
 

 

 （R2.12.20 発行） 

ＪＡ静岡市 藁科営農経済センター  指導:279-0772  購買:279-0773  配送:279-0774 
センタ－長 宮原 茶 深井・梶山 野菜・水稲・苺 熊ヶ谷・小澤（TAC） 女性部 平野 

購買 市川(服西)・岡部・横山 地区担当 徳田(服東・南藁科)・鈴木(清沢・大川) 

 

購買店舗 年末年始営業日について 

12/30 12/31～1/3 1/4 

（水） （木～日） （月） 

通常営業 ※ 休 通常営業 

※ 先月号で掲載した案内に誤りがございました。申し訳ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

【税務関係】  
● 固定資産台帳 「減価償却資産」 （ＪＡへ登録している方）について  ※11 月訪問日にて配布済 

① 資産の追加・削除、 また住所や名義等、変更は、同封の用紙に記入及び台帳を赤ペンで修正 

令和 3 年 1 月 8 日 （金） までに最寄りの農協へ提出してください。 ※変更がある方のみ 

   ②資産に変更がない場合は、提出せずに収支内訳書の作成にご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

☆収支内訳書の作成がはじまります。書類の整理をし、準備をお願いします。 
①確定申告時に収支内訳書が作成していない方が多く、待ち時間が長くなり他の人の迷惑となりますので 

必ず事前に作成して頂くよう、下記日程に必ずお越し下さい(農業・不動産・譲渡収支内訳書) 

※特に譲渡所得のある方は、必ず事前に下記にて譲渡収支内訳書を作成してから申告をして下さい。 

   持ち物  収入・経費がわかるもの、通帳、売買契約書、収用証明書、昨年の収支内訳書の控え等  

②都合が悪い方は、期間内であれば日の変更は可能です。なるべく、自分で作成できるようにして下さい。 

③購買の年間購入一覧表は、１月１５日(金)以降、営農センタ－にて用意できる予定ですので 

必要な方は営農センタ－へ来店をお願いします。(販売の年間出荷一覧表は１月２０日(水)以降を予定) 

《令和２年度 収支内訳書作成 日程表》 

月 日 曜日 
会場  

支店 

午前の受付 

午前９時～11 時 

午後の受付 

午後１時～3 時 

１ 

21 木 清沢 小島・久能尾 赤沢・寺島・鍵穴・坂本 

22 金 清沢 
下相俣・上相俣・昼居渡・中村・峰山 

中塚・蛇塚・杉尾 
 

25 月 大川 栃沢・日向・湯ノ島・崩野・大間 坂ノ上・畑色・諸子沢・楢尾 

26 火 中藁 
丸秀・株田・新田・富厚里 

森・寺ケ谷・上ケ谷戸 
只間・諸谷・奈良間・富沢・夜打島 

27 水 中藁 水見色 小布杉 

28 木 藁科 産女・牧ケ谷１～４ 牧ケ谷 5～１２ 

29 金 藁科 慈悲尾・千代・山崎・建穂 羽鳥第 1～７ 

２ 
1 月 服西 見性寺前・新間第２・第３ 新間第１・第４・谷津 

2 火 飯間 吉津・西又・小瀬戸 飯間 

トラクター （イセキ） 
 15.8馬力 
 パワステ 
 自動水平 

定価 1,342,000 円 

1,100,000 円（税込）   ※ 展示品のみ 

管理機 （ホンダ） 
  -こまめＦ220-    

コンパクトでパワフル 
最大出力 2.0PS     
機体質量 27㎏     

※ 展示品のみ      99,800円（税込） 
 

 

日  時 ： 令和 ３年 １月 ７日 （木）         ※マスクの着用をお願いします 

時  間 ：   ９時～１０時  服西、清沢、大川地区 

１０時～１１時  服東、南藁、中藁地区 

場  所 ： 中藁支店２F 

持ち物 ： 源泉徴収簿（本年７月に作成したもの）、生命・建物等共済証明書、納付書、通帳、印鑑、 

市・税務署からの郵便物、国民年金の納付額が分かるもの、 

マイナンバ－カ－ド又はマイナンバー通知書、身元確認書類（運転免許証等） 

 

