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 今年も残り少なくなりましたが、営農組合運営に

ご協力を賜り有難うございました。 

農作物の栽培では、水稲の品種により夏の高温によ

る影響も少しありました。また、最近の雨の降り方

の変化により、そばの栽培についてもその影響を受

け減収となりましたが、他の大豆、野菜については

平年並みと見込んでいます。 

 さて、来年より米の直接支払い交付金が廃止とな

り大幅な減収となります。今後、収入を確保するた

め、新しい分野への取組みとして、以前からお伝え

しております6次産業の味噌づくりを実現へ向けて

進めていきます。 

今後も役員一同頑張って参りますので、組合員の

皆様のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上

げます。 

✿事業報告（6月～12月） 

9 月 
・アフリカガーナ国より視察研修のため来訪（12 名） 

・そば「ひょうご安心ブランド」認証の聞取り調査 

    （県民局農林水産振興事務所） 

・全国コットンサミット IN かこがわ第 2 回役員会出席 

・綿収穫開始 

・大豆・そば現地確認調査（市農林水産課） 

・ヘアリーベッチによる白大豆栽培計画(244a) 

・H30 年産小麦栽培研修会（JA かんき支店） 

・定例理事会 

 

１０月 
・H30 年綿人作り計画打合せ（市経済産業部） 

・志方健やか米作付確認（市農林水産・JA） 

・各支店よりの協力者及び女性有志による綿摘み 

・コスモスまつり開催 10 月 8 日・9 日・14 日の３日間 

・定例理事会 

・ラジオ関西のインタビューを受ける（JA 兵庫南広報） 

・6 次産業化について農林水産省近畿農政局神戸事務所より 

 聞取り調査 

・水稲栽培研修会出席（JA みらい本店） 

・定例理事会 

 

11 月 
・栽培野菜の現地確認（市農林水産課・JA） 

・女性有志による綿摘み 

・高知県四万十市・土佐清水市視察研修のため来訪 

・徳島市の研修参加（ふぁーみん SHOP かんき） 

・丹波市認定農業者会視察研修のため来訪 

・JA 総代会研修出席（コスモホール） 

・全国コットンサミット IN かこがわ協賛「綿まつり」 

 大沢会場にて開催（11 月 18 日） 

・ふぁーみん SHOP かんき役員会出席 

・鳥取県東伯郡北栄町農業再生協議会視察研修のため来訪 

・定例理事会 

 

12 月 
・岡山県農林水産総合センター視察研修のため来訪 

・女性有志による綿摘み 

・東播磨ヘアリーベッチ米研修会出席 

・ブロック長会開催 

・綿人ワークショップ開催（大沢公会堂） 

・本店主催味噌作り教室開催（しろやま農業研修センター） 

 （12 月 20 日～22 日） 8 名参加     

・定例理事会開催 

  

6 月 
・シロガネコムギ種子刈取り（細工所支店） 

・「全国コットンサミット IN 加古川」第 1 回実行委員会出席 

・ピザ焼き体験イベント開催（志方東小学校 2 年生対象） 

・綿人ワークショップ開催 地域の歴史を学ぶ（大沢公会堂） 

・県プランナー招致し、6 次産業化検討委員会を開催 

・東播磨ヘアリーベッチ米研修会出席 

・定例理事会 

 

7 月 
・香美町香住区米地地区へ味噌加工の視察研修（15 名参加） 

・「全国コットンサミット IN 加古川」第 2 回実行委員会出席 

・水稲生産実施計画書及び作付確認調査（市農林・JA） 

・ヤエガキフード＆システム㈱へ訪問（味噌加工用機器） 

・ 綿人ワークショップでコスモス播種イベント開催（大沢・細工所圃場） 

・加古川南校生研修調査の為来訪 

・北播磨地区（5 市 1 町）集落営農研修会にて講演（代表） 

・小学校区防災訓練参加 

 

8 月 
・韓国慶尚北道より視察研修のため来訪（34 名） 

・6 次産業化認定事項についての指導のため県・市農林来訪 

・淡路市営農組織視察研修のため来訪 

・農業共済組合優良農家等表彰式出席 

・第 3 回 6 次産業化検討委員会開催 

・綿人ワークショップ開催（キャベツ定植・コスモス播種） 

・そば「ひょうご安心ブランド」認証更新 

・全農兵庫・JA 兵庫南・集落営農・認定農業者懇談会出席 

・加古川市集落営農組織総会出席 

・定例理事会 

・11 月 18 日（土）に大沢公会堂・綿花栽培圃場で開催

された綿まつりの様子です。他府県からも沢山ご参加い

ただき、綿を通じ絶好の交流の場となりました。 

・フラワーアレンジメント教室 ・綿の出来栄えを見る来場者 

・綿摘みの様子 ・綿摘みに向かう親子ずれ 

・ぜんざい・焼きそば等の販売 ・旭堂南海さん来演 

２０１７ 

来年に向かって・・ 

代表理事 黒田 信行 

✿この一年間に協議された理事会での議題（主な

議題のみ）を掲載しました。 

 
 1 月 加工施設（味噌工房）用の用地取得について 

 2 月 29 年固定資産取得計画について 

     経営基盤強化準備金について 

3 月  農地所有適格法人申請について 

   加工施設用地取得のための交渉決定について 

   6 次産業化に向けた検討委員会の立上げについて 

4 月 組織・機構役割について 

5 月 （1 月～5 月）事業報告について 

    6 次産業化検討委員会開催について 

6 月  農地取得・移転登記完了について 

   農業委員推薦について 

   JA 農業活性化事業による野菜移植機購入について 

7 月 6 次産業化実施計画について 

    （味噌加工計画、加工所建築・設備費、加工材料栽培計画、販売計画等） 

8 月 6 次産業化総合化事業計画について 

   事業報告について(6 月～8 月) 

