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つや姫・雪若丸巡回

レジ袋の有料化について
マンスリークリップ
理事会だより

山形市役所で山形市の
季節の花をＰＲ
花き消費拡大に向けて

つや姫・雪若丸育苗巡回
今年も美味しいお米を皆様へ

行われました︒新型コロナの感染拡大防止のため︑会員多数の

５月７日︵ 木 ︶山 形 市 農 協 良 質 米 研 究 会による育 苗 巡 回が
参加を避け︑育苗診断希望者の圃場へ出向き実施しました︒ま

日︵ 水 ︶︑当 農

協の花き園芸専門委員

た︑今 年 度より稼 働 開 始した新 育 苗センターにおいて︑緑 化 苗

５月
会 らで 構 成 される﹁ 山

吉村美栄子知事に誕生日の
﹁薔薇﹂
﹁山形セルリー﹂を贈呈
大変喜ばれました
日
︵金︶
︑山形県庁において大山組合長と佐藤専
を吉村美栄子山形県知事へ贈呈しました︒

務が︑誕生日プレゼントとして薔薇の花束と山形セルリー

５月

費者の皆様にお届けするために会員が一丸となって栽培に取り組んでいます︒

いる︒﹂と評価していただきました︒尚︑
この模様は民放２社で放送されました︒今年も美味しいお米を消

た山形県関係者からは︑﹁播種の時期は天候が悪かったが︑生産者の方々の工夫により良い苗に仕上がって

長川村栄介さん
︵皆川２︶
の育苗ハウスで行われました︒出席し

推進本部による健苗育成巡回が︑山形市農協良質米研究会会

翌日５月８日
︵金︶
には︑山形﹁つや姫 ﹂
﹁ 雪若丸 ﹂ブランド化

いることを確認しました︒

験的に行ったプール育苗の生育調査を実施し︑順調に生育して

形 市 花き 連 絡 協 議 会 ﹂

市 長 定 例 会 見のつぼ花
と市 役 所の玄 関 前に飾
られました︒
この事 業は︑新 型コロ
ナウ イルスで 需 要 が 減
少した花きの消 費 拡 大
省が行 う 花いっぱいプロ

を呼びかけようと︑農水
ジェクトに 山 形 市 と 山
形市花き連絡協議会が
賛同し︑山形市の花のＰ
Ｒと消 費 拡 大を目 的に
行 われました ︒同 記 者
会 見は６月４日︵ 木 ︶
に
も 行 われ ︑今 年 度 は 下

薔 薇の花 束は︑大 山ばら園 代 表 大 山 邦 夫さん
︵番匠︶
本あしらった

が生産した青みがかったピンク色の
﹁ブルーキリオス﹂とピ
ンク色の
﹁ブロッサムピンク﹂を合わせて約

と話し大変喜んでおりました︒

リー﹂に︑﹁とても香りが良い！楽しませていただきます ﹂

吉村知事は︑色鮮やかな薔薇の花束と初物の
﹁ひめセル

セルリー﹂を贈呈しました︒

大変素敵なもので︑山形セルリーは出荷が始まった﹁ひめ

60

記 日 程にてあと３回 開
催予定です︒

日
︵火︶

●次回開催予定
・７月

・８月３日
︵月︶
・９月２日
︵水︶

15

提 供 し ︑同 日 行 われた

引 渡し後のハウスを利 用した潅 水 作 業の省 力 化を目 的に︑試
▲６月４日（木）の会見
▲５月20日（水） 玄関前の花

が︑市役所へ季節の花を

20
14
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▲YBC「ニュースevery」収録

▲TUY「Ｎスタやまがた」収録

５月の経過
令和２年５月 ７日（木） 春どり「ひめセルリー」出荷開始
５月13日（水） YBC「ニュースevery」にて放送
TUY「Ｎスタやまがた」にて放送
SAY「ライブニュース」にて放送
５月14日（木） 「自然の恵み 出来栄え再興」山形新聞へ掲載
５月19日（火） 「課題乗り越え出荷増」毎日新聞へ掲載
５月22日（金） 「成長担う新規就農者」山形新聞へ掲載
５月26日（火） 「山形セルリー春作出荷最盛」日本農業新聞へ掲載
「山形セルリー待っていた！」朝日新聞へ掲載
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▲SAY「ライブニュース」収録

