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第８回 JA 北オホーツク通常総会
○第８回ＪＡ北オホーツク通常総会
○新採用のお知らせ
○コロナウイルス対策
○ＪＡグループ通信
○理事会のうごき・市場案内
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議案の審議終了後に附

帯決議事項として「農作

業事故の撲滅に向けた特

前年度全ての定期検査に

安藤

法幸

三宅

祐志

雅弘
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北オホーツク農業協同組合

別決議」を遠藤理事が読

み上げ決議されました。

なお例年総会開始前
処分案、附属明細書および注

おいて基準をクリアした

に、乳質改善協議会より
記表の承認について

最優秀賞

おります。

た方は次の通りとなって

良賞・奨励賞に表彰され

最優秀賞・優秀賞・優

行われませんでした。

ますが、縮小開催の為、

方には表彰授与が行われ

令和２年度事業計画の設定
について
▼議案第５号
目的積立金の廃止について
▼議案第６号
良事業の実施について

土地改良法に基づく土地改

拶の後、速やかに議事に移り

▼議案第７号
大井

令和２年度賦課金の賦課及
び徴収方法について

昭博

賞

藤渡

章夫

良
賞

石田

泰史

優
優

清

角谷

秀幸

田秀樹氏が選任され、議案第

（農）共栄ファーム

及川

智英

▼議案第９号

吉田

㈱竹内牧場
労働保険事務組合の令和元

村上

農業振興計画並びに中期経
営計画の設定について

㈱笹岡牧場

役員報酬の支給について

▼議案第８号

明及び審議を経て原案通り可
決されました。
▼議案第１号

▼報告事項１

礼治

定款の一部変更について

鳥居

▼議案第２号

年度徴収・納付状況の報告に

㈱柴田牧場

信用事業規程の一部変更に

広継

正弘

畑中

透

ついて

横石

ついて

一夫

正洋

小野
大場

菊池

㈱門傳牧場
子会社等の決算報告につい
て

友和

▼報告事項２
令和元年度事業報告、貸借
対照表、損益計算書、剰余金

田口

▼議案第３号

秀

一号から議案第九号までの説

議長には、雄武地区より吉

ました。

総会は、吉田隆好組合長の挨

来賓を招かずに行われた本

言されました。
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▼議案第４号

通 常 総 会会

午前９時から受付が開始さ

第 ８ 回回
北オホーツク農業協同組合
名、委任１名、書面

れ、正組合員２１１名中、本
人出席

日

第８回通常総会が、４月
㈪に開催されました。
議決出席１６４名、合計１７
時に開会、総会の成立が宣

８名で定足数を満たし、午前

催致しました。

２階研修室に変更して縮小開

初予定した会場から農協本所

る議決権の行使を推奨し、当

止の為、組合員には書面によ

感染拡大が止まらない、コ

13

ロナウイルス感染症の拡大防

13

㈱Ｒｉｖｅｒ Ｓｉｄｅ

代表理事組合長

吉吉 田田 隆隆 好好

北オホーツク農業協同組合

第８回通常総会を終えて


80

菊池 雄介
高見 倫也
千田 真一
山田 光義
宏

16

遠藤

励 賞

光義

智也

11

高野 元気
奨

河原
和徳

㈱中澤牧場
桜木
長岡
一宏

㈱早坂牧場
米田
㈱Ｒｉｃｈ Ｆｉｅｌｄ
勲

㈱伊吹牧場
紙西
㈱小浜牧場
小田 裕生
功

によって毎日の生乳生産の
約１割を占める１９００ト
ンの学校給食乳（全道は
ｔ／日）が休校日数分で影
響を受けることとなります。
農水省は学校給食対策と
して２１２億を拠出するこ
ととなり、うち 億を学校
給食乳の損失補填分として
予算付けされることとなり
ました。
しかし振り向け先が乳製
品加工向けとなり、脱脂粉
乳等の在庫拡大が生乳の需
給調整に大きな影響が出る
こととなり、５月から６月
の北海道生乳生産のピーク
時において今後大変懸念さ
れることとなりました。
酪農畜産情勢につきまし
ては、一昨年 月に発行さ
れたＴＰＰ に続き昨年２
月には、日ＥＵのＥＰＡが
相次いで発行され、本年元
日には日米貿易交渉も発行
となり、乳製品や牛肉など
への外圧が国内農業に対し
て今後大きな荒波として立
ちはだかってまいります。
その輸入外圧に立ち向か
っていくため、それぞれの
組合員が畜産クラスター事
業や楽酪事業等で投資をし
て経営基盤強化に努力して

