
 営農振興課 
TEL  ７８－２４１５          

Ｖｏｌ．11 

担い手農家・農業法人・集落営農組織むけ情報誌 

お時間がある時にご覧いただきますようお願い申し上げます。 

大
豆 

品質区分 
（等級） 

１等 ２等 ３等 

普通大豆 10,830 10,140 9,460 

特定 
加工用大豆 

8,780 

（円/60㎏） 

そ
ば 

品質区分 
（等級） 

１等 ２等 

そば 13,800 11,690 

（円/45㎏） 

畑作物の直接支払交付金（大豆、そば）の交付申請について 

令和４年度 交付金交付スケジュール（予定） 

月 2月 3月 4月 6月 

申請 
・Ｒ3大豆・そば 

数量払交付申請 

・Ｒ4経営所得安定対策加入申請 

・Ｒ3ナラシ対策交付申請 

Ｒ4ナラシ対策
加入申請 

交付 

・水田活用の直接支払交付金の交付（3月19日） 

（大豆基幹作、加工用米、飼料用米、 

産地交付金、二毛作助成など） 

・大豆・そば数量払の交付（3月24日） 

・環境保全型農業直接支払交付金（3月末） 

Ｒ３ナラシ対策
交付金の交付 

 畑作物の直接支払交付金（大豆、そば）の交付申請書類が２月４日（金）頃
郵送されます。必要書類と合せてご提出下さい。 
 
提出先： ＪＡ北びわこ営農経済センター、又はＪＡ北びわこ浅井支店・びわ支店・
高月支店・木之本支店の営農経済係、または長浜市農業振興課へご提出下さい。 

提出期限：２月１８日（金）必着でお願いします。 
 
提出書類 
 ●ＪＡ・全集連にのみ販売の方 
  ① 畑作物の直接支払交付金における数量払の交付申請書 
  ② 品質区分別生産量証明書（ＪＡ出荷分は郵送済み） 
 ●ＪＡ・全集連以外にも販売されている方 
  ③ 農産物検査結果通知書の写し、販売伝票の写し等 

https://2.bp.blogspot.com/-myojBq9jY8Q/VHxqZP8Vl9I/AAAAAAAApXQ/URYAXAAEGa4/s800/zei_kakuteishinkoku.png


対象品目 
  令和４年１月１日～令和４年１２月３１日の期間に 
  おいてJAで購入いただいたすべての肥料、農薬。 

 JA利用者に対する農業生産コスト低減として、肥料・農薬を対象と
した奨励を引き続き実施します。 

対象金額 
  年間供給高（税別）×割引率（下記表を参照） 

肥料・農薬年間購入額 
（税別） 

１００万円以上２００万円未満 ３.０％ 

２００万円以上３００万円未満 ３.５％ 

３００万円以上４００万円未満 ４.５％ 

４００万円以上６００万円未満 ５.５％ 

６００万円以上１,０００万円未満 ６.０％ 

１,０００万円以上 ７.０％ 

※令和３年の肥料・農薬購入農家奨励は令和４年３月に入金予定です。 

   令和３年度奨励金は、肥料農薬支援金が加算され奨励金額が３０％増額されます。 

令和４年産資材に関する肥料・農薬購入農家奨励ついて 

農業経営強化準備金について 

農業経営強化準備金とは 
 

  

 経営所等安定対策等の交付金を農地や
農業用の建物・機械等の取得のための積
立金として費用とすることができ、当年分の
所得税等の軽減ができます。 
この制度を利用する場合には、青色申告
による確定申告をする必要があります。 
 
 
令和３年度以降申告の注意点 
 ・対象者の要件として、人・農地プランの中心経営体である事が追加されます。 
（法人の方は令和4年4月以降に開始する事業年度分の法人税、個人農業者は令和５年
分の所得税からの適用となります。） 
 

