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　昨年12月19日、20日に兵庫県明石市で行われた「第25回ジャパンクラシックマスタ
ーズパワーリフティング選手権大会」において、菖蒲営農経済センターの中根孝弘センタ
ー長（49）が男子マスターズⅠ 105㎏ 級に出場し、見事に優勝という快挙を達成しました。
パワーリフティングとは「スクワット」「ベンチプレス」「デッドリフト」の三種目それぞ
れの成功試技の最大重量を合計し競うスポーツです。結果はスクワット235㎏、ベンチプ
レス180㎏、デッドリフト260㎏のトータル重量675㎏で優勝しました。一昨年の９月に
行われた第74回いきいき茨城ゆめ国体では、得意のデッドリフトでＭ１日本記録も更新
しています。１月26日には出身地であります久喜市の梅田修一市長を訪れ、優勝の報告
をしました。
　中根センター長は、大学入学後にパワーリフティング競技を始め、当時から大会で好成
績を収めていました。社会人になってからも、仕事の後や休みの日などに練習を行ってい
ます。しばらくの間競技から離れていましたが、7年前に再開しました。
　新型コロナウイルスの影響で９月から12月に大会が順延と
なりましたが、ケガをしていた中根センター長にとっては好機
となりました。「練習はしっかりできていた。優勝しないと帰
れないという気持ちで臨んだ」と大会前から自信に満ち溢れて
いました。
　次の目標は「トータル重量700㎏ を目指している」と今後の
抱負を話されました。中年の希望の星、日々の研鑽の賜物です。

左から　菊池組合長、中根センター長、梅田修一市長、柿沼光夫久喜市教育委員会教育長

祝！中根孝弘職員が日本一に輝く
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中根孝弘職員が
日本一に輝く祝!祝!

優勝!!
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カメラニュースカメラニュース

　１月20日、蓮田支店で、青年部役員10名が参加し、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止を徹底した上で、常勤役員との意見交換
会を開催しました。
　菊池組合長は「青年部はＪＡ南彩の財産。これからもこのよう
な機会を作り、皆様の声をＪＡ事業に反映しながら現場に目を向
け、組合員・地域の為にいつまでも必要とされる組織であるよう
取組んで参ります」と挨拶し、青年部の原直樹部長は「現在は新
型コロナの感染拡大により思うように活動も出来ませんが、未来
を見据えて議論を重ね、持続可能な地域農業をＪＡと共に目指していきたい」と話しました。
　ＪＡからは事業概要、自己改革進捗状況、青年部活動について報告し、ＪＡ事業に対する青年部からの提案につ
いて意見交換を行い、ＪＡ事業に対する青年部からの提案では、大型コンバインのリース導入、青年理事登用人数、
ＴＡＣの活動についてなどの要望が伝えられ活発に意見が交わされました。
　座長の松岡営農経済担当常務は「今後のＪＡ運営に貴重な意見を活かしてまいります。提案いただいた事業につ
いては前向きに検討していきます」と会議を閉めました。

話し合い活発に、青年部役員と
常勤役員の意見交換会青年部

原部長を筆頭に意見交換する様子

　１月19日から22日までの４日間、菖蒲グリーンセンターで、職員６
名が参加し、来年度販売を予定している手づくりみその仕込みを行い
ました。
　１日目は150㎏ の精米された米を６㎏ ずつに分けて米研ぎを行い、
一晩浸けおきし、２日目は蒸した米を人肌に冷まし、麹菌を揉みこん
で混ぜ合わせた米を35度にセットした発酵機で24時間保温。大豆を洗
い、たっぷりの水に浸しました。３日目は保温しておいた米の固まり
をほぐし発酵機に再セットし、一晩水に浸しておいた大豆を圧力釜で
煮ました。最終日は出来上がった米麹、塩、煮た大豆、大豆の煮汁を
攪拌機にかけて混ぜ合わせてから味噌樽に入れ、貯蔵庫で半年以上熟
成させて完成します。
　この味噌づくりは寒の時期に年４回行われています。元々は1990年から2016年まで地元組織である「手づくり
の会」が行っていましたが、その後直売所に継承され、手づくりの菖蒲みそは直売所でも非常に人気がある商品と
なりました。菖蒲グリーンセンターの島田所長は「伝統となった菖蒲みそを絶やすことなくこれからも作り続けて
提供していきたいです」と力強く話していました。

　１月19日、菖蒲グリーンセンター横にある苺の高設栽培をしてい
る観光農園で、Ｓ－ＧＡＰ認証交付式が行われました。
　Ｓ－ＧＡＰとは埼玉県で、平成26年にＧＡＰの取組みのさらなる
普及に向けて、独自のＧＡＰ規範であるＳ－ＧＡＰを策定し、農業
に関する法律や規則、モラルを守ることにより、食品安全、労働安全、
環境保全それぞれに配慮した持続的な農業経営をすることです。
　菖蒲グリーンセンターでは、新型コロナウイルス感染拡大防止を
行い、安全安心にいちご狩りが楽しめるようＳ－ＧＡＰ取得を決め