 

 

 
9 月  土地等の取得規定について 

    コスモスまつりについて 

10 月  会計に関する規定の改定について 

    平成 30 年産綿花栽培依頼について 

11 月 支店運営管理規定について 

    農機具等の倉庫用地取得について 

    H30 綿花栽培について 

    支店ごとの品目別コストの把握について 

6次産業化への取組みについて 

1 月 加工所を建設するための用地を取得する事に決定 

   （1 月理事会）    

３月 JA 味噌加工所見学（理事 3 名 他 3 名参加） 

４月 検討委員会立上げ 構成員の報告、承認  

   （4 月理事会） 

5 月 第Ⅰ回検討委員会開催 

   ◎加工品（みそ）の決定・年間生産量・加工施設

の規模の決定    

6 月 第 2 回検討委員会開催 

   ◎6 次産業化プランナー招き、総合化事業計画申

請の説明を受ける。米地みそ見学の計画を立て

る。 

7 月 加工設備費・加工計画の報告・承認（7 月理事会） 

8 月 第 3 回検討委員会開催 

   ◎加工施設概略図面による詳細の検討・味噌用機

器の配置・機器の選定について 

9 月 近畿農政局長宛に総合化事業計画に係る認定申請 

   書提出 

10 月 近畿農政局より担当者 2 名が来訪し、総合化事 

      業計画申請書類の最終確認を受ける 

 

 ★11 月、近畿農政局より総合化事業計画が認定され 

  る見込みとの連絡がありました。今後はネットワー 

  ク交付金の申請手続きを進めて参ります。 

 

理事会 

 

・ ・ 

☆コスモスまつり開催時に 4会

場で味噌に関するアンケート

をとりました。結果、約 200 名

から回答をいただき、営農が作

ろうとしている安全・安心にこ

だわった味噌に大半の方が興

味を示された事が分かりまし

た。（10 月の理事会で報告） 

★味噌づくり教室開催！ 
12月 20日～22日（しろやま農業研修センター） 

・今回参加された人達 初めての味

噌づくり、楽しかったで～す！ ・小学生と一緒にピザ作り体験 

糸紡ぎ 

・採蜜体験 

そば打ち体験 
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＜大沢北支店＞ 

 
コシヒカリ  332.6a 

小麦        402.7a 

 

 

                            

＜野尻支店＞ 

 
小麦     828.8a 

コスモス   104.5a 

 

 

 

                        

＜岡支店＞ 

 
キヌヒカリ  218.7a 

コシヒカリ  46.5a 

志方健やか米 52.9a 

小麦     744.6a 

白大豆    335.4a 

そば     116.1a 

 

 

 

 

 

 

＜広尾西支店＞ 

 
ヒノヒカリ  717.3a 

志方健やか米 214.6a 

小麦     659.9a 

白大豆    115.3a 

そば     50.4a 

コスモス   164.3a 

その他野菜  51.5a 

 

 

 

 

 

                     

＜行常支店＞ 

 
ヒノヒカリ   106.7a 

小麦         776.0a 

 

 

                   

＜東飯坂支店＞ 

 
ヒノヒカリ   135.5a 

志方健やか米 66.7a 

小麦         796.0a 

白大豆       51.6a 

コスモス     119.2a 

 

 
                          

＜大宗支店＞ 

 
ヒノヒカリ   98.8a 

小麦         450.1a 

 

 

 

                          

＜東中支店＞ 

 
小麦        544.6a 

 

 

                        

＜高畑支店＞ 

 
鹿児の華米  1157.8a 

小麦     1508.7a 

白大豆    20.8a 

そば     23.2a 

コスモス   837.3a 

 

 

 

 

                      

＜大沢南支店＞ 

 
ヒノヒカリ   419.3a 

小麦         777.3a 

綿花         31.3a 

コスモス     144.4a 

 

 

                       

＜中才支店＞ 

 
小麦   421.2a 

 

 

 

今年に各支店で作付された品目別栽培面積で

す。品目によっては天候不順により、収穫量に

影響が出たものもありましたが、小麦に関して

は、各支店とも大幅に収量アップしました。 

2017 志方東営農組合 

★最近の傾向として、支店により栽培品目の数に大きくが差が生じています。今後、営農組合

として水稲、小麦以外で取り組める作物を模索し、より効率的な作付計画がどの支店にも出来

るよう、努力したいと思います。耕作放棄田発生を未然に防ぐためにも。 

 

＜細工所支店＞ 

 
キヌヒカリ   391.0a 

志方健やか米  514.2a 

小麦      1233.2a 

白大豆     223.5a 

そば      30.3a 

コスモス    187.5a 

 

 

                  

＜畑支店＞ 

 
ヒノヒカリ   564.9a 

キヌヒカリ   362.8a 

ハリマモチ   28.5a 

小麦         744.2a 

コスモス     204.6a 

その他野菜   10.5a 

 

 

 

＜広尾東支店＞ 

 
ヒノヒカリ  445.4a 

コシヒカリ  72.8a 

志方健やか米 119.9a 

小麦     732.0a 

白大豆    161.7a 

そば     18.4a 

コスモス   134.0a 

その他野菜  110.3a 
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	くみあいだより第5号裏面2

