
 
    

 （R3.1.20 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) 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 
 
 

 

 
 
 
 

【確定申告関係】 
 マイナンバー制度について  

申告では、申告者本人と、配偶者・扶養家族・事業専従者の個人番号（12桁）を申告書に記入する必要があります。 

事前に各人の番号を確認・把握をしておき、申告書作成時に困らないようにしておいて下さい。 

さらに、申告者本人分については、下記書類の写しを添付する必要もありますので、ご持参願います。 

◆マイナンバーカードが無い方    ①個人番号通知カード、又は個人番号が記載された住民票のいずれか１点 

  （右の①と②の両方が必要）    ②運転免許証、又は健康保険証のいずれか１点   

◆マイナンバーカードを持っている方     マイナンバーカードのみで構いません。 

※申告者以外の方（配偶者、扶養者等）は、個人番号の記入は必要ですが、上記書類の添付は不要です。 

・「マイナンバーカード」とは、事前申請で市役所に行くと貰える、顔写真入りのプラスチック製カードです。 

・「個人番号通知カード」とは、郵送で各個人に送られている個人番号が記載された紙製で顔写真の無いカードです 
 

（持ち物、準備物）  ☆例年、年金源泉徴収票・共済証明書を忘れる人が多いので、来場前に確認を。 

①昨年の申告書類の控え 

②税務署より郵送された確定申告に関わるハガキ 

③印鑑及び通帳（申告に関わる入出金があるもの、令和２年１月～令和２年１２月が記帳されているもの） 

④国民健康保険料の納付書 ２年分（令和元年度分「７～１０期」と令和２年度分「１～６期」） 

⑤年金・給与所得がある方は、令和２年源泉徴収票（正本）。無い方は事前に支払元へ再発行の依頼をする。 

⑥医療費は、人ごと及び病院ごとに計算しておく。保険等の補てんが有る場合その金額も算出。領収書類につい

て、領収書の添付は必要なくなりましたが、新設されたｾﾙﾌﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ制度対応のためご持参下さい。 

⑦固定資産台帳（ＪＡから配布した減価償却資産台帳）等 

⑧完成している収支内訳書（農業所得・不動産所得・事業所得等）及び譲渡所得内訳書（土地・山林・株等）  

⑨生命年金共済（保険）、建更共済（火災保険等）の払込み証明書 

※記入用紙（申告書・収支内訳書等）が必要な方はＪＡまで 
 
 

★確定申告受付予定★  ※下記日程以外での受付はできかねますので、日程の順守をお願いします。 

月 日 曜日 会場 午前（9：00～11：00） 午後（1：00～３：０0） 

２月 

５ 金 清沢事務所 久能尾 中村・中塚・杉尾 

８ 月 清沢事務所 赤沢・寺島 昼居度・蛇塚 

９ 火 清沢事務所 小島・鍵穴・峰山・上相俣 坂本・下相俣・地区外 

１０ 水 大川事務所 坂ノ上 坂ノ上・湯ノ島・楢尾・崩野 

１２ 金 大川事務所 栃沢・畑色・大間 諸子沢 

１５ 月 大川事務所 日向  

１６ 火 旧 飯間支店 飯間１～５組 飯間６～１０組 

１７ 水 旧 飯間支店 吉津・西又 小瀬戸 

１８ 木 中藁支店 丸秀・株田・新田・諸谷 只間・寺ヶ谷・上ヶ谷戸・森 

１９ 金 中藁支店 奈良間・小布杉・夜打島 富沢・富厚里 

２２ 月 中藁支店 西ノ谷 原ノ前・中村・山ノ神・丹ノ谷 

２４ 水 旧 服西支店 谷津・新間第１・第２ 新間第４・見性寺前 

２５ 木 旧 服西支店 新間第3  

3月 

１ 月 藁科支店 牧ヶ谷１～4 牧ヶ谷5～8 

２ 火 藁科支店 牧ヶ谷９～１２ 羽鳥１～３・山崎 

３ 水 藁科支店 建穂 千代・慈悲尾 

４ 木 藁科支店 産女 産女 

５ 金 藁科支店 羽鳥４上・４下・５上 羽鳥５下・６・７ 

 