ました。12月21日、春日部農林振興センター指導
の下、本審査が行われ、１月13日付けで取得が決
定されました。
　菖蒲グリーンセンター島田所長は「今後も今ま
で以上に安全安心ないちごをおいしく食べていた
だきたいです」と話していました。

味噌の仕込みを行う職員

Ｓ－ＧＡＰ取得をよろこぶ職員

手づくりの伝統ある「菖蒲みそ」仕込み始まる

より一層「安全安心」を追求　菖蒲グリーンセンターいちご狩り
11111111111111

なんさい ◦ 4



特 集

　水田フル活用を通じて�
　主食用以外の米を�
　生産していくことが重要�
　▶�特に、加工用米、米粉用米、飼料用米等を組み合わせた「米×コメ複合」※の

取組がポイント

米の需給と価格の安定と生産者所得の確保のために

※「米×コメ複合」とは、主食用米と主食用米以外を組み合わせた複合経営のこと

令和3年産の米作りについて
令和2年産の状況と今後の需給見通し

1令和2年産の作付状況
単位：万ha

主食用米
戦略作物等作付面積

加工用米 米粉用米 飼料用米 WCS 新市場開拓米
（輸出用米等） 備蓄米 麦 大豆 その他

元年産① 137.9 4.7 0.5 7.3 4.2 0.4 3.3 9.7 8.6 10.2

２年産② 136.6 4.5 0.6 7.1 4.3 0.6 3.7 9.8 8.5 10.2

差②－① ▲1.3 ▲0.2 0.1 ▲0.2 0.1 0.2 0.4 0.1 ▲0.1 0.0

▶主食用米は昨年より1.3万haの減
▶備蓄米、輸出用米の作付は増えたが、飼料用米・加工用米の作付は減少

2今後の需給見通し
単位：万t

令和元年６月末民間在庫量 A 189

元
／
２
年

令和元年産主食用米等生産量 B 726
令和元／２年主食用米等供給量計 C（A+B） 915
令和元／２年主食用米等需要量 D 714
令和２年６月末民間在庫量 E（C–D） 200

２
／
３
年

令和２年産主食用米等生産量 F 723
令和２／３年主食用米等供給量計 G（E+F） 923
令和２／３年主食用米等需要量 H 711〜716
令和３年６月末民間在庫量 I（G–H） 207〜212

３
／
４
年

令和３年産主食用米等生産量 J 693
令和３／４年主食用米等供給量計 K（I+J） 900〜905
令和３／４年主食用米等需要量 L 705
令和４年６月末民間在庫量 M（K–L） 195〜200

作況100の
場合の生産量

729
令和３年産で

36万t
（6.7万ha）:5%

減らす必要
今の各県の生産の

目安（平均▲3％）のままでは、

大幅な需給緩和と

米価下落が懸念
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令和2年産、3年産の政策支援
1今後の米政策における課題への対応方向
【令和２年産も含めた米の需給対策】
　需要拡大・販売促進対策　
●�国産農林水産物等販売促進緊急対策（令和２年度１次補正予算）の対象に、コロナ禍で影響を受け
た中食・外食向けの米を追加。
●�令和２年度３次補正予算において、販売促進対策、輸出拡大対策を措置。
　調整保管　
●�米穀周年供給・需要拡大支援事業による保管経費の前倒し支援を実施。

【令和3年度の転換拡大の実施策】
　水田活用関連の総額の確保　
●�令和2年度3次補正予算において、水田活用の直接支払交付金の前倒し支援を措置。
●�令和3年度当初予算（水田活用の直接支払交付金）、麦・大豆対策、令和2年度3次補正予算（前倒
し対策）を合わせて、約3,400億円を確保。

　飼料用米・米粉用米対策　
●�水田活用の直接支払交付金において、標準単収以上の収量が確実だった者には、自然災害時でも
　8万円/10aを支援。
　麦・大豆等対策　
●�令和2年度3次補正予算、令和3年度当初予算において、作付の団地化の推進、安定供給のための
保管支援等を措置。

【高収益作物・米粉の市場拡大、米の輸出拡大等、主食用米生産からの転換を定着させるための構造対策】
　高収益作物の市場拡大　
●�水田活用の直接支払交付金において、加工・業務用野菜等への高収益作物への転換拡大に向けた支
援を拡充。

　米の輸出拡大、米粉の市場拡大　
●�令和2年度3次補正予算において、輸出拡大対策、販売促進対策を措置。

2�令和3年度における水田活用の直接支払交付金等の
主な見直し

　水田活用の直接支払交付金：令和3年度予算額3,050億円　

１.戦略作物助成
　●�水田を活用して、麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、加工用米、飼料用米、米粉用米を生産する農業者