23
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池田
野川 孝男
栗山 義隆
細川登久市
㈲ブルーグラスファーム
本年度も良質乳出荷に向け

じております。
国内においては、感染拡大
が大都市へと移行し、国内感
染者数は、８０００人を超え
急増加傾向となり、東京都・
大阪府をはじめ７都道府県に
おいて４月７日から５月６日
までの一か月間、人と人との
接触を極力減らすことと医療
体制を十分整えるために国が
緊急事態宣言を出したところ
です。
今後は、すべての人の意識
改革がされて自防自営の長期
戦になるものと思われます。
農協中央会において、この
ような事態を考慮して組合
員・役職員並びに関係者への
感染拡大のリスクを最小限に
と ど め る 為、 そ れ ぞ れ の 総
会・総代会の開催にあたって
は、書面による議決権行使を
可能な限り推奨を願う旨の通
達を踏まえ、先般３月 日に
緊急理事会を招集して、本日

の通常総会の開催方法を書面
議決の行使方式にさせて頂く
ことを決定して、組合員各位
にお示しをしたところでござ
います。
また例年であれば総会開催
前に良質乳出荷にご努力をさ
れた組合員の表彰を授与する
ところでありましたが本年
は、すべての組合員へＦＡＸ
にてご報告をさせていただき
ます。
北海道において、札幌雪ま
つりが感染拡大に弾みをか
け、道内各地に感染者が拡大
したところですが３月からは
教育現場の休校をはじめ週末
などの外出制限や各種会議・
研修会などの自粛・出張など
の制限等、人と人との接触を
抑えることが感染を抑えると
いう判断の基で喚起を促す事
態となったところであります。
しかしコロナウイルスは拡
大傾向にあり観光業者やホテ
ル・ 旅 館 な ど の 観 光 関 連 業
界・デパート・スーパーなど
の商業関連業界・ＪＲやバス
などの交通機関など第２次・
３次産業への影響は、大変大
きな経済損失となっておりま
して酪農においても、春休み
の休校に加え、コロナウイル
スによる休校が長期化する事
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て、皆様のご協力をお願い申
し上げます。
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北オホーツク農業協同組
合第８回通常総会の開催に
当たり一言ご挨拶を申し上
げます。
昨年中国で発生したコロ
ナウイルスが世界的感染拡
大へと猛威を振るう状況と
なり、世界の感染者数は、
４月 日現在１８４万人を
超え死者数においては 万
人を超えて地球上の脅威と
なっております。
北海道においては、いち
早く２月 日北海道知事が
緊急事態宣言を出して感染
拡大防止に向けて取り組ん
できたところでございます。
感染者は２６７人を超し
ていますが現在は、微増で
推移をしていて、大分落ち
着きを取り戻したところで
す。
感染拡大を最小限に抑え
たものとして大変対策効果
があったのではないかと感
11

いるところでありますの
で、今後の情勢変化によっ
て大きく経済が変動をしな
い様、最大限に厳守しても
らう事に、継続して要請を
してまいる所存でございま
す。
令和元年度事業概況にお
きましては、中期振興計画
に基づいて施設投資に対す
る助成支援やプレミアム価
格の継続の事業実施を続け
てきた中、一昨年の良質粗
飼料に助けられる事ととも
に気候が低温干ばつとなっ
て乳牛環境にも最適であっ
た事、また組合員の投資効
果も大いに繁栄され、生乳
生産においては、ＪＡ決算
受託乳量が９万３３２９ｔ
と前年対比１０２・８％の
結果となりました。
プール乳価は１０３円
銭となり、生乳代金は、補
給金を含めて 億１８３８
万円（補給金７億５０７４
万円）と前年対比５億１５
３６万円の増額となりまし
た。
畜産物価格については、
初任牛価格を含め各畜種に
おいて値を下げた状況の取
引で推移をし、 億９０８
６万円と前年対比３億４７
96