                   ２月１５日(月) １６日(火) 
8:30～15:00   8:30～12:30 

藁科支店    中藁支店 

  ・美味しいＪＡのお茶販売（※ 16日も藁科支店で開催）・農作業用品いろいろ静興物産   

  ・ご飯ものやデザート販売藁科加工センターさくら（※ 15日のみ。旧 服西前でも販売） 
 

 国の茶補助事業  令和３年度１次 募集予定 案内について  
 

☆利用を予定している方は、２月５日（金）までに、営農センター 茶担当まで連絡及び提出をお願いします。 
 

※対象期間  令和３年４月 ～ 令和４年３月末日までに下記作業を行うもの 

※対象作業  ①茶の改植  ②茶の新植  ③地際１０ｃｍ程度での根切り  ④茶から他作物への転作 

          ⑤棚施設の新設   

⑥直接被覆栽培（新たに碾茶生産する場合に限ります）への転換 

⑦有機栽培（新たに有機栽培「有機JAS等」に取り組む場合に限ります)への転換 

※申請手続き前に着工してしまうと補助が受けられなくなりますので、ご注意願います。 

※着工前の茶園写真（２枚）が必ず必要になりますので、撮影及び提出をお願いします。 

※不明な点につきましては、藁科営農経済センタ－ 茶担当まで連絡をお願いします。 

 ※今月の訪問日にて、上記補助内容の詳細及び申込書を同封させて頂きますので、ご確認下さい。 

品 

 

 
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受付会場に入る前に、アルコ－ル消毒にて手指消毒及び検温の実施をお願いします。 

 ④例年、朝方が混み合うので密を防止する為、ずらしての来場にご協力お願いします。 

 
確定申告受付時に下記書類を事前に作成していないと時間がかかり他の方にご迷惑となる為、申告の 

受付ができませんので、必ず事前（収支内訳書作成時等）に作成をお願いします。 
 
①収支内訳書（農業所得・不動産所得・事業所得）⇒持ち物 通帳、収入、経費のわかるもの 

②譲渡所得内訳書（土地・山林・株等）     ⇒ 〃  売買契約書等の関係書類 

各証明書はすでに各戸へ郵送しています。 

不明の場合は事前に最寄りの支店へ 

お問い合わせください。 



 

 
 

 

【茶】   ◎チャトゲコナジラミ  ←冬期防除が重要です。 

マシン油乳剤 100倍 （10a当たり 400ℓ すそ部・葉裏に重点散布） 

※2回散布することが望ましい。その場合、間隔を 1ヶ月以上空けて下さい。 

  

◎病害虫防除   「赤焼病 ・ もち病」  前年多発した園では散布に努めて下さい。 

２月中下旬   ドイツボルドーＡ  500倍 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 
【苺】  
日中のハウス内温度は 25～28℃程度で管理し、最低温度7℃以上とし、午後はハウスを早めに閉めてください。 

また、収穫の終わった果房は速やかに摘除して下さい。頂果房の収穫終了後は３番出蕾時のガク枯れ発生防止

のため、垂れた葉はできるだけ摘葉してください。薬剤散布は葉かき後！今の防除が春先の多発生を防ぎます！  
 

ハダニ  発生株は葉裏まで十分かかるように散布してください。 

薬剤名 倍率 使用基準 入蜂 卵 幼虫 成虫 ｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ 

マイトコーネフロアブル 1000 前日 ２回 １日 ○ ○ ○ 影響なし 

ダニコングフロアブル 3000 前日 １回 １日  ○ ○ 影響なし 
                
アブラムシ類  

薬剤名 倍率 使用基準 入蜂 ｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ 

ウララDF 2000～4000 前日 ２回 １日 影響なし 

ベネビアOD※ 2000 前日 ３回 １日 影響なし 

   ※高温や散布後薬液が乾かないと、薬害が出る恐れがあります。 

 

【ばれいしょ】  ※ばれいしょはナス科です。ナス科野菜（トマト・ナス）との連作は避けましょう！ 
 
・ 施肥 

 

 

 

 

   

