
朗唱し、続いて吉田隆好組合

の一部変更について

目的積立金に係る積立目的

▼議案第九号

役員報酬の支給について

長の挨拶、来賓を代表して興
部町長硲一寿氏、雄武町長中
川原秀樹氏、ＪＡ北海道中央
会北見支所長西本範彦氏より
ご祝辞を賜り議事に移りまし

農業振興計画（雇用確保対

▼議案第十号

議長には、興部地区より永

策）に係る事業の追加について

た。
田貢氏が選任され、議案第一

▼議案第十一号
全国農業協同組合連合会が

号から議案第十一号までの説
明及び審議を経て原案通り可

行う農業経営事業に関する当

吉田組合長挨拶
付帯決議を読みあげる大井青年部長
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処分案、附属明細書および注
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記表の承認について
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通常総会
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決されました。

優秀賞より代表して表彰状をうける
鳥居 礼治 氏

北オホーツク
農業協同組合

第５回通常総会を終えて
北オホ ー ツ ク 農 業 協 同 組 合
代表理事組合長 吉 田

隆好

度方向転換を余儀なくさ

ＴＰＰ交渉において１８０

その様な中、我が国では

ついて、その後に「定期的

関与することになったかに

しい農業改革提言を政府が

なぜ、民間ＪＡに対して厳

て提言撤回となりました。

定的な価格体制の維持と安

はありますが、国内での安

得ない時代も近いところで

道が主導権を発揮せざるを

後の状況次第で完全に北海

ございます。

れ、今後は日米２国間交渉

り願うところであります。



がありました。結論ありき

酪農畜産情勢につきまし

定的需給調整の為にも都府

合と日本・中国・ニュージ

の拙速な提言が、行政指導

ては、 年度乳価もＴＰＰ

県の酪農基盤の復活を心よ

ころでございます。被害に

ーランド・オーストラリア

の一環というべきものなの

なフォローを含め行政指導

北オホーツク農業協同組
遭われました皆様には心よ

か国で構成する東アジ

の一環」とする農相の発言

合第５回通常総会の開催に
りお見舞い申し上げますと
等

Ａ交渉、東南アジア諸国連

あたり、時節柄大変お忙し
ともに、早期復興と営農再

（ＦＴＡ）やＥＵとのＥＰ

い中、組合員皆様の多数の

が襲来するなど各地に甚大

北海道に４つの大きな台風

いて大地震があり、秋には

昨年は、春に熊本県にお

るところであります。

保ができる事を期待してい

まれ、良質な自給飼料の確

す。このまま良い天候に恵

期を迎えようとしておりま

いよいよ農作業が本格的時

した。現在雪解けも進み、

過ごしやすい冬でございま

しても大荒れの天候もなく

けを迎え、その後につきま

本年は大変穏やかな年明

お礼申し上げます。

認いただきました事に厚く

上げました全ての議題を承

ご出席を頂き、ご提案申し

はなく、成長率は緩やかな

の調整に苦しむ状況に変化

が、過剰な生産能力と債務

避されるところであります

資の下支えにより底割れ回

は、金融緩和やインフラ投

ま た、 中 国 経 済 に お い て

ているところであります。

ではないかと大変懸念され

マイナスの影響を及ぼすの

アメリカ経済が世界経済に

されるトランポノミクスの

硬な移民政策などから構成

税・インフラ支出拡大・強

的政策を始め大規模な減

氏が当選し過度な保護主義

において共和党のトランプ

りますが、米国大統領選挙

世界を取り巻く情勢であ

開をご祈念申し上げます。

提言の殆どが自民党案とし

たところでした。無理筋な

団体の廃止提言まで出され

言が出され、指定生乳生産

止提言など不可解な改革提

譲渡化やクミカン制度の廃

は全農改革を始め信用事業

してまいりました。

ありきの強制改革に乗り出

の規制改革推進会議が結論

が施行され、その後も政府

