
上 旬 中 旬 下 旬

53戸 54戸 53戸
3戸 4戸 5戸
2戸 0戸 0戸

上 旬 中 旬 下 旬

43戸 46戸 42戸
10戸 7戸 8戸
2戸 4戸 5戸
3戸 1戸 3戸
0戸 0戸 0戸

単位：％

4.154 4.154 4.195
3.468 3.442 3.423
8.902 8.866 8.878
13.056 13.020 13.073
5.433 5.424 5.455

　業をお願い致します。

　　 開催日： 6月 8日（木）豊富地域家畜市場

　　 締切日： 3月30日（木）　午前中まで

　＊授精歴を記入してお申込下さい。

　　さい。

　　に農協へご連絡下全固形分率

たんぱく質率

無脂固形分率

【育成市場　申込締切日】

令和５年度

農業者労災保険
実　績

前　年

令和５年１月分出荷状況は次の通りです。

■ 日頃から良質乳の出荷に努めよう ■

洗浄方法に心掛け、今後とも生菌数１万・体細

2,754,340kg

30.5～40.4万

30.4万以下

1.5～3.9万

4万以上

に加入する義務があります。

　令和５年度、年度更新の手続きにつきまして、

新規加入・異動・脱退・給付日額変更等を希望

27,538,040kg

働保険関係成立届の提出が必要です。既に届出

をされている方で、解除届を提出していない場

下さい。

６．固定資産の取得等について

７．その他

体細胞数

　　いて

　　 締切日： 3月 2日（木）  午前中まで

◎各市場・廃用牛の集荷申込は、９－４６６０

◎冬期間の市場日は運搬事故防止の為、除雪作

　＊販売牛の洗浄、削蹄を実行しましょう。

５．令和５年度役員報酬の諮問について

２．令和５年度　経営定期点検実施計画の設定

100万以上

４．職員に対する年度末賞与の支給について

3月28日（火）豊富一般市場　午前10時30分

＜令和４年４月～令和５年１月＞までの全体累計
■第 13回理事会開催■

　　　緊急対策事業について

　５）次期役員候補者の選任結果について

【 附 議 事 項 】
１．令和５年度　コンプライアンス・プログラ

　３）生乳出荷状況報告

事項について審議がなされました。

【 報 告 事 項 】

　１）主要行事の報告

１．業務の推進状況報告

　　　事業及び令和４年度幌延町酪農経営安定

　４）令和４年度幌延町飼料価格高騰緊急対策

　２）組合員の加入・脱退等の状況報告

　第１３回理事会を２月１７日に開催し、次の

胞数３０万以下の良質乳を出荷する様に努めま

　出して下さい。）

ＮＯ．５６９

実　績
● 家畜市場日程 ●

3月24日（金）豊富育成市場　午前10時00分

3月 7日（火）豊富一般市場　午前10時30分

3月14日（火）豊富一般市場　午前10時30分

3月17日（金）豊富乳牛市場　午前10時00分

＜令和３年４月～令和４年１月＞までの全体累計

27,621,980kg

3月20日（月）豊富一般市場　午前10時30分

実　績

しょう。

1.4万以下

生菌数

98.0%
　農業に従事している家族労働者は、労災保険

される方は、下記期日までに営農部までご連絡

◆ 牛乳出荷状況 ◆

前年対比　　

　良質乳生産は毎日の正しい搾乳手順と正しい

　労働者を雇用している事業所（牧場）は、労

　また、今後労災保険に加入の際には本人確認

合は自動的に継続されますので、手続きの心配

はありませんが、加入漏れ等があった場合は処

前年対比　　 99.7%

2,810,270kg

　　について

３．令和５年度　個人情報保護計画の策定につ

　　ムの設定について

令和５年３月１日　発行

　販売係専用ＦＡＸ番号へお願い致します。

乳糖・灰分率

　　ましたら、速やか

　渡して下さい。（支所地区は問寒別支所に提

◎乳牛・育成・和牛市場共に登録書を販売係に

◎一般・乳牛・育成市場共に申込受付は締切日

　の午前中までに申込をお願い致します。

☆ １月分乳成分率検査成績表 ☆

◎モクシは必ず新しいものを使用して下さい。

40.5～50.9万

51.0～99.9万

【乳牛市場　申込締切日】
　　 開催日： 5月12日（金）豊富地域家畜市場

期　日

スポート等のコピーを提出する事になりますの
☆２月の生菌・体細胞検査の結果☆

が必要となりますので、自動車運転免許証やパ

でご注意下さい。

罰の対象となりますので確認をして下さい。

加入年度更新について

　する場合がありますのでご注意下さい。

令和５年３月１７日（金）まで

※期日を経過しますと、保険料給付請求に影響

【廃用牛集荷日程　屠場集荷休み日程】

　＊ワクチン接種が必要です。

　＊申込期限厳守でお願い致します。

【和牛市場　申込締切日】
　　 開催日： 5月18日（木）南北海道家畜市場

　　 締切日： 3月 1日（水）　午前中まで

FAXの点検について
　　 開催日： 6月 2日（金）豊富地域家畜市場

　　 締切日： 3月24日（金）　午前中まで

全 道

　　何か不具合があり

留萌管内

　　　異常がないか定期的に点検を心掛け、

