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農業青色申告会の税務説明会が開催される。
２月１５日（月）にとうや湖農業協同組合の本所２階会議室にて開催さ
れ、講師には税理士の福島氏のもと生産者２２名の参加で行われました。
内容は基礎控除・給与所得控除・青色申告特別控除の見直しや消費税関
係として、インボイス制度についての説明会に参加された方は、真剣に説
明を受けておりました。
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子供達の豊かな未来へ
クリーン農業とうや湖

昨年１２月に新型コロナウイルスの陽
性が確認され、さらにクラスターが発生
していた洞爺温泉病院とおおたきの杜が
１月下旬に収束したと発表があったこと
を受け、当組合ではその業務にご尽力さ
れていた方々にねぎらいの言葉と洞爺湖
の露をそれぞれに謹呈しました。
洞爺温泉病院では、全職員の健康管
理や院内の様々な感染防止対策、オン
ライン面会などを実施していたが感染
を防ぐことはできなかったとのことで
したが、２月１日から通常診療に戻っ
ており、外来診療やデイケア、入退院の
受入れを開始しており今後はさらなる
感染対策を実施しながら、地域の皆様
に安心して医療・介護を受けて頂ける
ように努めて参ります。と話されてい
て、おおたきの杜の井谷施設長は「目の
前のことに対応することに必死で、気
が付いたら１ヶ月が経過しており、亡
くなる方もおりとても悲しかった。」
と収束までのことをこう振り返ってお
りました。スタッフの方や関係者の方
々長い間大変ご苦労様でした。

だより

大変ご苦労様でした。
洞爺温泉病院・おおたきの杜をねぎらう
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雪蔵野菜貯蔵施設の雪入れ作業が行われる︒
環境への負担の少ない資源循環型農業として︑当ＪＡが取り組んでいる﹁雪蔵
貯蔵施設﹂への雪入れ作業が２月３日︵水︶に行われ︑各関係生産部会員の協力
のもと作業が行われた︒

なりました。

雪蔵野菜貯蔵施設は︑通常の予冷庫︵通風式︶と比較した場合︑年間で約２８

ホを使用して初のオンラインでの審査と

０ＭＷｈの商用電力の節減︑二酸化炭素の削減量は年間１５５トンとなっており

ス（来訪者の周知）の記録の審査をスマ

ます︒

門、選果施設の整備、フードディフェン

商用電力を軽減し︑省エネルギーで二酸化炭素の排出を抑制することによる

類や、倉庫（機械類、資材）圃場管理部

﹁地球温暖化抑制対策﹂に貢献しております︒

農薬・肥料在庫帳、ＧＡＰに関する書

また︑同施設は庫内温度が約２〜３度︑湿度が約９０％の低温多湿に保たれ︑

れました。

葉菜や根菜類の保管に適した環境となっております︒

２月４日（木）から９日（火）まで行わ

施設内は︑冬〜春期間は主に馬鈴薯︑秋堀ごぼう︑春〜秋期間は春堀ごぼう︑

新型コロナウィルスの影響で、ＧＬＯ

人参︑キャベツ等を貯蔵し︑販売提携先のイオングループや札幌市内の学校給食
等に﹁雪蔵ブランド﹂として提供しています︒

ＧＡＰの本審査をオンラインで

ＢＡＬ

ＧＡＰのオンライン審査が行われる。
ＧＬＯＢＡＬ
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研修会が開催される︒

日︵金︶洞爺湖町

19

洞 爺 湖 町農業技術

２月

文化センターホールにて洞

爺湖町内の若手農業後継者

名を対象に﹁農業用ドロ

ーンの紹介﹂の題目で当組

合の資材部木村部長により

講義が行われました︒

農薬散布ドローンＸＡＧ

は︑散布口が螺旋状になっ

ているのが特徴でそれによ

り農薬が垂れにくく適正な

濃度で広範囲に播くことが

できるとのことでした︒

10

オロフレトマト選別作業が開始される。
１月２５日（月）から壮瞥選果場でオロフレトマトの選
別作業が行われ、作業員は各規格のラインで３Ｌ〜２Ｓま
で箱詰めを行い、各道内市場・業者へと出荷されました。
選別最盛期は４月〜５月頃で、ピーク時には、１日約３．
５トンが箱詰めされます。
選別作業は１月〜６月末まで行われ昨年は、約２１８ｔ
の販売金額は約７,９４７万円でした。
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林