革を中心とした改正農協法

昨年の４月には、全中改

なければなりません。

月に

今後の動向を注視していか

余談を許さない状況にあり

ドとの交渉が加速していく

トラリアやニュージーラン

業大国のＥＵに加えオース

Ｐとの交渉も予想され、農

ア地域包括経済連携ＲＣＥ

りが出てきております。今

生乳の安定需給の構図に偏

農基盤の弱体化によって、

る北海道酪農と都府県の酪

るものの生産力強化に努め

後に少し落ち込みはしてい

だし、根源には昨年の台風

みになったところです。た

国が直接監視していく仕組

コストの提出義務において

計画と販売実績並びに販売

機能を目的に加えて、販売

久法として生乳の需給調整

産経営安定法に載せ替え恒

の暫定借置法を廃止して畜

換えのために昭和

年制定

の生産者に変更する仕組み

は補助金の交付対象を全て

後、指定団体制度について

で ご ざ い ま す。 年 明 け 直

か誠に疑問に感ずるところ

に取引乳価が

円の値上げとなり、一足先

事により昨年に比べて約２

度数量となりました。この

差し引いた３５０万ｔが限

からカレントアクセス量を

した。必要な国産乳製品量

価格を 円

反映して、最終的な補給金

働分に対しての単価算定を

の実態を承認し超過勤務労

価格については長時間労働

平均として緩和をし、労働

牛・廃用牛価格を直近７年

ト計算には高騰している子

いた金額となり、生産コス

製品向け平均乳価を差し引

の本年は精算コストから乳

乳製品が追加され、初年度

金対象に生クリーム等液状

関連政策大綱において補給

銭と決定しま

な被害を与え、政府もいち

鈍化が続いているところで

29

早く激甚被害認定をしたと

56

銭の引き上
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において乳価は、１㎏１０

すと北海道の半数の組合員

し、乳成分価格を考慮しま

銭の値上げとなります

で、最終プール乳価は２円

乳価の上げとなりましたの

銭のプール

争入札において高価格にて

げと、先般ホクレン一般競

金と目的積立金取崩額を合

８５７万円、前期繰越剰余

推移を示し、当期剰余金８

果各事業においても順調な

扱高となりました。この結

１０６・７％の過去最高取

６０５５万円となり前年比

した。総販売高が１２４億

比１０１％の生産となりま

あって８８７５３ｔと前年

したが上期の著しい伸びも

機関の皆様に心よりお礼申

はじめ系統連合会・各関係

きました興部町・雄武町を

すとともに、ご支援いただ

賜物と深く感謝申し上げま

員皆様の御努力と御協力の

とができました事に、組合

ような事業成果を上げるこ

せていただきました。この

して２１９０万円を計上さ

せていただき次期繰越金と

励の配当に３６８万円をさ

り進めてまいります。また

しての助成を今年度から取

内での従業員住宅建設に対

て、それぞれの組合員敷地

員の雇用対策の一貫とし

担い手住宅とは別に各組合

存でございます。またＪＡ

向けて取り組んでまいる所

進め安定した労働力確保に

す。いち早く住環境整備を

の建設を予定しておりま

興部地区に単身用住宅１棟

用住宅建設ですが、本年も

組んでまいります。

と支援活動に積極的に取り

強力なサポート体制の整備

も関係機関との連携による

ので、ＪＡといたしまして

の採択を受け実施されます

今年度からクラスター事業

す。法人化への規模拡大が

の充実化に努めてまいりま

とができますように、事業

して生産活動に取り組むこ

ます。組合員の皆様が安心

ら本格的な取り組みとなり

雄武地区において今年度か

落札となり約

０円を超える見込みとなる
わせて１億３５８万円の未

し上げます。

営農部に担い手対策課を新

ら搾乳農家への転換もあり

ター事業により畜肉農家か

農基盤の拡大志向がクラス

念されることに加えて、酪

いたところで御座います。

万円の寄付をさせていただ

踏まえ、期中内に各５００

ての援助を頂くことなどを

並びに各経営体設立に対し

ともに、今後の担い手対策