を支援します。

　戦略作物助成　

対象作物 交付単価
麦、大豆、飼料作物※1 3.5万円/10a
WCS用稲 8.0万円/10a
加工用米 2.0万円/10a
飼料用米、米粉用米 収量に応じ、5.5万円〜10.5万円/10a
※1：飼料用とうもろこしを含む －150 +150

単収
（kg/10a）

助成額
（円 /10a）

標準単収値

10.5万
8.0万
5.5万

数量払いの単価（傾き）：約167円/kg
<飼料用米・米粉用米の収量と交付単価の関係>

※2
※2：地域ごとに設定
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特 集
２.産地交付金
●��地域の作物振興の設計図となる「水田収益力強化ビジョン」に基づき、高付加価値化や低コスト化を図り
ながら、地域の特色のある魅力的な産品の産地を創造するため、二毛作や耕畜連携を含め、地域の裁量
で産地づくりに向けた取組を支援します。

　産地交付金　
○�国から配分する資金枠の範囲内で、都道府県や地域農業再生協議会ごとに「水田収益力強化ビジョン」に
おいて支援内容（対象作物や単価等）を設定（一定割合以上は都道府県段階で支援内容を決定）。

　○�また、「転換作物拡大計画」に基づき、地域農業再生協議会ごとの拡大面積に応じて以下を年度当初に配分。

① 転換作物拡大加算（1.5万円/10a）
　�主食用米が減少し、転換作物の面積
が前年度より拡大した場合。

② 高収益作物等拡大加算（3.5万円
/10a）
　�主食用米が減少し、高収益作物等※3

の面積が前年度より拡大した場合。

※3：�高収益作物等：高収
益作物（園芸作物
等）、新市場開拓用
米、加工用米、飼料
用とうもろこし

○�さらに、当年産の右図の取組に
　　応じて追加配分。

3.水田農業高収益化推進助成
●都道府県が策定した「水田農業高収益化推進計画」に基づき、高収益作物の導入・定着等を図る取組を
支援※します。（※国のみならず地方公共団体等の関係部局が連携し、基盤整備、栽培技術や機械・施設の導入、
販路確保等の取組と併せて、水田での高収益作物への転換等を計画的かつ一体的に推進。）

　水田農業高収益化推進助成　
○�「推進計画」に位置付けられた産地における以下の取組を支援。

　①高収益作物定着促進支援（2.0（3.0※4）万円/10a×5年間）
　　高収益作物の新たな導入面積に応じて支援。（②とセット）

②高収益作物畑地化支援（17.5万円/10a）高収益作物による畑地化の取組を支援※5。
　③子実用とうもろこし支援（1.0万円/10a）子実用とうもろこしの作付面積に応じて支援。

　畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）令和3年度：（所要額）1,985（2,163）億円

　諸外国との生産条件の格差による不利がある畑作物を生産する農業者に対して、経営安定のための交付金を
直接交付します。
交付単価（令和2～4年産まで適用）

【数量払い】交付単価は品質区分に応じて設定

※4：�加工・業務用野菜等
の場合

※5：�令和5年度までの時
限措置とし、その他
の転換作物に係る畑
地化も同様の単価で
支援

【面積払】当年産の作付面積に基づき、数量払いの先払いとして交付
 2万円/10a（そばについては、1.3万円/10a）
　�(交付単価のイメージ)　　　　　　　　（数量払と面積払との関係）

交
付
金
額

面積払
（�数量払の際に　
控除されます。））� 収量

数量払
標準的な
生産費

標準的な
販売価格

ゲタ交付
単価

差
額

　米・畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）
令和3年度：（所要額）654（644）億円　

　米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの令和2年産
収入額の合計が、過去の平均収入である標準的収入額を下回った
場合に、その差額の９割を、対策加入者と国が１対３の割合で拠出
した積立金から、補てんします。
　　（都道府県等地域単位で算定）　　　　（農業者ごとに算定）

　経営所得安定対策等推進事業等
令和3年度：83（85）億円　

　農業再生協議会が行う水田フル活用ビ
ジョン等の作成・周知や経営所得安定対
策等の運営に必要な経費を助成します。
また、申請手続の電子化を支援します。
＜事業の流れ＞営農計画書・交付申請書等の取りまとめ

対象作物 平均交付単価
小麦　　 6,710円/60kg
二条大麦 6,780円/50kg
六条大麦 5,660円/50kg

対象作物 平均交付単価
はだか麦 9,560円/60kg
大豆　　 9,930円/60kg
てん菜　 6,840円/t

対象作物 平均交付単価
でん粉原料用ばれいしょ 13,560円/t
そば　　 13,170円/45kg
なたね　 8,000円/60kg

取組内容 配分単価

飼料用米、米粉用米の複数年契約（3年以上の契約） 1.2万円/10a

そば、なたね、新市場開拓用米の作付け（基幹作のみ） 2.0万円/10a

農業再生協議会等

国 農業者

申請

補填金

交付（ゲタ対策）

積立て

交付（ナラシ対策）
国費【3】

農業者【1】

標準的収入

最近5年のうち、
最高・最低を除く
3年の平均収入

当年産
収入

米の差額 収入減少が発生
農業者1:国3の
割合で拠出

麦の差額
大豆の差額 品目ごとの

収入差額を
合算

補填金
（収入減の

９割）

国費
【3】

農業者【1】

扌
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営農情報 お問い合わせ
●春日部農林振興センター　農業支援部　048（737）6311