尚文

営農販売部青果指導販売課根菜・施設係主査

依願による退職

田中

稚菜

信用部金融共済店舗課金融共済係
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定例理事会

二月二十六日開催

理 事 会 リ ポ ー ト

第一回

報 告 事 項

○第一号

組織機構の変更について

○第二号

人事異動について

○第三号

組合員の加入脱退状況について

○第四号

地区別懇談会の議題について

○第五号

内部監査の報告について

○第六号

令和二年度自己査定結果について

〇第七号

特定技能一号外国人材の受入れ及び宿

舎について

決 議 事 項

〇議案第一号

令和二年度貸借対照表・損益計算書・

剰余金処分案について

ＪＡグループ通信
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ＪＡ北海道中央会

ＪＡグループ北海道は、他に本業を持つ人や主婦、学生などが気軽に農業に参加できる機会を創出することを目指した取り組み「パ
ラレルノーカー」を、春からの農業繁忙期に向けて、本格始動いたします。本格始動に際し、北海道出身で「モーニング娘。ＯＧ」藤
本美貴さんを起用したＴＶＣＭ「パラレルノーカーはじまっています篇」を北海道限定でオンエアしております。東京でタレント活動
を行いながら、３児の母親でもある藤本美貴さんが、広大な北海道の
土地でパラレルノーカーとして農業体験を行う様子を収めたＣＭとな
っております。また、ＴＶＣＭソングには、北海道出身の人気ロック
バンド「ＧＬＡＹ」の「はじまりのうた」を起用しております。なお、
ＴＶＣＭはＪＡ北海道中央会の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでも公
開しておりますので、是非ご覧ください。
○パラレルノーカー特設ＷＥＢサイト https://ja-dosanko.jp/parallelnokerz

ＪＡ北海道信連
令和３年１月から、ＨＢＣラジオとタイアップして、「野菜
が出来るまでの手間ひまと収穫の楽しみ」を自宅で子どもと一
緒に体験する『おウチで野菜栽培チャレンジ！』を始めました。
参加者に事前に送付した栽培体験キットを使って、ガーデンレ
タスやラディッシュの栽培を体験し
てもらっています。ラジオ番組内に
３月までオリジナルコーナーを設け
る等、生育状況の紹介やＪＡ青年部
からのアドバイスも行っています。

ＪＡ共済連北海道
ＪＡ共済では、『「こども共済」資料請求キャンペーン』を実施
しております。ＪＡ共済ホームページから「こども共済」の資料を
ご請求いただいた方に、『ＪＡ共済オリジナル アンパンマンお食
事エプロン』をプレゼントしております。キャンペーンは令和３年
３月２６日（金）までで、先着60,000名様
限定となっております。この機会にＪＡ共
済のホームページにアクセスいただけます
ようお待ちしております！
ＪＡ共済ホームページアドレス https://www.ja-kyosai.or.jp/

ＪＡ北海道厚生連

ホクレン
ホクレンは、農薬散布用ドローンの導入を検討する際に役立
つ基礎的な情報をまとめたリーフレットを作成
しました。主な機種の仕様や特徴、空中散布の
流れ、法令・ルールなどをコンパクトにまとめ
ています。水稲・畑作地帯の会員ＪＡを中心に
配布したほか、「ホクレンインフォメーション」
（https://hokuren-news.jp/）サイト
の関連記事中からPDFファイルをダ
ウンロードすることもできます。

本会では、組合員ならびに地域住民の皆様への情報発信の場とし
て、公式Twitterの開設、運用を行っております。今月は特別養護
老人ホームところで行われた節分行事の様子と、本会広報誌「すま
いる」第73号発行に関しての情報をご案内いたしました。
今後とも皆様へ有益な情報を
発信できるよう努めてまいりま
すので、右記ＱＲコードより当
アカウントのフォロー登録を宜
しくお願いいたします。