までのご支援に感謝すると

町・雄武町両行政に対し今

の実現に向けて取り進め、

所得向上と新規担い手倍増

種支援対策に努め組合員の

しの年を迎え、今年度も各

ました。本年はその折り返

の実践に取り組んでまいり

の酪農振興計画に基づきそ

り、第２次中期計画として

合併して丸５年の経過とな

まいる所存であります。さ

導なども同様に取り組んで

動や外国人研修生の管理指

ます。従業員確保の誘致活

かけを進める予定でござい

員により親身となって働き

相談員２名を配置し、組合

け入れ窓口としてベテラン

や研修生、新規就農者の受

極的にとり進め、酪農体験

設し後継者の婚活活動を積

す様お願い申し上げます。

なるご指導ご協力を賜りま

ます。どうぞ皆様方の特段

組んでまいる所存でござい

め役職員一丸となって取り

Ａとしての役割を果たすた

と地域社会に信頼されるＪ

２年目を迎えます。組合員

から新執行体制となり本年

Ａ北オホーツクは昨年４月

終わりになりますが、Ｊ

ところです。一方個体販売

初任牛価格の高騰が異常事

剰余金処分案といたしまし

ＪＡグループ北海道の目指

らに資材課と畜産課のそれ

価格については、引き続き

態化しているところであり

ては、利益準備金として１

すべき方向としての「５５

ぞれの統合を図り職員間の

処分剰余金を計上する事が

ます。事業拡大で初任牛導

８００万円、生産基盤拡充

０万人と共に創る力強い農

連携を密にして組合員の負

高値が続いておりＦ１の交

入を強いられている組合員

のための積立金２０００万

業と豊かな魅力ある農村づ

年

や新規就農者には、大きな

円合わせて３８００万円を

くり」に取り組んでまいり

託に応えていくようにとり

北オホーツクも平成

足かせとなっている現状で

内部保留させていただき、

ます。労働支援対策の基盤

できました。本年は、興部

て施設投資に対する助成・

利益分量の配当として飼料

進めてまいります。コント

年度事業概況において

ございます。

プレミアム価格の継続等で

年度から取

は、中間振興計画に基づい

26

り組んできました担い手専

ラクター事業においては、

対策として、

襲来後の落ち込みがありま

００万円、共済新規契約奨

購買品取扱いに対して４０

配率も高く後継牛確保が懸

25

生乳生産において秋の台風

24
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和則

が主で、今では懐かしく思い

務の体を動かし汗を流す仕事

退職のご挨拶
渡辺
年間でＡコープ

和則

俊彦

金融共済課

河原

資材課長

山端三津吉

資材課長

渡辺

営農部長

退職者一覧
本所
本所
支所
本所

竹内なおみ

早苗

厚子

修理センター
青木
畜産課
手塚

新

年７月

人

Ｈ

興部町

生年月日
出 身 地

日

興部町

Ｈ９年８月４日

介

生年月日

紹

出 身 地

音楽鑑賞

ＪＡカレッジ

味

出 身 校

趣

バスケットボール

興部高等学校
音楽鑑賞

技

味

特

趣

楽器演奏（フルー

技

抱

特

百折不撓

多いので、これから色々なこ

坂本

一歩前進

わからない事ばか

資材課修理センター係

碇谷ひとみ

進

小田省一郎

担い手対策課

新山

担い手対策課

支所

わからないことが

い、飼養管理や牧草収穫作業

抱

とを吸収して精一杯頑張りた

莉子

金融共済課
若井

仁

滉太

アイスクリーム係
八島
燃料課
佐藤

負

町農業協同組合との合併によ

などの労働力確保等サポート

りで迷惑をおかけすることが

いと思います。宜しくお願い

好きな言葉

る北オホーツク農業協同組合

体制を担うことが重要な役割

あると思いますが一生懸命頑

支所

営農課

本所

職員登用一覧

負

年５ヶ

ともなってきます。役職員が

と三つのＪＡ組織で
月の永きに亘り奉職させて頂

します。

最後になりますが、組合員

を真に願っております。

温かいご指導、ご鞭撻による

皆様、役職員の皆様のご健勝