  １ 床土準備　
　水田土を使う場合
　・床土量は、１箱当たり５L。10a当たり
　　20箱の場合は100L用意する。
　・最適ｐＨは、4.5～5.5。
　・施肥は、播種１週間前までに行う。

  ２ 育苗資材の準備　
　・�病害の発生を防ぐため、特に前年クモの巣状のカビ（リゾープス菌）が発生した場合は、「イチバン」
500～1000倍液に瞬時浸漬または散布で消毒する（ジョウロ散布でも有効）。

　・消毒後は、水洗や乾燥の必要はない。

  ３ 種籾の準備　
　品種特性（食味・品質・収量）を保持するために、種子更新を行い、充実した良い苗を作るために、塩水
選を行う。
　・�塩水選は、ノゲや枝梗を取り除いてから、表１を参考に塩水を
　　作り、浮いた籾はすくい取り、沈んだ籾を種として使用する。
　・沈んだ籾は、良く水洗してから浸種する。
　　表１　塩水の作り方　

区分 比重 水10Lに対する食塩の量
うるち 1.13 2.1kg
もち 1.10 1.5kg

  ４ 種子消毒　
　種子伝染性の病害虫を防除するために、「温湯消毒」、あるいは下記の薬剤での種子消毒を行う。

薬剤名 対象病害虫 希釈倍数 使用方法 使用時期

テクリードＣ　
フロアブル

いもち病、ばか苗病、褐条病、ごま葉枯病、
苗立枯細菌病、もみ枯細菌病、苗立枯病
（リゾープス菌、トリコデルマ菌）

200倍 24時間
種子浸漬 浸種前

スミチオン乳剤 イネシンガレセンチュウ 1000倍 ６～72時間
浸漬 は種前

　　※�上記の薬剤の混合液に24時間浸漬する。薬液は、種籾の倍量以上とする。
　　※�網袋へ種籾を詰める量は７割程度とする。
　　※�浸漬中は、網袋の中の種籾に均一に薬液が浸かるよう、時々袋を揺さぶる。　　　　
　　※�水温が低いと効果が劣るので、薬液の温度は10℃以下にしない。（適温範囲13～20℃）

  ５ 浸　　種　
　⑴��浸種
　・薬剤による消毒後は、風乾や水洗いせず浸種を行う。
　・水量は、種子量の２倍量が目安。均一に吸水させるため袋いっぱいに種籾を入れない。
　・日陰で行う。水温の積算温度（平均水温×日数）で100℃程度が目標。
　　（例）水温11℃では10日間、水温15℃では７日間
　・適温は11～15℃（10℃以下にしない）　　
　・浸種２～３日は薬剤消毒の効果を高めるため、水は取り替えない。その後は１日おきに水を替える。
　・籾がアメ色になり、胚が白く見えるまで浸種する。
　⑵��催芽
　・催芽器や育苗器、風呂桶等を使い、30～32℃で１～２日間催芽する。
　　（芽が１mm出た「ハト胸」状態が目安）
　・温度が高いと、もみ枯細菌病による苗腐敗が発生するので注意する。

水稲育苗管理のポイント

生卵による比重の目安

ハト胸状態の籾

例：稚苗専用肥料（8-8-8)を使う場合
１箱当たり成分量 施　用　量

窒素 リン酸 加里 １箱当たり 100L(20箱)当たり
1.2g 1.2ｇ 1.2ｇ 15g 300ｇ

なんさい ◦ 10



  ６ 播種・育苗　
　⑴��播種
　・播種日は、田植日から逆算して決める（18～22日前）。
　・�かん水は、覆土前に十分行い（１L／箱）、播種後は行わない。
　・�播種量は、乾燥籾150～180g、催芽籾190～210g（290～
320mL程度）を目安にする。

　⑵��立枯病の防除
　�　下記の薬剤のいずれかで苗立枯病（フザリウム菌、リゾープス
菌、ピシウム菌）の防除を行う。また、従来のとおりダコニール
1000やタチガレエースＭ液剤でもよい。

薬剤名 対象病害虫 希釈倍数・使用量※ 使用方法 使用時期 本剤の使用回数

ナエファイン粉剤 苗立枯病
(フザリウム菌、
リゾープス菌、
ピシウム菌)

