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営農だより
f a r m i n g  i n f o r m a t i o n 2017

発行／あさか野農業協同組合　発行人／代表理事組合長　池田　稔
編集／ＪＡ改革推進室・ＪＡ改革推進課
〒352-0011 埼玉県新座市野火止4－5－21　TEL 048－479－1011

◇�　政府は３月末までに８本の農政改革関連法案を提出し、今国会での成立を目指す。特に生産
資材・農産物流通の業界再編や参入を促す農業競争力強化支援法案や酪農改革のための畜産経
営安定法改正案などは与野党間で評価が分かれ、激しい対決も予想される。
　�　通常国会の会期は、延長がなければ６月18日までの150日間。農政改革関連法案の審議は予
算成立後の４月以降となる見通しで、政府が通常国会に農林水産関連で８本の法案を提出する
のは07年以来10年ぶり。� （出所：日本農業新聞）

　細沼さんは23歳から農業を始めて今年で32年目になる農業経営者です。普段は奥様と一緒に新座
市中野にある畑で約15種類の野菜を栽培し、市場や新座農産物直売センターに出荷しています。ま
た、弟さんの家に隣接している自販機型販売所でも販売をしています。野菜を育てる際、「食べて
美味しいもの」を心がけており、農産物直売センターや自販機型販売所を通して直接消費者に旬の
野菜の美味しさを提供しています。なお自販機型販売所は10：00～18：00まで営業しております。
（場所：上宿農園　新座市大和田１－12付近）

思いのこもった『旬の野菜の美味しさ』を販売しています。

生産者紹介
～野火止支店管内～
細沼　利通さん

農政ｔｏｐｉｃｓ
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☆　農作業の安全に心がけましょう

表　農作業死亡事故発生件数の推移

２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年

事故発生件数 398 366 350 350 350

常用型トラクター 114 123 106 111 95

歩行型トラクター 50 40 40 21 30

農用運搬車 46 31 40 33 32

自脱型コンバイン 15 9 17 11 10

動力防除機 8 4 7 10 12

動力刈払機 7 5 8 5 8
その他機械作業事故 38 35 38 37 45

（農林水産省調べ）

◎ 農作業事安全のためのポイント
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営 農 情 報

今回は減らない農作業事故についてです。

交通事故や労務災害は、安全装置の開発普及や安全教育の

充実により減少しています。しかし、農作業での事故は減少

しておらず、重症や死亡事故も発生しています。（表）

● 作業前の準備

農作業は機械に巻き込まれないような服装で行い、安全

防護用具を着用するようにしてください。

● 農業機械の適切な利用・管理

農業機械は取扱説明書をよく読んで正しい操作方法を理

解し作業を行い。また、作業中の故障や詰まりが事故のきっか

けとなる場合が多くありますので、機械の点検整備は常に心

がけてください。
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（価格は税込みとなります）

≪　上記の商品に対するご注文、お問い合わせ先　≫

   　　　　　　　　　 ◎ 片山経済配送センター　　    TEL　０４８－４８０－６５１１

　　　　　　　　　　  ◎ 内間木経済配送センター　　TEL　０４８－４７１－１５８５

エコレット８０８

1,900円

2,340円

予約価格にて販売

予約価格にて販売2,280円

1,580円　　　　２０ｋｇ
みのり特号

あさか野フミン８８８

マイルドユーキ８８８号
　　　　２０ｋｇ

　　　　２０ｋｇ

　　　　２０ｋｇ

有機アグレット６５５eco
　　　　２０ｋｇ

埼玉高度４００

1,400円

2,360円

JAあさか野　INFORMATION

予約価格にて販売
通常価格

通常価格

通常価格

通常価格

1,830円

３月末日まで予約価格にて販売致します！

　肥料価格　特別割引のご案内

　　　　２０ｋｇ
◎

◎

あさか野農協オリジナル肥料！ 低コスト肥料！

あさか野フミン　画像 埼玉高度400　画像

1,160円

通常価格

1,120円
通常価格

予約価格にて販売

予約価格にて販売

予約価格にて販売

2,250円

1,530円

1,350円

●供給

／

JAあさか野 朝日工業株式会社●製造

／

土壌改良効果！

野菜生育にバッチリ！

マルチ栽培でも安心！

腐植酸が土がふかふかにし、保肥力(土が
肥料をため込む力)を高めます。また、
根張りの促進効果が期待できます。

腐植酸と無機成分の相乗効果で、早効き

から遅効きの性質を持ち、野菜の生育に

適します。特に葉菜類に最適です！

腐植酸の効果により肥料の流亡･溶脱が

少なく、濃度障害･ガス障害などの心配

もほとんどありません。

■ホウレンソウ試験例■

■保証成分(％)■

※これは基準ですから、土壌の条件、作型、前作等により適宜増減してください。

あさか野

フミン

使用区

一般

高度化成

使用区

基肥基準量(１０ａあたり)

葉菜類
ホウレンソウ・チンゲン菜・

小松菜・キャベツなど
120kg(6袋)～200kg(10袋)

果菜類
トマト・ナス・

きゅうりなど
120kg(6袋)～200kg(10袋)

根菜類
大根・にんじん・

カブなど
100kg(5袋)～180kg(9袋)

種類
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