 
≪荒茶共販出荷者の皆様≫ 
 
 

 
令和２年度の防除・施肥等、一年間の管理記録の検証

を行います。二番茶以降の防除・施肥を栽培作業記録用

紙に記入し、下記の提出期日までに提出して下さい。 
 
提出期日：令和 ３年 １月 ８日（金） 

提 出 先：最寄りの支店または営農センター 

提 出 物：栽培作業記録用紙 
  
【お願い】   
・用紙が足りない場合は、営農センターへ問い合わせ 

下さい。 

・記入された内容をパソコンに登録するため、読み易く 

丁寧に記入して下さい。 

・鉛筆で記入して下さい。 
 
※二番茶を摘採せず、栽培作業記録用紙を提出して 

  いない方は、一番茶以降の用紙を提出して下さい。 

 
本年は、感染拡大に十分注意しながら受付を行いますが、ご来場の皆様にもご協力お願いします。 

①来場の際は、マスクの着用をお願いします。 

②体調がすぐれない場合は、来場を見合わせて下さい。(後日受付します。) 

 ③来場時にアルコ－ル消毒にて手指消毒をお願いします。 

 ④例年、朝方が混み合うので密を防止する為、ずらして来場して頂けると助かります。 

 

日時：令和 2 年 11 月 18 日（水） 

１等  辻村 靖浩 様 （にこまる） 

２等  石上 久雄 様 （豊コシヒカリ） 

３等  鈴木 達也 様 （きぬむすめ） 

おめでとうございます！！ 

 

日時：令和 3 年 1 月 13 日（水） 9:30～ 

会場：JA 静岡市本店  
 
情勢報告・ウンカの生態と防除対応 

品種の試食会（昼食を兼ねて） 

参加を希望される方は藁科営農センター 

まで連絡をお願い致します。 

第 27 回 JA静岡市茶園共進会結果  

[１１月３０日～１２月２日審査実施] 

優等  梨山 貞雄 様 （水見色） 

一等  山本 卓雄 様 (寺島) 

二等  福田 鍵悟 様 (新間)  

二等  望月 信一 様 （谷津） 

三等  福田 正義 様 （新間） 

三等  森   久功 様 (楢尾) 
      

 

 

 優秀賞（４席、６席） 勝山佳紀 様 （勝山畜産㈱）       １２月５日実施 



 
【苺】 

12～１月の苺は｢頂果・二番の収穫＆腋花房の分化｣が同時に起こりますが、日射量が最も少なく、気温も
低く、樹への負担がとても大きい時期です。低温や光合成不足は、奇形果の発生原因にもなりますので、
温度管理にはご注意ください。 
ハダニおよびうどんこ病はこの時期の発生量が収穫末期まで影響しますので、圃場内の発生によく注意し
て早期防除をお願いします。 

 
 
 

 

温度管理 １２～１月：午前２７～２８℃、午後２５℃ 暖房機の設定温度：７～８℃ 
         日中の温度を大切にするために、隙間風が入らないなど工夫をお願いします。 
  ※経費節約のための設定温度の変更は１月下旬～２月以降とし、今はあまり低くしないでください。 

   この時期は温度以外苺を助けることができません。 

 

葉かき ダニ発生の抑制および２番のガク枯れ防止のため、老化葉を摘葉してください。 
      ８枚程度までを目安に管理してください。 

 