36
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０３万円の減少となりました
が買取品を含めた総販売高実
績においては、過去最高の１
３５億５０２９万円となり前
年対比１億４９１万円の増額
となり、計画対比１００・６
％前年対比１００・８％の実
績となりました。
各事業収支においても順調
な推移を示し、当期剰余金７
５１３万円・前期繰越剰余金
と目的積立金取崩額を合わせ
て１億１２７４万円の未処分
剰余金を計上することができ
ました。
剰余金処分案といたしまし
ては、利益準備金として１６
００万円・生産基盤拡充のた
めの積立金３０００万円・経
営安定化積立金１０００万円
合わせて５６００万円を内部
留保されていただき、利益分
量の配当として飼料購買品取
扱いに対して２０００万円・
農畜産物販売取扱に対して１
３０９万円・共済新規契約奨
励の配当に５１１万円を計上
させていただき、次期繰越金
として１８５３万円を処分い
たしたくご提案を申し上げる
ところであります。
このような社会情勢化の中
にあって計画以上の成果を上
げることが出来ました事に、
組合員皆様の組合運営に対す
るご理解、ご協力の賜物と深
く感謝申し上げますとともに
常日頃よりご支援、ご協力を
賜りました興部町・雄武町を
はじめ系統連合会・各関係機
関に対し衷心より厚くお礼を
申し上げるところでございま
す。
さて、平成 年度から取り
進めてまいりました第２次中
期振興計画が令和元年度で５
か年計画の最終年を経過した
ところでございます。
その計画テーマは、生乳生
産９万トンに向けて豊かで潤
いのある農業を目指してと生
乳生産目標を具体化して取り
組んでまいりました。
組合員の所得向上支援をは
じめ担い手不足や高齢化対策
としての労働対策支援・各種
災害が度重なる現状への災害
対策支援・酪農の基本的柱と
しての植生改善支援を事業の
４本柱として取り進めてまい
りました。
また昨年の通常総会におい
ては今後の将来を見通して新
規就農者を育て上げるＪＡ出
資型生産法人ファームＴＯＭ
Ｏの構築へ向けて踏み出させ
ていただいたところでもござ
います。
27

３月 日にクラスター事業
申請の承認認可がおりました
ので、速やかに４月７日の建
設入札公告をして、４月 日
入札を実行後工事に着手して
いき、令和３年春の稼働へ向
けて人材の募集を含めて計画
通り取り進めてまいります。
本年から始まる第３次中期
計画策定にあたっては、プロ
ジェクトチームにより各組合
員のアンケート調査の実施や
各組織との意見交換を行うな
ど様々な声や組合員懇談会で
の皆さんの考え方等を参考
に、第２次中期計画の精査の
中から課題を整理して第２次
における４本の柱の支援策を
さらに継続する中で、当ＪＡ
の主軸を占める家族経営の組
合員の基盤強化に対しての事
業支援を実施する考え方でご
ざいます。
現有の施設の増改築や飼養
環境の補改修など経営の継続
維持に対する様々な事に支援
をする経営安定維持支援対策
を５本目の柱として実施して
まいります。
生乳生産目標においては、
酪農専業農協として早期に
万トンを達成することと維持
増産に努めていく中で、それ
ぞれの環境改善に努力するこ
16

30

10

とで今計画のテーマでもあ
る未来に輝く魅力あふれる
豊かでゆとりある地域農業
を目指して努力をしてまい
りたいと考えております。
またＪＡとして広報活動
を強化して、地域の魅力発
信の窓口となり持続可能な
農業の確立と地域発展の原
動力となるため、安全安心
で良質な農畜産物を今後に
おいても安定供給していく
ことに努力を継続して頑張
っていこうと思っておりま
す。
終わりになりますがＪＡ
北オホーツクは組合員と地
域社会に信頼されるＪＡと
してその役割を果たすべき
役職員一丸となって取り組
んでいく所存でございます。
どうぞ皆様方の特段なる
ご指導・ご協力を賜ります
様お願いを申し上げるとこ
ろでございます。
簡単素地ではありますが
本通常総会の開催に当たっ
ての挨拶といたします。
どうぞよろしくお願いを
申し上げます。

4
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第１回臨時理事会
令和２年３月 日

定取引実績について
▼報告第４号

について
て

号

令和２年度営農計画樹立と

日頃より、農協事業につきましては特段のご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、例年 6 月上旬に予定しています『ＪＡ北オホーツク乳牛共進会』ですが、コロナウイ
ルス感染拡大防止の為、開催中止することとなりましたのでお知らせいたします。