 ･ 病害虫防除  ネキリムシ・ケラ ダイアジノン粒剤５  植付前 全面土壌混和  ４～６㎏/１０ａ 
 

そうか病       フロンサイド粉剤   植付前 全面土壌混和 ３０～４０㎏/１０a         

【水稲】  ・ ケイ酸質資材の投入   

けい酸加里 ２～３袋/１０aやオイスターミネラル５袋/１０aなどのケイ酸質資材を 

２～３月の耕起時に投入することが望ましい。 

・ スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）対策 

          冬起こしを行って貝を表面に出し、寒さに当てる。できるだけ細く耕起し貝を粉砕する。 

・ クログワイ（雑草）の発生対策 

冬季の耕起により塊茎を露出乾燥させることで本田での発生が減少する。 

 

【女性部】  
＜教養講座＞ 

一閑張り 2/ 1（月）13:30～【中藁】   ピアノ  2/ 2（火）13:30～【藁科】 

藁科体操 2/ 2, 9（火）19:00～【藁科】  清沢フラワー 2/ 3（水）19:00～【清沢】 

フラダンス 2/ 4,25（木）19:00～【藁科】 書道  2/ 5,19（金）19:00～【藁科】 

北部料理 2/ 9（火）9:30～【内牧】     和太鼓 2/14,28（日）19:00～【公民館】 

パッチワーク 2/24（水）9:30～【藁科】   藁科フラワー 2/26（金）19:00～【藁科】 

◇◆◇ 女性部で集めています  ２月１０日（水）まで ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

◆一円玉災害見舞拠出金◆ 女性部員が不慮の事故や災害に遭った時の見舞金として活用します。 

◇書き損じハガキ ◇ 助け合いグループの活動資金として活用します。 

◆ウエストなる木綿布◆ 管内高齢者施設へ寄贈します。 

◇ フ ー ド バ ン ク ◇ 行政・社協・支援団体を通じて困っている方へお届けします。 

 

【有害鳥獣駆除】 ※１１月１５日～２月１５日まで猟期になります。 

※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・アナグマは猟獣狩猟者登録した者であれば捕獲する

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。 
 

【ＣＳＦ（豚コレラ）情報】 

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） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

肥料名 元肥 追肥 備考（１ａ当たり） 

みのり堆肥 １００ｋｇ ― マルチ栽培：全量元肥 
普通栽培：開花直前に追肥 
★土壌がアルカリ性になると『そうか病』が発病し
やすいので、石灰は施さなくてもよい 

苦土セルカ 2号 １０ｋｇ ― 

くみあい eco 化成
NH888 

15ｋｇ 5ｋｇ 

天敵（ﾁﾘｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ・ﾐﾔｺｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ）

の導入は２月中旬までを目安。 

発生が気になる場合は導入前

に薬剤散布をしてください。 

第２７回ＪＡ静岡市本山茶品評会 結果報告 (藁科地区のみ抜粋)    令和２年１２月１７日開催 

 ３等 梶山 明男 様 (大原)  ３等 山田常己 様 (諸子沢)   おめでとうございます！！ 

 

彩輝  数量限定 

 1,798円 

         
        N-P-K=6-6-6 

有機質ペレット 

配合。各種そ菜 

に使いやすい。 

 

新ふりかけ堆肥エコ 

定価2,057円 1,980円 
      

N-P-K 

＝1.9-2.1-1 

         通常堆肥１０倍 

の腐植酸を含む 

粒状濃縮堆肥。 

 

   

 

スクラム444 

定価1,595円 1,518円 
         

N-P-K 

＝14-14-14 

         成分のバランス 

良く、あらゆる 

作物に使用可。 

 

   

 

ストロングバランス 

定価1,914円 1,848円 
         
アルカリ-Mg-Mn-B 

       ＝35 - 12 - 0.2-0.2 

          微量要素入 

肥料。 

・補助対象 設置後12年を経過した防霜施設の修繕費 

・補助率  修繕に係る経費の20%(上限10万円/1台)  ※修繕費が25000円未満だと対象外です 

☆修繕を予定している方は、事前に藁科営農経済センタ－まで連絡をお願いします。 

 
 

 新型コロナウイルス感染防止策および経済事業の事務改善に向け変更させていただきます。 

 令和３年 ２月 １日（月）より 午前８時３０分～午後４時 