天敵（カブリダニ）を導入していない場合、月１回はダニ剤使用をお願いします。   

病害虫名 薬剤名 倍率 使用基準 ミツバチ カブリダニ 

ハダニ 
マイトコーネフロアブル １０００倍 前日－２回 影響なし 影響なし 

ダニオーテフロアブル ※ ２０００倍 前日－２回 影響なし 影響なし 

       ※銅剤との近接散布を避ける。 

うどんこ病発生時は ①発生果・発生葉を取り除く、②散布間隔をせばめて、葉裏までしっかり散布 

病害虫名 薬剤名 倍率 使用基準 ミツバチ 灰かび 予防 治療 

うどんこ病 

アミスター２０フロアブル ２０００倍 前日－３回 影響なし ○ ○ ○ 

フルピカフロアブル ３０００倍 前日－３回 影響なし ○ ○  

カリグリーン １０００倍 発病初期 影響なし ○ ○ ○ 

 
【タケノコ】  
 
  １月中旬～２月上旬         ⇒   ３月～４月 

   全農化成 14-10-13  ４袋 /１０ａ     ケイカル粒  ５袋 /１０a 

年間では、あと２回施肥時期（５～７月、９月中旬～１０月中旬）があります。 
 

【柑橘】  
○青島温州  １月上中旬 

カイガラムシ類 
ミカンハダニ 

マシン油乳剤 ６０倍 １月下旬～２月には散布しない 

 
○スルガエレガント 収穫前       

 貯蔵病害 
ベフラン液剤２５○劇  ２０００倍 収穫前日まで 

マデックＥＷ ３０００倍 収穫２０日前～１０日前まで 

【女性部】     ＜行事・会議＞      ＜教養講座＞ 

1/29(水)10:30～ 女性部・青壮年部      ピアノ  1/ 5, 19(火) 13:30～【藁科】 

発表大会【グランシップ】  書道    1/ 8, 22(金) 19:00～【藁科】 

 北部料理  1/12 (火) 9:30～【内牧】 

藁科体操 1/ 12, 19(火) 19:00～【藁科】 パッチワーク 1/13, 27(水) 9:30～【藁科】 

フラダンス 1/14, 28(木) 19:00～【藁科】 和紙クラフト 1/15(金) 13:30～【藁科】 

和太鼓   1/10, 24(日)19:00～【公民館】一閑張り 1/18(月) 13:30～【中藁】 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＣＳＦ（豚コレラ）情報】 

CSF(豚コレラ)に絡み、野生イノシシの死骸等確認されましたら、下記への問い合わせ連絡をお願

い致します。 

平  日：中部農林事務所 地域振興課 （TEL：054－286－9281） 

夜間休日：中部農林事務所 （TEL：090-8671-7046） 
 

【有害鳥獣駆除】 ※１１月１５日～２月１５日まで猟期になっています。 

※尚、イノシシ・ニホンジカは、１１月１日～３月１５日までが猟期になります。 

猟期中、イノシシ・ニホンジカ・ハクビシン・アライグマ・アナグマは猟獣狩猟者登録した者えあれ

ば捕獲することができます。サルおよび鳥獣保護区につきましては、上記の期間駆除許可を取ってい

ます。 山に入る際には十分気をつけて下さい。 

駆除のご相談は部農会長さんを通し、営農経済センターへご相談下さい。 
 
 

 

 

 

 

 

 

病害虫発生予察 うどんこ病 炭そ病 ハダニ類 アブラムシ ヨトウムシ 

12 月予報：平年比 やや少 多 やや少 多 やや少 

書き損じはがき 助け合いグループの活動資金になります。 

一円玉拠出金 女性部員の不慮の事故に対する見舞金 等に活用します。 

ウエスとなる古布 ひかりの会で裁断し、厚生病院等へ寄贈します。※綿のみ 

フードドライブ 家で消費できない食品を、困っている方へ送ります。※賞味期限Ｒ3.4.20 以降 

回収期日：令和 3 年 2 月10 日（水）まで 
    
最寄の支店か営農経済センターへ、 
お届け下さい。 

 

開 催 日：令和３年 ２月２１日（日） ９：００～ 

会   場 ：わ な 猟    静岡総合庁舎（静岡市駿河区有明町２－２０） 

 ：第１種銃猟   藤枝総合庁舎（藤枝市瀬戸新屋３６２－１） 

受付期間：令和２年１２月２１日(月)～令和３年１月２２日(金) 

受 付 先：静岡県中部農林事務所森林整備課（駿河区有明町２－２０） 

        ℡ ２８６－９０６１ 

※ 受験希望の方は事前に営農センタ－まで連絡をお願いします 