　　　皆様のお宅に設置してあるＦＡＸは

　　正常に作動しているでしょうか？
脂肪率

幌 延項 目

3月20日（月）：一般市場の為

本 所

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

問寒別支所

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

発　行 幌延町農業協同組合

天塩郡幌延町2条北1丁目14番地

天塩郡幌延町字問寒別52番地

(01632) ５－１２１１

(01632) ５－１２１４

(01632) ６－５１１１

(01632) ６－５６２０



　幌延・問寒別青色申告会では、令和４年分確定申告記帳会を開催しますので、申告に必要な関係

書類等を持って、都合の良い日程に必ず出席して下さい。

　のホームページを開く

□　ご　注　意　□

ホームページを活用しよう！

　　以前ご紹介しましたＪＡ幌延町のホームページをご覧になっていただけましたか？
　　今回はホームページの閲覧方法についてご紹介致します。

①インターネットで「幌延町農協」と検索

②「幌延町農業協同組合」

◉新着情報から家畜市場日程を

探すのがめんどくさい

稚内税務署または農協担当者までご相談下さい。

お掛けしますが具体的な相談や申告方法等は個

別に税務署や税理士にお問い合わせ下さいます

もいらっしゃると思いますのでその様な場合は

超している方は前年の繰越申告用確定申告書を

・前年度までに損失申告をしており、損失を繰

令和５年３月６日～８日所得税日程

イアンス・マニュアルにより、農協職員が組合

 ●その他申告に必要な書類

　　・損害保険料支払い証明書

る」との発言及び幌延町農業協同組合コンプラ

所　持　品

問寒別地区　記帳会日程

・北海道税理士協会総会での「申告書を農協が

作成し、組合員に渡して申告している農協があ

ト環境がない方やパソコン操作に不安のある方

からダウンロードが可能ですが、インターネッ

令和４年分確定申告記帳会の開催について

 ●税務署からの「確定申告のお知らせ」
 ●申告に必要な添付書類
　　・農業所得以外の所得がある場合、その所得を

　　　確認できるもの（給与支払い報告書等）

　　・年金支払い証明書

　　・生命保険料支払い証明書

　　・社会保険料支払い証明書

　　　　（国民保険税等の支払いが確認できるもの）

 ●決算書一式
 ●電卓・のり・筆記用具

◉生乳関連情報だけを見たい

　    そんな時は・・・

ホームページの上にある

・例年税務署より一括送付されていた各種様式

されない事になりました。国税庁ホームページ

及び「確定申告の手引き」につきましては送付

持参して下さい。

　できます。

※さらにさかのぼって

　閲覧したい場合は、

　一覧の右下にある、

　「>more」をクリ
　ック又はタップする

　と今までの投稿が一

「組合員の皆さま」のと

ころに　　を合せるとカ

テゴリーが出てきます。

皆様のご来店心よりお待ちしております！

時　　　間 午前１０時～午後３時

されておりますが、具体的な案件に立ち入って

の回答は法に抵触する恐れがありますので行う

場　　　所 本　　所　　２階会議室

消費税日程 令和５年３月23日～24日

時　　　間 午前１０時～午後３時

　覧で出てきます。

☝パソコン　　　　 スマートフォン☞

③下の方にいくと「重要なお知らせ」・「新
　着情報」の一覧が出てきます。

☝パソコン

スマートフォン☞

④閲覧したい投稿をク

　リック又はタップす
　ると記事を見る事が

右上にある　　をタップ

するとカテゴリーが出て

きます。

　あとは閲覧したいカテ

ゴリーをクリック又はタ

ップすると記事を見ること

ができます。

幌延地区　記帳会日程

場　　　所 問寒別支所　２階会議室

スマートフォンの場合は員の方々にできる税務上のアドバイスや相談に

は限界がございます。市販の参考書に記載され

ている制度や手続きについての一般的知識は許

所得税日程 令和５年３月１日～３日

消費税日程 令和５年３月16日～17日

様お願い申し上げます。

ことができません。組合員の皆様にはご不便を

（ガソリン・軽油）
店頭３油種値引き

👆

☆ ３月　催事について ☆
　　　　　本所（１階ロビー）

★ ３月　給油所特売情報 ★
特売日は下記の通りです。

31（金）・4/1（土） 30（木）・ 31（金）

幌延給油所 問寒別給油所

 3（金）・  4（土）  2（木）・  3（金）

17（金）・ 18（土） 16（木）・ 17（金）

幌延町農協

　９（木）・１０（金）

１０（金）・２５（金）

でこの機会にぜひご覧下さい。

　ＪＡ幌延町ホームページでは、のうきょう
だよりに掲載している「理事会の開催」「家

畜市場日程」「生乳出荷状況」「給油所特売

情報」「催事について」を毎月投稿しており

ます。その他にも、ＪＡ幌延町に関する記事
や案内なども随時投稿しております。
　また、今月の「のうきょうだより」よりホ
ームページにカラー版を投稿しておりますの