食卓に笑顔を
届けよう

５月13日（水）、下記の三社によるセルリー団地の収録がありました。

1
今こそ協同組合のチカラを

セルリー団地視察・研修など

５月７日︵ 木 ︶
より春どりセルリーの出 荷

が始まりました︒プロジェクト発 足以来 ︑安

心安 全な山 形セルリーを直 接 消 費 者へ届け

るために東都生協
︵東京都︶
や東北六県を拠

点とする主要な生協と販売提携を結んでお

ります ︒特に今 回は︑新 型コロナウイルスの

影 響により外 出 自 粛が呼びかけられる中 ︑

食 材の宅 配 需 要が急 激に増えており︑山 形

セルリーも計画を大幅に上回る注文を頂き

ました︒緊迫した社会情勢の中︑少しでも美味しい物を食

べて笑顔でいられるよう︑生産者が懸命に収穫作業を行っ

ています︒

2

トピックス
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“レジ袋削減”もその一環です。

皆様のご協力 を賜りたく、

レジ袋有料化 2020 年 7 月1 日スタート
ただし、前倒し で 有料化 することを 推奨 しています。
売値 については 各事業者様 の ご判断 に お任せ します。

あらゆるレジ袋を有料化することにより過剰な使用を抑制していくことが基本です。

以下の３点については、
法令に基づく有料化の対象とはなりませんが、

環境性能が認められる以下の袋への転換にご協力をお願いします。

植物由来がCO2総量を
変えない素材であり、
地球温暖化対策に寄与するためです

ガーデンテラス七日町の玄関を
華やかに

鹿野和夫さんより
フラワーアレンジ

よろしくお願い申し上げます。

町１︶
が手掛けた︑季節の花で彩るフラワーアレンジ
メントをいただきました︒ガーデンテラス七日 町の

お問い合わせ
プラスチック製買物袋の有料化に関する相談窓口
（土・日・祝日を除く）
受付時間：午前９時〜午後６時15分

レジ袋の有料化が始まります

環境問題解決の一歩 になるよう、

主食米配達の際はレジ袋の使用は
控えさせていただきますので、
よろしく
お願いいたします。
お買い物でご来店の際は、袋持参
のご協力をお願いします。
レジ袋有料化に関
するホームページ
（経済産業省HPより）

みんなで環境を守りましょう！

様々な 施策 を 実施、
検討 しています。

玄関に飾られ︑入居者や来訪者を華やかに迎えて
います︒

熱中症にご注意！
予防行動のポイント

③こまめに水分補給しましょう
・のどが渇く前に水分補給
・１日あたり１・２リットルを目
安に
・大量に汗をかいた時は塩分も忘
れずに
④日頃から健康管理をしましょう
・日頃から体温測定︑健康チェック
・体調が悪いと感じた時は︑無理

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために︑
一人ひと
りが感 染 防 止 対 策としてマスクの着 用や３密︵ 密 閉・密
集・密接︶
の回避を実践することが呼びかけられています︒
これから暑い夏を迎えるにあたり︑例年よりもいっそう
熱中症に注意していきましょう︒

①暑さを避けましょう
・エアコンを利用する等︑部屋の
温度を調整
・感染症予防のため︑換気扇や窓
開放によって換気を確保しつ
つ︑エアコンの温度設定をこま
めに調整
・暑い日や時間帯は無理をしない

せず自宅で静養
⑤暑さに備えた体作りをしましょう
・暑くなり始めの時期から適度に
運動を
・水分補給は忘れずに︑無理のな

●ポイント

・涼しい服装にする
・急に暑くなった日等は特に注意
する
②適宜マスクをはずしましょう
・気温・湿度の高い中でのマスク

と感じる強度で毎日 分程度

い範囲で
・﹁やや暑い環境 ﹂で﹁ ややきつい﹂
トル以上︶を確保できる場合に

着用は要注意
・屋外で人と十分な距離︵２メー
は︑マスクをはずす
・マスクを着用している時は︑負
荷のかかる作業や運動を避け︑
周囲の人との距離を十分にとっ
た上で︑適宜マスクをはずして
休憩を

で十分に注意しましょう︒３密
︵密集︑密接︑密閉︶を避けつ
つ︑周囲の方からも積極的な声
かけをお願いします︒
参考 厚生労働省ＨＰより

高齢者︑子ども︑障がい者の
※
方々は︑熱中症になりやすいの

30

できるだけ 無駄なレジ袋 を 少なくし、

お願い~
ご協力の
有料化の
~レジ袋

https://www.meti.go.jp/
policy/recycle/plasticbag/
plasticbag_top.html

0570-000930

向け

0570-080180

向け

政府 では 環境問題解決 に向けて

減に
レジ袋削 い
さ
ご協力下

経済産業省
レジ袋有料化
に関するHP

レジ袋有料化お問合せ窓口

事業者
レジ袋有料化お問合せ窓口

消費者

バイオマス素材の配合率が
25％以上のもの
プラスチックの
フィルムの厚さが

微生物によって海洋で分解される
プラスチック製買物袋は、
海洋プラスチックごみ問題対策に
寄与するためです
繰り返し使用が可能であることから、
プラスチック製買物袋の
過剰な使用抑制に寄与するためです