退職の挨拶とさせて頂きます。

とご多幸をご祈念申し上げ、

入組当初の配属は、購買課

に有難うございました。

永い間大変お世話になり誠

飼料・肥料・ビートパルプ等

ても鉄道貨物の貨車から紙袋

の配送業務で、明けても暮れ

上げます。

ものと衷心より厚く御礼申し

多くの役職員の皆様方からの

組合が益々発展されますこと

張りますので、宜しくお願い

ト吹いていました！）

好きな言葉

出 身 校

かん た

します。

アイスクリーム係

営農課

柏尾 勘太

営農部営農部長


年を重ね

ます。
も含め全部門を経験させて頂
資材課
本所
支所

り

一丸となり支援体制の充実を

原田富士雄

瑞穂

な

青木 里奈

き、ここに大過なく退職を迎

営農課

本所営農課組合員係

かし お

陽春の候、組合員の皆様に
於かれましては益々ご清栄も
きましたが、今の農協業務の
と経験が必要となっておりま

内容も年々複雑化され、知識

事とお慶び申し上げます。
日をもちま
す。

この度、３月
して北オホーツク農業協同組

取り巻く環境も、組合員の大

その様な中、農業・農協を

合を退職致しました。
年 月

に旧雄武町農業協同組合に入
型投資による規模拡大は今後

顧みますと、昭和
組し、平成９年雄武町内の合
も ま だ ま だ 進 み、 そ れ に 伴

10

図り、北オホーツク農業協同

併を経て、平成

本所金融共済課

あお き

36

年２月興部

11

偏に組合員の皆様をはじめ

えることができました。

36

の荷下ろし・倉入れ・配送業

くみあいだより

5

55

23

31
24

～その意義と役割～
有制度が固定化していました

農」による半封建的な農地所
少により組織や事業の見直し

組合員の減少や生産基盤の減

問題に直面しており、農協も

員が資金を貯金としてＪＡに

展開しています。まず、組合

銀行とは異なる概念で事業を

業を行っていますが、一般の

を行うなど、広義での金融事

設けられているのです。

の信用事業には二重の安心が

けています。このようにＪＡ

然に防止するための基金を設

てＪＡの信用事業の破綻を未

に全国のＪＡが資金を拠出し

を日頃よりチェックし、さら

が、戦後、民主化政策の一環
を迫られていますが、組合員

預け、その貯金を原資として

ＪＡは預金を集めたり貸出

として、地主が所有していた
と地域のために農協は現在も

ＪＡが組合員に貸し出しま

高齢化や後継者不足といった

多くの農地を国が強制的に買
地道な活動を続けているので

されました。小作農が自作農

な資金を相互利用することを

す。ＪＡは組合員同士が必要

新たに誕生した農協は、組

信用事業は、どのような理念

ＪＡ事業の核ともいわれる

制の枠組みにありますが、Ｊ

中銀行と同様に政府の金融規

ＪＡの信用事業も一般の市

ＪＡの販売事業①

フティネットの仕組みがあり

信用力を補完するためのセー

廃止し、全量を買取販売に転

１年以内にＪＡの委託販売を

最近、国の規制改革会議が

「委託販売」と
「買取販売」

ます。これは、全ての金融機

換すべきとの提言を行ったと

6

くみあいだより

戦 前 は「 地 主 」 と「 小 作

い上げ、これを小作農に安く
す。

になるのは画期的なことでし

仲介する形となり、このこと

また、北海道独自の仕組み

たが、彼らには経済的な基盤

として「くみかん制度」があ

を「相互金融」と呼んでいま

までは自作農が再び小作農へ

ります。営農計画書に基づき

す。

と転落してしまう恐れがあ

ながら生産資材や家計費の支

もなく、資金の蓄えもほとん

り、さらに飢餓にあえぐ国民

出を行い、農産物を収穫した

どありませんでした。このま

の食料供給をどう果たしてい

仕組みは対人信用を基本とし

後、年度末に精算するという

くかが国家としての至上命題
でもありました。こうした問
題を解決するために農協が組

合員が資金を出し合ってお互

で成り立っているのでしょう

たものとなっています。

いに融通し合い、生産資材や

か？

織されたのです。

生活物資の共同購入や生産し

大辞泉によると信用とは