６～８ｇ 育苗箱土壌に
均一に混和する は種前 １回

ナエファイン
フロアブル

2000倍・0.5～１L 土壌灌注 は種時
２回以内苗立枯病

(ピシウム菌) 1000～2000倍・0.5L 土壌灌注 は種時～緑化期

ダコニール1000 苗立枯病
（リゾープス菌）

1000～2000倍・１L
土壌灌注

は種時～緑化期
（但し、は種14日後
まで）

2回以内
500～1000倍・500mL

タチガレエース
Ｍ液剤

苗立枯病
（フザリウム菌、
ピシウム菌）

500～1000倍・500mL
土壌灌注

は種時又は発芽後
1回

1000倍・１L は種時

　※�使用量は、１箱（30×60×３㎝、使用土壌約５L）当たりの量。
　※��ナエファイン粉剤及びフロアブルは、苗立枯病防除の他、根の生育促進や移植後の活着促進、ムレ苗防止の効果がある。
　※�タチガレエースＭ液剤は、ムレ苗防止、根の生育促進、移植時の活着促進の効果がある。

　⑶��出芽
　　①　育苗器を使用する場合
　　・設定温度は30℃、２日を目安とする。
　　・幼芽（鞘葉）が0.5～１㎝程度に揃ったら、緑化に移す。
　　・温度計は必ず設置し、事前にサーモスタットの作動を点検しておく。
　　②　積み重ね出芽
　　・積み重ねる前に育苗箱を２～３時間日光に当て、十分に温める。
　　・高さ10㎝程度の角材の上に15～20箱重ねて積む。
　　・積み重ね内部の温度は25～30℃。（目安：２～３日間）
　　③　平置き出芽
　　・�根上がりを防ぐため覆土をやや厚めにし、保温性に優れた被覆資材（太陽シートなど）をべたがけする。
　　・ハウス内の温度が30℃を超えないように注意する。（目安：４～６日間）
　⑷��緑化期（育苗日数３～４日、出芽揃い～葉齢１葉期まで）
　　・苗箱を並べるハウス内の床は平らに整地する。����
　　・出芽後２日程度は、通気性のある被覆資材で日よけや保温をする。
　　・�覆土の持ち上がりがみられたら、さっとかん水し覆土を落ち着かせる。覆土が乾かない限り、かん水

は控えめにする。朝、葉先に水滴がある場合はかん水しない。
　　・�高温による葉焼けを防止するため、晴天時には換気する。特に新しいビニールに張り替えたハウスで

は注意する。
　⑸��硬化期（育苗日数10～15日、葉齢２～2.5葉期まで）
　　・�温度は表２を参考にする。日中は寒い日を除いて被覆資材は

掛けない。
　　・�10℃以下に冷え込む時は、ムレ苗防止のため被覆資材で保温

する。
　　・�かん水は控えめにし、育苗箱の縁の土が白く乾いたら、午前

中に行う。

鞘葉の長さ 

第３葉
第２葉

第１葉

葉身がやや直立で葉色濃い
苗が良い（葉色3.5）

第１葉鞘高3.5cm～4cm
全体の高さが揃っている
葉鞘の緑色が濃い

鞘葉
不完全葉

草
　
丈
　
は
　
13

㎝ 

前

後

２
㎝ 

0

稚苗の理想の姿
（2.5葉期移植期の苗）

表２　緑化期から硬化期の温度管理の目安
緑化期 硬化期

育苗日数 3～4日間 10～15日間

温度
昼 20～25℃ 20～25℃
夜 15～20℃ 10～15℃

○ 農薬はラベルを必ず確認し、表示された使用基準を守って使用してください
○令和３年２月３日現在の登録内容です　　　　　　○農薬の飛散防止に努めましょう
○農薬の使用記録簿を付けましょう
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●水稲高温障害対策情報●

Ｑ�なぜ？水稲の高温障害が軽減できないのか？
実は…稲にはこんなにケイカル（ケイ酸）が必要

Ａ高温障害はケイ酸不足が原因の1つです。
★ケイカルのはたらき
●健全な土をつくる
　①土壌にケイ酸を補給します。
　②酸性土壌を矯正し、土壌に塩基を補給し、有機物の分解を促進します。
　③土壌に微量要素を補給します。

●丈夫な稲をつくる
　①根、茎、葉を丈夫にして倒伏や冷害・高温障害に強い稲をつくります。
　② ケイ化細胞を増加して、いもち、ごま葉枯病、ニカメイチュウなどの病害虫の被害を軽減

します。
　③水分の蒸発調節機能を高め、干ばつに強い稲を作ります。
　④根の酸化力を高め、根ぐされを防ぎ、秋落ちを防止します。
　⑤下葉の枯れ上がりを少なくし、一穂籾数を増加します。
　⑥葉が直立するので受光態勢が良くなり、登熟歩合を高めます。
　⑦窒素の過剰吸収を抑え、稲体を丈夫にします。
　⑧土壌中のリン酸固定を防ぎ、リン酸の肥効を高めます。