▼議案第

令和２年度余裕金の運用計

当組合における取引のリス

ク評価書の改定について
▼議案第２号

組合員の加入・脱退につい
て
▼議案第３号

第８回通常総会に係る議決
行使書面について
▼議案第４号

第８回通常総会の開催並び
に提出議案について

「ＪＡ北オホーツク乳牛共進会」

開催中止のお知らせ

▼議案第７号

資金の貸付実行報告につい

貸越極度の承認について

日

画について

▼報告第２号

人事の発令について

▼報告第１号

第２回理事会
令和２年３月

て
▼議案第８号
令和２年度特定組合員の選

▼報告第５号
令和元年度コンプライアン
定（案）について

号

生乳生産

令和２年２月末
て

実績及び乳質の状況につい
号

令和２年度コンプライアン
▼議案第

スプログラムについて

▼議案第

資金の貸付について

令和２年度の理事に対する

▼議案第９号

スプログラムの実施状況に
ついて
▼報告第６号
令和元年度下期監査課業務
報告について
令和元年度自己査定結果に

▼報告第７号
ついて

▼報告第３号
令和２年２月末

令和２年度貸付金利率の最
高限度額並びに信用供与等

組合員勘

第１回営農委員会の報告に

▼報告第４号

資金の貸付実行報告につい

号

令和２年度３ヶ月以上延滞

号

▼議案第１号

令和２年度子会社の事業計

ついて
▼議案第
て
▼議案第

号

組合員懇談会の開催につい

▼議案第

組合員の加入について

号

給与規程の一部変更につい

号

信用事業規程の一部変更に

▼議案第

定款の一部変更について

▼議案第

について

て

▼議案第２号
令和元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
目的積立金の取り崩し及び
廃止について
▼議案第５号
固定資産の取得計画及び償
却計画について
▼議案第６号
令和２年度事業計画（案）

号

債権（経済債権）処理方針

▼議案第

定取引実績について

コロナウイルス感染症拡大

26

画について

▼議案第１号

最高限度額の設定について

▼報告第８号

▼議案第１号

18

ついて

に伴う組合員懇談会及び通
常総会の開催について
農業関係者に新型コロナウ

▼議案第２号

日

イルス感染者が発生した場
合の対応について

第１回理事会
令和２年２月
▼報告第１号

生乳生産

令和元年度子会社の決算に
ついて
令和２年１月末

▼報告第２号

組合員勘

実績及び乳質の状況につい
て
▼報告第３号
令和２年１月末

くみあいだより
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理事会のうごき
16

28
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出典：首相官邸ホームページ
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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。

《ホクレン市場・渚滑市場》

5

月

1日㈮

一般市場

乳牛市場

肉 牛・
和牛市場

サロマ
一般
サロマ

19日㈫

一般
サロマ
一般
サロマ

肉 牛・
和牛市場

4日㈭
サロマ

10日㈬

16日㈫
23日㈫

一般

サロマ
一般
サロマ
サロマ
一般
サロマ

25日㈭
30日㈫

渚滑市場

一般

18日㈭

サロマ

28日㈭

乳牛市場

サロマ

15日㈪

21日㈭
26日㈫

一般市場

11日㈭

サロマ

22日㈮

月

9日㈫

14日㈭
15日㈮

6

2日㈫

7日㈭
12日㈫

渚滑市場

一般
サロマ

＊各市場申込締切については、ホクレンー般市場は前週の木曜日、渚滑市場は前日の午前まで、各専門市場
（乳牛・育成・肉牛）については、その都度連絡致しますので申込の程、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。

〈アイス直売店〉

カップ デザ
インが
新しく
なりました

！

ご家庭用や贈答などにご利用の程よろしくお願いします。
くみあいだより
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ＪＡグループ通信

ＪＡ北海道中央会

ＪＡ北海道中央会、ホクレンは「新型コロナウイルス対策に関する農林水産省北海道現地対策本部（対策
本部長：伊東農林水産副大臣）」と 3 月 9 日に新型コロナウイルスに関す
る対応策について意見交換を実施いたしました。
意見交換会ではＪＡ北海道中央会の飛田会長より、生産者に感染者が出
た際の農作業への影響や学校給食の休止に向けた対応を国に求めました。
伊東副大臣からは、農業者など 1 次産業の従事者が感染した際の対応策
を示す重要性に触れ、
「生産現場向けガイドラインを示し、感染防止、風評
被害の払拭に努めたい」との発言がありました。
ＪＡグループ北海道としても引き続き、組合員の営農及び生活を守るため、組合員に感染者が生じた際の
対応や北海道農畜産物の消費拡大に向け、各作目別対策本部及び北海道農政事務所等と連携して参ります。

ＪＡ北海道信連
北海道日本ハムファイターズでは、ウィンター
スポーツに楽しむ子どもたちが増え、北海道の活
性化に貢献することを目的に、ウィンタースポー
ツの競技・活動団体に対する助成事業「ゆきのね
奨楽金」を実施しています。ＪＡバンク北海道も
この考え方に賛同し、令和元年度より当事業に協
賛をしています。
当年度は道内 9 地
域・7 競技の 11 事
業に対して支援を
行いました。