関が加入している貯金者保護

のニュースが報じられまし

Ａには他の金融機関にはない

我が国では戦後間もない１

た農産物の共同販売を行う総
に発揮していきました。その

「確かなものと信じて受け入

のための保険制度（元本１０

た。今回は組合員にとってか

９４８年（昭和
戦前には産業組合、戦中に

結果、我が国の農業生産は飛

れること」とありますが、こ

００万円とその利息を保護す

＊

は農業会とその形を変えなが

躍的に拡大し、国民の食料供

の信用という言葉は事業を進

合農協としての機能を最大限

ら、日本の農協はどのように

給に大きく貢献することにな

協同組合が発足しました。

して出来たのでしょうか？

かわりの深いＪＡの販売事業

について考えてみましょう。

る公的な仕組み）の他に、中
現在の日本農業は担い手の

央会や信連がＪＡの信用事業

める上で大きな意味を持って

引用になります。

います。

りました。

＊

信連・
農林中金

組合員
Ａさん

ＪＡ

組合員
Ｂさん

以下、報徳生活読本Ⅴからの

＊

ＪＡの信用事業の仕組み

売り渡す「農地改革」が断行

ＪＡの信用事業

第6回

年）に農業

日本の農協は
なぜ出来たか？

今こそＪＡ！
23

第7回

【連載】
第5回

ＪＡの販売事業は、組合員
販売力は強化されていくので

ＪＡの販売事業②

ＪＡは組合員が委託した農

途があり、販売価格について

製品向けなどさまざまな用

理し、ＪＡ等の生産者団体を

者から集荷した生乳を一元管

るホクレンが全道の酪農生産

具体的には、指定団体であ

取引と需給調整」および「公

産物をどのように販売してい

は各用途で異なり、それぞれ

代表して乳価交渉を行い、全

平な乳代配分」を行っていま

こうした委託販売は米や生

今回は協

の市場情勢を踏まえた価格設

生 乳 に は、 飲 用 乳 向 け や

乳など全道規模で大量に取り
るのでしょうか？

定となっています。

「 生 ク リ ー ム・ バ タ ー・ 脱 脂

の 販 売 を 委 託 す る「 委 託 販
扱う農産物に向いています
同組合最大の特徴ともいえる

がＪＡに自ら生産した農産物
売」の形が主力になっていま
が、販売価格の確定までに時
「一元集荷多元販売」につい

す。

す。ＪＡは委託された農産物
間がかかり、年度をまたぐこ

粉乳・チーズ」といった乳

を販売し、手数料を差し引い
ともあるといったデメリット

て生乳を例にとってみてみる

「一元集荷多元販売」

た代金を組合員に渡します。
があります。このため、組合

ことにしましょう。

す。

委託販売は同じ種類の農産物
員からは農産物を出荷した時

た理由で、乳製

格が低いといっ

り ま す。 こ れ が「 プ ー ル 乳

乳代精算が行われることにな

の何処で営農しても、平等な

このことにより、北海道内

ての乳業者と全ての用途にお

をＪＡの地域全体から集める
点で代金が支払われる「買取

品向けの販売を

中でも飲用向けが最も高い

ことで規模の経済性が発揮さ
販売」を求める声もありま

抑え過ぎると、

価」と呼ばれるものです。

同組合にしか実施が認められ

みですが、実はこの方式は協

こうした組織の結集力によ

このため、国

ておらず、株式会社では独占

し、国産生乳の

の制度として

禁止法により実施が制限され

って農産物の有利販売と需給

「指定生乳生産

ています。もし、全農・ホク

需要を喪失する

者団体」が設置

レンの株式会社化や指定生乳

の均衡を同時に実現するのが

され、北海道で

「一元集荷多元販売」の仕組

はホクレンが指

生産者団体制度の廃止が現実

ことにもつなが

定を受けてお

になったとしたら生産者への

ります。

輸入品が増加

いてバランスを考えながら販

れ、さらに品目によっては需
す。買取販売は肉や小豆など

生乳販売

価格となっていますが、酪農

給調整や付加価値の向上のた
一部の作物で行われています

同一単価

売しています。また、代金に

め、農産物を一定期間貯蔵し
が、 農 産 物 の 買 取 に は そ の

同一単価

家がこぞって飲用向けのみに