●ケイカルの施肥時期
　水稲は生育初期から収穫期までケイ酸を吸収しますので、基肥で十分な量を施用してくださ
い。収穫後に生わらの上にケイカルを散布してすき込むと生わらの腐熟を促進し、労力の点で
も効果的です。なお、ケイカルの追肥は、登熟の向上に極めて有効で、最高分げつ期～幼穂形
成期の施用がより効果的です。

ケイカルの保証成分
可溶性ケイ酸 アルカリ分 く溶性苦土

砂状ケイカル 30％ 48％ 5％

施用量（10a当り）
稲作　6～10袋（120kg～200kg）

商品名：ケイカル　砂状　20㎏
価格：550円（税込）

ご注文は各営農経済センターまでお願い致します。

水田から持ち出されるケイ酸量
156kg

土壌などから供給されるケイ酸量
83kg～128kg

不足するケイ酸量
28kg～73kg

稲が吸収する
ケイ酸量
120kg

溶脱するケイ酸量　36kg

稲わら、堆肥などから
持ち込まれる
ケイ酸量　50kg

灌漑水から持ち込まれる
ケイ酸量　28kg

土壌などから供給される
ケイ酸量　5～50kg
（砂質土～粘質土）

100kg
（粘質土）

200kg
（砂質土）

－ ＝ ～
ケイカルと
して

（10aあたり）

　②酸性土壌を矯正し、土壌に塩基を補給し、有機物の分解を促進します。

　①根、茎、葉を丈夫にして倒伏や冷害・高温障害に強い稲をつくります。

　②酸性土壌を矯正し、土壌に塩基を補給し、有機物の分解を促進します。
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種苗を販売する農業者の皆さまへ

種苗法改正により登録品種の表示が義務化されます

詳細については以下連絡先までお問い合わせ下さい
食料産業局知的財産課　種苗室種苗企画班　　直通電話番号 03-6738-6443

登録品種であることの義務表示
　種苗の譲渡（販売）時に①～③の表示のいずれかを、種苗又はその種苗の包装に付す必要があります。店頭にまとめて掲
示する方法は認められません。
①「登録品種」の文字　
②「品種登録」の文字及びその品種登録の番号
③ PVPマーク（「　　　　」、「　　　　」 など）

【義務表示の例】
品種名：ノウリンイエロー
登録品種 品種名：ノウリンイエロー

品種名：ノウリンイエロー（この品種は品種登録されています）
品種登録番号:999999

この種子は登録品種です（令和3年7月14日まで）
品種名：ノウリンイエロー

※ 現在パブリックコメントを実施中（R3.1.15～2.13）の農林水産省令改正案に基づく表示例

輸出の制限、国内栽培地域の制限の義務表示
　育成者権者が海外持ち出し禁止や国内栽培地域を制限といった利用条件を付した場合、登録品種であることの表示と共
に、その条件を表示する必要があります。
【例：海外持出禁止及び△△内のみ栽培可（公示（農水省ＨＰ）参照）など】
※表示する利用条件はあらかじめ育成者権者に内容をご確認下さい
販売の際の種苗・包装、販売のための広告の際の表示義務
　種苗の譲渡時だけでなく、店頭販売する際の種苗又は種苗の包装、また、種苗のカタログやカタログを兼ねた注文票等、
インターネットサイト販売時等にも必要事項の適切な表示が義務化されます。

※ 登録品種（過去に登録品種であった場合も含む）を譲渡
（販売）時の登録品種名の使用義務は現在と同様に今後
も変更ありません。PVP

PVP

PVP

類似名称にご注意ください！
類似した葬祭会社に気を付けて！

ご葬儀のご用命はJA南彩催事センター
☎0120-145-731

　番号案内サービス（104）へお問い合わせの際は、必ずJA南彩の葬儀とおたずね下さい。
（24時間対応）事前相談も行っています。お問い合わせ下さい。

　「農協葬祭○○」等の名称を
使用した葬儀社がありますが、
JA南彩（農協）とはまったく関
係ありません。お間違えの無
いようにお気をつけください。

JA南彩と
まったく関係
ありません

等
0120-49-49-03 

0120-501-311
048-822-4994
0120-49-49-03 
048-822-4994
0120-501-311
048-822-4994
0120-49-49-03 
048-822-4994
0120-501-311
048-822-4994048-822-4994

　努力義務であった「登録品種である旨」の表示、法改正で新たに設けられた輸出の制限及び栽培地域
の制限がある場合の表示が、令和３年４月１日から法的義務となり、違反者には10万円以下の過料
が課せられる場合があります。
●一般品種と登録品種について
　種苗法において保護される品種は、新たに開発され、種苗法で登録された品種
に限られ、それ以外の一般品種の利用はなんら制限されません。
登録品種を調べるときは、農林水産省品種登録ホームページでご確認下さい。

※ 一般品種とは、在来種、
品種登録されたことが
ない品種、品種登録期
間が切れた品種です。
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��相 談会のご案内 JAでは相談会を開催しています。お気軽にご利用ください。