海洋生分解性プラスチックの
配合率が 100 ％のもの

50マイクロメートル以上のもの

環境問題 が深刻さを増しています。

令和２年７月１日より︑全国一律でレジ袋の有料
化が始まります︒今回の有料化は︑海洋プラスチッ
ク問 題や︑地 球 温 暖 化などの解 決に向けた第一歩
として取り組みがスタートします︒
当農協においては︑店舗における米の販売 ︑
アグ
リセンターでの購買品が対象となります︒この機会
にみんなでマイバックを持ってみませんか？
環境問題
解決の
第一歩

６月１日︵ 月 ︶︑北 山 形 支 店の鹿 野 和 夫さん
︵肴

海洋プラスチックごみ問題 を含めた

アグリセンターのレジ袋 5円
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便

便

お知らせ
６月の税金

種

類

市県民税

期

別

全期

納付期限
６月30日

マイナンバーカードを
ご利用ください！

山形市よりお知らせ

マイナンバーカードは、顔写真付の公的身分証明書と
して利用できるほか、証明書のコンビニ交付サービスが

国民年金保険料・保育所保育料は毎月納期です。各学校等の
PTA諸会費 等の振替もご利用ください。
山形二小・七小・八小・西小・山形一中・二中・三中・市立山形
商高・県内の各県立高校の授業料等の口座振替も是非ご利用願
います。
税金・公共料金等の振替は、JA山形市の
『おいしい口座振替』をご利用ください。

※担い手農業者の皆さんへ

農業者年金のお申し込みやご相談は各支店までお問い合わせ
願います。

※市県民税について

事業専従者給与を受給されている方の市県民税の特別徴収
が、６月より開始されています。特別徴収された税金は、原則と
して毎月納付をしなければなりませんが、納期の特例申請をす
れば、年２回（６月と12月）の納付で済みます。申請はいつでも
できますので、詳しくは各支店にお尋ねください。

※記帳について

平成26年分申告より、農業、不動産および事業収入のある全て
の方に記帳義務が課せられました。記帳代行を希望する方は、各
支店またはアグリセンター農業者経営支援室までご相談の上申
し込み願います。

※派遣税理士制度を利用される皆さんへ

ご自分で記帳され、確定申告書の作成について利用申込み
をなさる方は、各支店まで申し込み願います。

便

利用できるなど便利なカードです。初回の交付手数料は
無料となりますので、ぜひご利用ください。
個人番号通知カード（緑色の紙製のカード）は、法律
の改正により令和２年５月２５日に廃止されました。通知
カードに関する住所や氏名等の記載事項の変更や新規
発行・再発行の手続きはできません。
●マイナンバーカードの交付申請方法
【インターネット申請】←おすすめ！
スマートフォンやパソコンで「個人番号カード交付申請
書」の下部にある
QRコードを読み取り、必要事項を入力の上、顔写真の
データを添付し、送信してください。
【郵送による申請】
既に送付されている個人番号通知カードに付いている「個人番号
カード交付申請書」に必要事項を記入し、顔写真を貼り、同封の返信
用封筒に入れてポストに投函してください。
※「個人番号カード交付申請書」を紛失した場合は市役所市民課へ
お問合せください。
◎マイナンバーカードの臨時交付窓口を設置しています

花を飾ろう！花を贈ろう！
運動実施中

山形県よりお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大の影響により各種行事が中止・縮
小となり、県産花きの消費が落ち込んでいます。
花は暮らしを彩り、安らぎを与えてくれます。家で過ごす時間
が増えている今、ぜひご自宅に花を飾ってみてください。また、
花を飾ると部屋が華やぎ、雰囲気が明るくなります。職場でも、
ぜひ飾ってみてください。
そして、身近な方に花を贈り、日ごろ伝えられない気持ちを伝
えることも素敵なことです。この機会を活用して、花を贈ってみ
てはいかがでしょうか。
山形県は、花きの生産額が東北で第１位の産地です。
県産の花を飾ることや、花を贈ることを通じて、県内の生産者
の皆さんを応援してください！