ＪＡグループ北海道の連合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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●広い範囲での給付が受けられます
労災保険の補償は大きく分けて①療養補償②休業補
償③傷病補償④障害補償⑤介護補償⑥遺族補償⑦葬祭
料の７つ。極めて幅広い範囲で補償されています。

●労働保険加入には３種類あります

●保険料は段階的に決められます

農業者の労働災害保険加入には「①特定農作業従事
者での加入」
「②指定農業機械作業従事者での加入「③
中小事業主での特別加入」の３つの種別があり、それ
ぞれの加入資格は次の通りです。

「特別加入者」の保険料は、年間の農業所得に基づ
いて３，５００円から２５，０００円の範囲まで給付日
額を選んでいただき、この額を基礎に算出されます。

１．
「特定農作業従事者」での加入
特定農作業従事者での加入資格は、①経営耕地面
積２ｈa以上または年間農畜産物販売金額３００万
円以上の個別経営の事情主及び家族従事者。②一定
の地域営農集団、農事組合法人の構成員及びその家
族従事者のいずれであれば加入できます。
２．
「指定農業機械作業従事者」での加入
指定農業機械作業従事者の加入資格は、指定農業
機械を使用する農業者です。指定農業機械に該当す
る機会は、農業用トラクターや自走式防除機械など
の自走機械、コンベアーやチェンソーなど種類は限
定されています。こういった農業機械を使って労働
災害にあった時に補償されることになります。
３．
「中小事業主等」での特別加入
中小事業主等の加入資格は①年間１００日以上労
働者を使用する事業主とその家族②その事業の労災

〇議案第二号

令和三年度事業計画の設定について

〇議案第三号

賦課金の賦課および徴収方法について

〇議案第四号

参事の任免について

〇議案第五号

使用人兼務理事候補者の選任について

〇議案第六号

定款の改正について

〇議案第七号

共済規程の改正について

〇議案第八号

「労災保険」

中期収支計画について

〇議案第九号

理事に対する信用供与︵令和３年度ク

ミカン貸越極度額・供給限度額の設定︶

について

〇議案第十号

経営対策組合員の設定について

〇議案第十一号

畜産酪農収益力強化整備等特別対策事

業について

いざという時のための

保険に係る労働保険事務の処理を事務組合に委託し
ていること。この２つに該当する方が加入できます。

■給付基礎日額
災害にあったときに受ける給付の基礎となる給付基
礎金額で、１日当たりの賃金にあたります。
３，５００円から２５，０００円までの１６段階で決
められています。
■保険料算定基礎額
給付基礎日額から割り出したもの（給付基礎日額×
３６５日）が保険料算定基礎額です。
年間賃金総額に相当するもので、保険料と関連して
きます。
■保険料率
①「特定農作業従事者」で加入するときは、保険料
算定基礎（賃金総額）の１,０００分の９
②「指定農業機械作業従事者」で加入するときは、
保険料算定基礎額の１,０００分の３
③「中小事業主等」で加入するときは、保険料算定
基礎額の１,０００分の１３

労災保険は、あくまでも「万が一の備え」であり、労働災害が起きないように
十分に注意をされて農作業にあたって下さい。
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雇用保険被保険者を雇用する事業主
のみなさまへ
雇 用 保 険 被 保 険 者

令和２年４月１日から、
すべての雇用保険被保険者について
雇用保険料の納付が必要となります
65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、
平成29年１月１日から令和２年３月31日までの間は、高年齢労働者※に関する雇
用保険料は免除されていました。

令和２年４月１日からは、高年齢労働者※についても、他の雇用
保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。
（※）保険年度の初日（４月１日）において満64歳以上である労働者であって、雇用保険の一般被保
険者となっている方を指します。
御不明な点があれば、最寄りの都道府県労働局にお問い合わせください。