営農相談会　9:30〜12:00
岩　槻 春日部 蓮　田 宮　代 白　岡 久　喜 菖　蒲

3月17日㈬ 3月11日㈭
3月5日㈮
3月16日㈫
3月26日㈮

3月18日㈭ 3月29日㈪ 3月19日㈮ 3月18日㈭

4月13日㈫ 4月15日㈭
4月5日㈪
4月14日㈬
4月23日㈮

4月16日㈮ 4月27日㈫ 4月21日㈬ 4月16日㈮

岩槻営農
経済センター

春日部営農
経済センター

中部営農
経済センター 宮代支店 白岡大山支店 久喜営農

経済センター
菖蒲営農
経済センター

税務相談会
3月10日㈬
岩槻城南支店
9:30〜12:00
048（798）3345

3月2日㈫
春日部支店
10:00〜15:00
048（736）5501

3月19日㈮
蓮田支店
9:30〜12:00
048（768）2190

3月9日㈫
宮代支店
9:30〜12:00
0480（32）0102

3月9日㈫
白岡大山支店
13:30〜15:30
0480（92）2315

3月24日㈬
久喜江面支店
9:30〜12:00
0480（21）1101

3月24日㈬
菖蒲支店

13:30〜15:30
0480（85）0040

南
彩
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン 

inform
ation 

※�個別の税務相談会は事前予約制になりますので、開催日までにお電話でのご予約をお願いいたします。（ご予約いただけない
場合は受付できません）ご予約がない場合は開催中止となりますのでご注意ください。
※お申込みは、事前に各支店までご連絡をお願いいたします。
※都合により時間が変更になる場合があります。ご了承ください。

第２５回通常総代会
支店別議案説明会の日程について

　第25回通常総代会、支店別議案説明会の開催日程（予定）をご案内いたします。
　なお、４月定例理事会承認後、総代のみなさまへ正式にご案内させていただきます。

★第25回通常総代会日程★
日　時　６月10日㈭　午後２時00分より
会　場　蓮田市総合文化会館　ハストピア

★支店別議案説明会日程★
月　日 午　前　10：00 午　後　2:00

5月31日㈪
川通支店 新和支店

慈恩寺支店 河合支店
岩槻城南支店

6月 1日㈫
春日部支店 春日部東支店
蓮田支店 平野支店

白岡大山支店 白岡大山支店（日勝地区）

6月 2日㈬
久喜江面支店 宮代支店
菖蒲南支店 菖蒲支店（会場：菖蒲南支店会議室）
太田支店 三箇・寺田支店（会場：三箇支店会議室）

※新型コロナウイルスの情勢により開催内容が変更となる場合がございます。
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主要事業の概要
──�令和3年１月末現在�──

出資金につきましては、28億7,252万円です。

令和３年１月末 令和２年３月末 前年度末
増　　減

正 組 合 員 数 9,667人 9,634人 33人
准 組 合 員 数 19,534人 19,106人 428人
組合員数合計 29,201人 28,740人 461人

令和３年１月末 令和２年１月末 前年度
同月対比

貯 金 高 2,797億0,007万円 2,786億5,031万円 100.3%
貸 出 金 605億7,884万円 574億3,690万円 105.4%
共 済 保 有 高 6,272億6,921万円 6,418億7,872万円 97.7%
販 売 高 24億8,473万円 26億8,508万円 92.5%
購買品Ⅰ供給高 18億0,788万円 22億0,322万円 82.0%
購買品Ⅱ供給高
（各直売所・食堂） 11億1,127万円 11億3,742万円 97.7%
※�貸出金については、貸付留保金を控除しています。

編集後記
　もうすぐ本店移転で、旧春日部支店にお引っ越しになります。楽しみでもあり、通勤時の渋滞はどんな感じかな～と不安もあります。
春日部の皆様、お昼ご飯にオススメな美味しい情報があれば教えて欲しいです。
　菖蒲に通勤している時は、仕事が終わってからよく菖蒲グリーンセンターに寄って帰宅していましたが閉店時間が変わり、今はスー
パーで買い物したり、たまに農家さんちに行って自宅用に少し分けていただき購入後帰宅していました。菖蒲の美味しいものからは遠
くなってしまい残念ですが、春日部から自宅までの間に美味しいものがないか、また開拓を始めようと思っています。 編集担当  Ｎ