マイナンバーカードを申請し、交付案内が届きましたら電話予約の
上、市役所１階市民サロン臨時交付窓口にお越しください。
【くらしを便利に！マイナンバーカード】
●身分証明書になる！
●各種証明書をコンビニで取得できる！
●マイナポイントで買い物ができる！※
（2020年度実施予定）
●健康保険証として使える！
（2021年３月予定）
●スマホ・パソコンでラクラク！
・オンラインで確定申告ができる。
・子育てをはじめとする行政手続きができる。
・健診結果や医療費が確認できる（予定）。
※マイナポイントの詳細はHPをご覧ください。
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/
総務省マイナンバー総合フリーダイヤル
１２０-９５-０１７８
（音声ダイヤルに従い、
「５番」を選択してください）

受付時間
平

日：午前9時30分から午後８時

土日祝：午前9時30分から午後５時30分（年末年始除く）

５

便

当農協の新型コロナウイルス感染拡大対策について
政府より、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言は解除されましたが、第２波に備えるため、各部署で次

の対応をしております。ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。
【当農協の対応について】
・役・職員はマスクを着用し対応させていただきます。
・飛沫感染防止のため窓口にアクリル板を設置、金融窓口対応職員はゴム手袋を着用します。

便

不動産センター窓口の通常営業再開のお知らせ
日頃より、JA山形市不動産センターをご利用いただきありがとうございます。
政府の緊急事態宣言が全都道府県に拡大したことに伴い、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間の短縮をもっ

て対応してまいりましたが、この度の緊急事態宣言全面解除を受け、5月30日（土）から引き続き下記の来店者対応と対策をと
らせていただき、窓口営業を通常再開しております。

■窓口営業・電話受付時間
月曜日〜日曜日

10：00〜15：00
（水曜日・祝日は定休日のため除く）

便

ご来店される皆様へのお願い
・マスク着用でのご来店をお願い致します。
・ご来店人数は1組お2人まででお願い致します。
・体調に不安のある方はご来店をお控え下さい。
・内見につきましては鍵の貸出にて対応させていただきます。

不動産センター臨時休業のお知らせ
職員全体研修会により、不動産センターを臨時休業とさせていただきます。

■臨時休業日：６月27日（土）

便

本店（金融営業店）の通常営業再開について
日頃より、当組合の事業に対しまして特段のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、本店（金融営業店）の昼時間休業を行っておりまし

たが、政府からの緊急事態宣言解除を受け、
６月１日（月）
より通常営業を再開しております。
なお、窓口対応職員のマスク着用、飛沫感染防止のためアクリル板設置、消毒液の設置は引き
続き行います。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

■本店（金融営業店）窓口営業時間
６月１日（月）より
午前９時〜午後３時

６
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情報コ−ナ−

指揮／飯森範親

管弦楽／山形交響楽団

仙台フィルハーモニー管弦楽団

☆山形交響楽団
東北UNITED
山響×仙台フィル合同演奏会2020特別演奏会

☆2020モンテディオ山形応援募金受付中

■７月12日（日）
■やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

■受付期間
■募金方法

1,000円以上の募金をしていただいた方に、リボンマグ

ネットを贈呈

午後３時開演（午後２時開場）

WLB（ワーク・ライフ・バランス）の
取組みについて

平 日／9:00〜17:00 JA山形市 本・支店の口座開設店舗へ
夜間・土・日・祝日

【時間外の連絡先】
●交通事故
自動車共済事故受付センター

0120-258-931（24時間対応）

レッカー・ロードサービス

0120-063-931（24時間対応）

●葬

■本店への電話について、下記の担当部署へ直接電話をお願いします。
【本店各部署電話番号】 市外局番：全て［023］
金融営業店 …… ☎623-0513

不動産部

金融部

不動産センター（1F） ☎631-1160

信用課

……… ☎623-0593

共済課

……… ☎623-0583

0120-567-685（24時間対応）

山形市深町一丁目2-37
やすらぎ嶋ホール JA葬祭

0120-835-527（24時間対応）

「新型コロナからみんなを守る県民リレー」

やまがたイクボス同盟ウエーブアクション
当農協が加盟している「やまがたイクボス同盟」では、新型コロナウイルスを乗り越え

るため、
「やまがたイクボス同盟ウエーブアクション」を行います。
加盟企業・団体が「感染防止と経済（企業）活動両立のために、今取り組んでいるこ
と」を発信し、働き方の新しいスタイルの普及と、ワーク・ライフ・バランスの実現を図っ
ていきます。
加盟企業・団体の取組みはwebサイト、SNSで発信します。ぜひご注目ください。
令和２年６月１日（月）〜７月31日（金）