たり、加工するなどして市場
時々の価格差といったリスク

同一単価

ついては集荷した生乳の成分

や量販店に対して価格交渉を
の回避が重要であり、大量の

同一単価

量で割り返した単価により乳

有利に進めることができま
買取は資金調達などの面から

酪農家

出荷した場合、市場に対して

す。こうして全道段階で結集

酪農家

供給過多となり価格低下を招

したものがホクレン、さらに

も難しいのが現実です。農産

酪農家

代を支払っています。

全国段階につながっていくと

物の特性を考慮しつつ委託販

酪農家

くことになります。また、価

全農という形になり、次第に

売と買取販売を組
み合わせながら有
利な販売を展開し
ていく、これがＪ
Ａの販売事業のあ

乳業メーカー
Ｃ社
（チーズ）
乳業メーカー
Ｂ社（加工）
乳業メーカー
Ａ社（飲用）

生乳販売
乳代支払
生乳販売

乳代支払

ホクレン
（指定生乳生産者団体）
乳代支払

るべき姿ではない
でしょうか。

り、一元集荷多

影響は多大なものになるでし

ょう。

元販売による

「生乳の用途別

くみあいだより

7

第8回

元集荷・多元販売の仕組み（生乳）

一元集荷

日

画について
▼議案第２号
平成 年度事業報告及び監
査報告、回答について
▼議案第３号
剰余金処分（案）について
▼議案第４号
固定資産の取得計画及び召
喚計画について
▼議案第５号
平成 年度事業計画（案）
について
▼議案第６号
平成 年度余裕金の運用計
画について
▼議案第７号
平成 年度特定組合員の選
定（案）について
▼議案第８号
平成 年度の理事に対する
資金の貸付について
▼議案第９号
理事に対する資金の貸付に
ついて
▼議案第 号
平成 年度コンプライアン
スプログラムについて
▼議案第 号

針について
▼議案第 号
農用種雌馬の繁殖奨励金交
付規程の制定について
▼議案第 号
北海道農協検査指摘事項に係
る改善・対応状況について

▼議案第 号
組合員の加入、脱退、出資
増口、減口について
▼議案第 号
組合員懇談会の開催について

平成 年度監 査 計 画 に つ い て

▼報告第５号
第１回総務委員会の報告に
ついて
▼議案第１号
資金の借入、貸付について
▼議案第２号

▼報告第１号
職員の退職、採用について
▼報告第２号
平成 年２月末生乳生産実
績及び乳質の状況について
▼報告第３号
平成 年２月末組合員勘定
取引実績について
▼報告第４号

日

▼協議案第１号
資材・畜産の統合について

第２回理事会
平成 年３月

▼議案第 号
平成 年度貸付金利率の最
高限度並びに信用供与等最
高限度額の設定について
▼議案第 号
平成 年度３ヶ月以上の延
滞債権（経済債権）処理方

27

第１回理事会
平成 年２月
▼報告第１号
平成 年度子会社の決算に
ついて
▼報告第２号
平成 年１月末生乳生産実
績及び乳質の状況について
▼報告第３号
平成 年１月末組合員勘定
取引実績について
▼報告第４号
資金の貸付実行報告について

▼報告第５号
平成 年度コンプライアン
スプログラムの実施状況に
ついて
▼報告第６号
平成 年度監査室業務報告
について
▼報告第７号
第１回営農委員会の開催報
告について
▼議案第１号
平成 年度子会社の事業計

資金の貸付実行報告について

雄武町並びに興部町農業委
員会委員の推薦について
▼議案第３号
固定資産の取得について
▼議案第４号
資材、畜産の統合について
▼議案第５号
職務権限及び業務分掌表の
一部改正について
▼議案第６号
第５回通常総会に係る議決

権行使書面について
▼議案第７号
第５回通常総会の開催並び
に提出議案について
▼議案第８号
組合員の加入について
▼議案第９号
退職者に対する功労金の支
給について

に、組合員の皆さまからも
多くのご意見やご要望をい
ただきました。
お忙しい中、懇談会に出
席していただき、また、貴
重なご意見をいただきあり
がとうございました。
議題は次の通りです。

組合員懇談会開催

４月３日に農協雄武支所
会議室で雄武地区、４月４
日には農協本所会議室で興
部地区の組合員懇談会が開
催されました。
組合長をはじめ、農協役
員及び職員が事業実績、事
業計画等を説明するととも