【理事会だより】

　令和３年１月28日、定例理事会が行
われ、次の事項について審議され、全
議案原案通り可決・承認されました。

⑴  令和２年12月末財務状況について
⑵  新本店住所について
⑶  職制規程の一部変更について
⑷  本店組織再編に伴う各規程等の一部
変更について

⑸  公印及び金庫管理規程の一部変更に
ついて

⑹  旧栢間支店跡地の売却処分について
⑺  旧栢間支店跡地隣接宅地の売却処分
について

⑻  高額融資案件の承認について

※応募ハガキに基づく個人情報は抽選、景品の発送、
意見等の掲載に使用させて頂きます。あらかじめご
了承下さい。
※おひとり様１枚までのご応募とさせて頂きます。

応
募
方
法

　�正解者の中から抽選で10名様に図書カードを
プレゼント。
【締切日】３月末日 発表は５月号です。

�★数独 出題　ニコリ
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１月号応募総数72通

１月号の答え

答え 　　12
当選者の発表は商品の発送をもって
代えさせていただきます。

二重枠に入った数字の合計はいくつ？

��ルール
①��空いているマスに、１から９までの数字のどれか
を入れます。

②��タテ列（９列）、ヨコ列（９列）、太線で囲まれた
３×３のブロック（それぞれ９マスあるブロック
が９つ）のいずれにも１から９までの数字が１つ
ずつ入ります。

7 ？ 8？
9？…

⑻  高額融資案件の承認について

15 ◦ なんさい



ご存じですか？　近くになくてもご利用できます！

JAのライスセンター・
カントリーエレベーター
施設の利用者を募集中！！
　　お米の乾燥・調製・貯蔵を行う施設です

中部営農経済センター 048（768）5556
久喜営農経済センター 0480（25）1515
菖蒲営農経済センター 0480（87）0010

◆ お申込み・ご利用に関してのお問い合わせ等は最寄の
営農経済センターへお願いいたします。

● 管内には３か所の共同乾燥施設がございます。
①菖蒲カントリーエレベーター
②久喜ライスセンター
③白岡ライスセンター
※利用地域に関わらず、ご利用可能です。
[主な取扱品種]　コシヒカリ、彩のかがやき、彩のきずな
※一部取扱のできない品種もございます。

【利用について】
・ 各施設を利用すれば秋作業の簡略化・省略可・労力の軽減が図れるよ
うになります。

※各施設ごとに若干利用方法が異なりますので、詳しくは事前にご連絡ください。
※出荷前までに生産管理記録簿の提出が必要となります。

【大口利用者還元】
　大口利用者に対して、荷受量10トン以上の方
に、利用料金を還元いたします。

条　　件
荷受重量　10トン以上
※対象は米のみとなります。
※ 管内施設の稼働がすべて終了後、お支払いいたします。

【利用料金について】
利用料金につきましては、生籾の水分によって設定されております。

【保有米の手数料について】
ご自宅用として保有米をお戻し、配達します。※別途利用料金がかかります。

施設の利用者を募集中！！施設の利用者を募集中！！施設の利用者を募集中！！
　　お米の乾燥・調製・貯蔵を行う施設です　　お米の乾燥・調製・貯蔵を行う施設です

[主な取扱品種]　コシヒカリ、彩のかがやき、彩のきずな

秋作業の簡略化・省略可・労力の軽減が図れるよ

各施設ごとに若干利用方法が異なりますので、詳しくは事前にご連絡ください。

利用料金につきましては、生籾の水分によって設定されております。

久
喜

新
白
岡

白
岡

蓮
田

久喜
I.C

岩槻
I.C

東
北
自
動
車
道

Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
線

東武
野田
線

東
北
新
幹
線

東
武
伊
勢
崎
線16

122

4

さいたま市

122号バイパス

宮代町

蓮
田
市

さいたま市

岩槻区

春
日
部
市

（
旧
庄
和
町
除
く
）

（旧菖蒲町）
久喜市

①

久喜市
（旧鷲宮町・
　栗橋町除く）

白岡市
③

②

久喜白岡JCT

圏央
道

菖蒲白岡I.C

【広域利用について】
　近くに施設の無い地域の生産者の方
もご利用できます。JA出荷を行わない
方も利用可能です。その場合、臨時集
荷場を設置します。

※ 別途利用料金がかかります。

　近くに施設の無い地域の生産者の方
もご利用できます。JA出荷を行わない
方も利用可能です。その場合、臨時集

発行責任者／南彩農業協同組合
　　　　　　代表理事組合長　菊池義雄
　　編　集／企画管理部総合企画課　〒346－0105
　　　　　　埼玉県久喜市菖蒲町新堀473
　　　　　　TEL   0480（85）7331　FAX  0480（85）7333 古紙配合率 100％再生紙を使用しています
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番号案内サービス（104）へお問い合わせの際は、
必ずJA南彩の葬儀とおたずねください。

（24時間・365日対応）
事前相談も行っています。お問い合わせください。

0120－145－731

お知らせ JA南彩葬祭岩槻城南支店
☎048－797－4909

JA南彩葬祭白岡大山支店
☎0480－91－0490

JA南彩葬祭春日部支店
☎048－733－9099

JA南彩葬祭久喜江面支店
☎0480－25－2929

JA南彩葬祭蓮田支店
☎048－768－4445

JA南彩葬祭菖蒲支店
☎0480－86－0400

JA南彩葬祭宮代支店
☎0480－32－4966

JA南彩催事センター
☎0120－145－731