テ ー マ 「感染防止と経済（企業）活動両立のために、今取り組んでいること」

報

謹んでお悔やみ申し上げます。
◆上町支店（上町３）の逸見幸子さん（76歳）5月26日逝去されました。 喪主は正志さん
◆北山形支店（皆川１）の川村俊之さん（76歳）5月31日逝去されました。 喪主は健さん

７

不動産課（3F） …… ☎623-0520

上記の担当部署へ直接電話をお願い申し上げます。
2020年の農協カレンダーにも表示しています。

山形市嶋北一丁目16-3

取組期間

（15：00まで）

総務部・監査室 …… ☎623-0526

儀

やすらぎ山形ホール JA葬祭

0120-066-443（24時間対応）

JAバンク・キャッシュカード紛失共同受付センター

■本・支店およびアグリCの電話は夕方午後５：００に留守番電話に
切替わりますので、電話は午前９
：
００〜午後５
：
００までにお願いし

（振込手数料無料）

●キャッシュカード・通帳等の紛失や盗難

■6月24（水）、
７月3日（金）は17：30一斉退室日となります。

ます。
（不動産センターを除く）

令和２年11月末（予定）
本・支店窓口で受付しております

季節の花き紹介✿

『山形べにばな』出荷最盛期
山形県の花で歴史を感じて

下条支店の飯野英樹さん（片平）の圃場では、黄色と紅色の華や
かな初夏の花「紅花」の出荷最盛期を迎えています。
飯野さんが栽培する紅花は「山形べにばな」という品種で、種子

飯野英樹さん（片平）

は切り花用として選抜したものを自家採取しており、
トゲが少なく葉
が丸いのが特徴です。吸水力が強く、
毎日たっぷり水をあたえると花蕾をた
くさん咲かせ長持ちします。

「山形べにばな」は１つ花を咲

栽培は今年で８年目。今シーズンは

かせると瞬く間に他の蕾も花

６月上旬〜７月下旬まで主に山形・宮

が開き、収穫にはスピードが求

城方面、さらに関東などへ出荷し、例

便

められます。短い期間の出荷

年どおり約１万5,000本の出荷量を

となりますので是非自宅など

見込んでいます。

に飾ってみてください。

理事会だより
第２回理事会・第２回監事会５月19日
（火）
《協議事項》 ４議題
第１号議案
令和元年度
（平成31年度）
剰余金処分
（案）
に
ついて
第２号議案
第72回通常総会附議事項
（案）
について
第３号議案
令和元年度園芸ハウス用灯油支援策について
第４号議案
貸付金について
《主な報告事項》
●臨時一斉外務について
●第72回通常総会の日程について
●座談会に替わる意見について
（令和2年4月30日期日）
●令和元年度
（平成31年度）
資産査定結果について
●新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について

●役職員全体コンプライアンス研修会について
●独立監査人並びに当組合監事の監査報告書提出について
●㈱ジャオの監査報告について
●山形地区カントリーエレベーター組合の監査報告について
●農林漁業の経営者が利用可能な新型コロナウイルス対策
資金について
●担い手良食味米取組生産者に対する加算金について
（令和
２年産米）
●ＪＡ果汁愛飲運動取りまとめ結果について
●新型コロナ感染拡大に伴う花き生産者支援について
●持続化給付金の申請支援について
●山形セルリープロジェクトについて
●山形市農業振興協議会令和２年産米生産調整転作現地確
認方法・日程について
●春の畦塗り作業結果について
●不動産センターの窓口営業再開について

●来月の一斉外務訪問日は ７月16日
（木）となります。

話

表紙の裏

【6月表紙】

永野 和輝（かずき）さん

（６歳・小１）
下条支店（片平）
永野輝雄さん家族

☆ひと言☆

☆家族構成
父……輝雄
（てるお）
さん
母……昭恵
（あきえ）
さん
兄……雅輝
（まさき）
くん
祖父…久雄
（ひさお）
さん
祖母…花子
（はなこ）
さん

和輝くんは、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が解除され、
６月から本格的に
小学校に通えるようになりました。国語がとても楽しく、現在はひらがなの音読や書き方
の勉強をしたり、図書館から本を借りて読んだりしています。家族の農業の手伝いをして
おり、今年は水稲の種まきのタイマー係を務めました。将来の夢は両親の農業の手伝
いをすることです。
●発
●発
●編

行 人／佐藤安裕
行 日／令和２年６月18日
集／総務部 TEL：023-623-0526 〒990-0038 山形市幸町18-20