１．組合長情勢報告
２．平成 年度生乳生産実
績及び乳質の状況並び
に平成 年度生乳生産
計画について
３．平成 年度事業実績及
び平成 年度事業計画
について
４．第５回通常総会開催に
ついて

28

29

28

29

14

15

16

17

29

29

29

理事会のうごき
27

28

29

29

29

29

10

29

11

29

12

29

13

29

29

28

29

29

28

28

29
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ＪＡ北オホーツク女性部

 第５回定期総会

21

日㈫、農協雄武支所会議室におき

名

25

３月

名、委任状７名、合計

18

まして、第５回ＪＡ北オホーツク女性部定

期総会が部員

の参加を得て開催されました。

開 会 宣 言、 Ｊ Ａ 女 性 組 織 綱 領 の 朗 唱 を

議事では、議

した。

長に雄武地区の

大井圭子さんを

選出し、平成

年度事業報告、

28

し、栗山部長の挨拶の後、来賓である吉田

総会の様子

収支決算、平成

29

年度事業計画

案、 収 支 予 算

案、女性部通帳

一本化案などが

審議され原案通

り可決されまし

日

22

本部

た。

また３月

㈬には、おうむ

支部の総会、４

月 日㈫には興

部支部の総会が

それぞれ開催さ

れ、原案の通り

可決されました。

11

総会の様子

組合長、に御祝辞をいただき議事に進みま

興部支部

畜産
●各市場のご案内
課

組合員の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃、
農協畜産事業推進につきましては、
特段なるご理解、
ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
５月〜６月の各市場開催案内のお知らせをいたします。

５

月

一般市場

《ホクレン市場・渚滑市場》

乳牛市場 肉牛・和牛市場 渚滑市場

2日㈫ サロマ初生のみ

9日㈫

一般
サロマ
サロマ

旭川
サロマ

23日㈫

サロマ
サロマ

旭川

13日㈫

一般
サロマ
一般

16日金
一般

サロマ

25日㈭

一般

15日㈭

サロマ

18日㈭

乳牛市場 肉牛・和牛市場 渚滑市場

8日㈭
一般

15日㈪

一般市場

5日㈪
6日㈫

11日㈭
16日㈫

月

1日㈭

4日㈭
8日㈪

６

20日㈫

サロマ
サロマ

22日㈭
一般

30日㈫ サロマ育成含み

一般

27日㈫ サロマ育成含み
29日㈭

一般

＊各市場申込締切については、ホクレン一般市場・渚滑市場は開催日３日前、各専門市場（乳牛・育成・肉牛）
については、申込みと同時に印刷会社と農協がオンラインで結ばれているため、開催日４週間前までに申込
みの程、お願い申し上げます（期日厳守）
。
尚、各市場の開催日が重なる場合は上場する市場を一市場にする場合がありますので、ご理解の程よろし
くお願い申し上げます。

― 出生報告のお願い ―

最近、出生報告がされていない牛の市場申込みが増加しております。

報告されていない牛は、市場で販売することができません。

必ず登録をご確認のうえ、各市場に申込み下さい。

※出生報告はＦＡＸだと1週間程度かかります。音声応答報告ですと、2日で登録になります。
お急ぎの方は、音声応答報告での登録をお勧めいたします。

― 授精証明書発行のお願い ―
Ｆ１初生犢申込みの際には先に授精証明書の発行をＮＯＳＡＩに依頼のうえ申込みくださるようお願い申し
上げます。

9
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ホームページ

平成 29 年 3 月 28 日より北オホーツク農業協同組合のホームペ
ージがリニューアルしました！
オホーツクの青い海と空、放牧した牛たちのさわやかなトップ
ページをはじめ、内容も更に充実しております。随時更新してい
きますので、ぜひご覧ください。

リニューアル
のお知らせ

URL：http://www.ja-kitaokhotsk.jp/

料理
ステップアップ

「キッチン晴人」のオーナーシェフ

永井

智一

point
ジャガイモが平らに並ぶ鍋で調理すると、
均一に味が通ります。