ホクレン

ＪＡ共済連北海道
ＪＡ共済連北海道では、令和元年度の交通安全
活動への積極的な取り組みが評価され、北海道警
察より感謝状が授与されました。今年度は「自動
車交通安全教室（スケアード・ストレイト）」、
「全道小・中学生交通安全ポスターコンクール」
をはじめとして全 13 の活動を実施しておりま
す。くるまの保障を取り扱うＪＡ共済では、交通
事故を一件でも減らすために、
これからも交通安全活動によっ
て地域住民の交通安全意識の高
揚を図り、交通事故のない社会
づくりへ貢献していきます。

ＪＡ北海道厚生連

ホクレンの「スポーツ応援米」を活用し、北海

組合員ならびに地域住民の皆様の生命と健康を

道スポーツ協会主催にて「きたえーるトップアス

守るため、本会事業の積極的な啓蒙推進を図るこ

リートチャレンジ」が 1 月 12 日に札幌市にて開

とを目的として、広報誌「すまいる」を発行して

催されました。

おります。年 3 回発行しており、様々な医療・健

ホクレンは同商品の売り上げ 1kg につき 1 円を

康情報を発信しております。

同協会に寄付し、スポーツ振興に役立てており、

ホームページ

同イベントでは小学 1 〜 4 年を対象とし、北海道

にもバックナン

日本ハムファイターズのスペシャルアドバイザー

バーを掲載して

田中賢介さんらトップ

おりますので、

アスリートを招いて、

是非ご一読くだ

様々なスポーツ体験に

さい。

チャレンジしました。
ＪＡグループ北海道の連合会・中央会の活動内容を紹介
します。各団体の詳しい取り組み内容はＷＥＢサイトをご
覧ください。
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がんばれ！ 日本の農業
耕そう、大地と地域のみらい
ＪＡグループ
ＪＡグルー
プ https://org.ja-group.jp

ＪＡグループサポーター

林

修

平成

だより

年の歳月が経

号の節目を迎えました。

年 月の創刊号から

月。当時はど

号」が残っておりましたので、昔を

今回は、旧興部農協が発刊した「くみあい

過しまして、

8
10

振り返ってみたいと思います。
年

60
93.7 円（補給金含む）
価
乳

2,972,771 千円
881,818 千円
110,234 千円
3,964,823 千円
乳
代
個体販売
農 産 物
販売取扱高

2,264,300 千円
4,965,943 千円
貯 金
貸付金

発刊されたのは、昭和

当時は、農民運動会が盛大

に開催されていたり、作業機

を見ても時代の流れを感じま

す。牧草や、デントコーンの

収穫には大変な苦労があった

号から隔月ではあ

のではないでしょうか。

今後も

紙面づくりに努めて参ります。

報を届けるとともに見やすい

りますが、組合員の皆様に情

51

3

50

24
50
出荷乳量
正組合員数
正組合員戸数
正職員数

31,741 ｔ
241 人
191 戸
51 名

のような状況だったのでしょうか。

昭和 60 年の旧興部農協

くみあいだより 10

シ ェ フ 永 井 のの お す す め

11 くみあいだより

新採用のお知らせ
本所営農課
組合員係
さ

さ

けん た

き

本所管理課
管理係

ろう

おく

佐々木 健太郎

出 身 地

興部町

JA カレッジ

出 身 校

さだ

め

い

億 貞 芽 衣

出 身 地

興部町

興部高校

出 身 校

趣

味

映画鑑賞

趣

味

ギター、ピアノを弾くこと

特

技

野球

特

技

バドミントン

質実剛健

好きな言葉

ひらめき

初めてのこと ばかりですが 色々な
ことに挑戦していきたいです。
精一杯がんばります。
よろしくお願いします。

抱

まだまだ分からない事が多く足を
引っ張ってしまう事があると思い
ますが、これから色々な事を吸収し
て精一杯頑張りたいと思います。

好きな言葉
抱

負

負

本支所事業振興課
コントラ係

本支所事業振興課
コントラ係
やま

だ

かず

ひろ

ふか

山 田 和 宏

雄武町

趣

味

魚釣り

趣

味

映画鑑賞、読書

特

技

釣りの仕掛け作り

特

技

スキー

好きな言葉

思いやり

好きな言葉

抱

未経験の仕事ですが早く仕事
を覚えて戦力になれるように
頑張ります。

抱

負

雄武高等学校

しゅう

いち

深 瀬 修 一

出 身 地

出 身 校

せ

出 身 地

負

雄武町

出 身 校 北海道立農業大学校

生きてるだけで丸儲け
作業の流れを把握し、
着実にこなせるようにしたい。