 ・令和２年度補正事業の水田リノベーション事業交付金は、積立の対象となりません。 
  

 ・現在活用されている方で、積立期限切れとなり取り崩した準備金について、積立の基準
となる所得金額の計算から除外されます 

※農水省経営基盤強化準備金ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄより 

※農業経営強化準備金の活用をご検討の方は、下記までお問い合わせ下さい 
 

 申 請 から証 明 書 発 行 までに時 間 がかかります。できるだけ早 めの手 続 きをお願 いします。 
 

お問い合わせ先：近畿農政局滋賀県拠点  ℡：077-522-4273  FAX：077-523-1824 



水田リノベーション事業について 

※ご注意※ 
・対象作物は基幹作のみが対象となります。（大麦あと大豆の作付をされる 
 場合、大麦のみが対象となります。） 
・水田リノベーション事業の交付を受けられる場合、水田活用直接支払交付金 
 の支払い対象外となります。両方の交付金を受け取る事はできません。 
・JA北びわこの水田活用米穀は備蓄米の取組みが中心のため、加工用米で 
 この事業に申請することはできません。 
・令和３年産農産物にて水田リノベーション事業に取り組まれた方は、前年と 
 別の技術に取り組むか、面積の拡大に取り組む必要があります 
・今回の要望調査により地域協議会の品目・仕向け毎に予算の範囲内でﾎﾟｲﾝﾄ
の高い順から採択判定が行われるため、支援対象とならない場合があります。 

※水田リノベーション事業パンフレットより抜粋 

低コスト生産技術の一例 
 麦 ・ ・ ・ 排水対策管理、重要病害虫防除、効果的効率的な施肥の実施等 
 大豆 ・・・ 畝間灌水、排水対策、化学肥料農薬使用量の削減等 
 

提出期日：令和４年２月１０日（木）  
提出先：長浜市農業振興課又は北びわこ営農経済センター及び各営農経済係窓口まで 

※ご注意※ 



大麦生育状況 

 基本的に追肥の必要はありません。ただし、葉色が明らかに薄い場合は､ 
2 月中旬ころまでに窒素成分で1.5～2kg/10a 程度追肥してください。 

気象および麦の生育状況 

 昨年12 月に積雪があり、現在溶け切っていないため生育の確認ができてい
ない状況です。降雪前の生育状況は平年並みでした。今後、融雪後の排水が
できているか溝の点検や補修をし、湿害を防ぎましょう。 

収量確保に向けた管理 

 排水不良による湿害は、収量・品質の低下を招
きます。溝が崩れるなどして明渠に滞水がある場
合は溝さらえ等を行い、速やかに排水しましょう。 

例年並（ 2 月下旬～３月上旬）に窒素成分で３～４kg/10a 程度実施しましょう。 

（１）排水対策 

（２）施肥 
排水溝がふさがっており、溝さらえが必要 

基肥一発施用の場合 

分施体系の場合 

広葉雑草が生え
てきたなぁ・・・ 

そんなアナタに朗報です！ 

MCPソーダ塩 が効果的です！ 

気になる方はお近くの営農経済窓口までお問い合わせください！ 

薬量 希釈水量

麦類
一年生及び
多年生広葉

雑草

幼穂形成期
但し、収穫45
日前まで

200～300ｇ 70～100ℓ １回 全域

使用時期適用雑草名適用場所作物名
10ｱｰﾙあたり使用量

使用方法
本剤の
使用回数

麦用中期除草剤のご紹介 
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免税軽油申請の事前受付業務について 

 対象：有効期間始期が令和４年４月中となる免税軽油使用者 

営農管理システム「Ｚ－ＧＩＳ」について 

「Ｚ－ＧＩＳ」の特徴 
①簡単な管理・・・圃場の位置情報（座標データ）とExcelデータを紐付けて管理します。圃
場毎の作付計画や作業内容等、管理したい項目をExcelで簡単に追加・記録できます。 
 

②データの視覚化・・・記録した情報は地図上にわかりやすく「見える化」できます。 
 

③共有ができる・・・データをクラウド上に保管することで複数名で共有できます。 
 

④高解像度地図・・・高解像度の航空写真を使用し、見やすい地図を提供しています。 

「Ｚ－ＧＩＳ」利用料金 
１００圃場ごとに月額２００円課金（税抜）、登録２，０００圃場以上は月額定額４，０００円（税抜） 

利用者の評価 
○Excelを利用するため、既存のデータが利用しやすい。 
○入力項目が固定されていないので、自由度が高い。 
○面積の自動計算機能が良い。水害の被災面積の計算に利用した。 
○他社システムのようなマスタ整備が不要で、すぐに利用できる。 
○大きな地図をＡ４判に分割印刷ができるなど、印刷機能が優れている。 

このような評価を 
いただいています。 

長らくご愛顧いただきましたＪＡ北びわこ竹生給油所について、 
令和４年３月３１日をもって営業を終了させていただきます。 
 軽油免税の申請につきましては、竹生給油所の閉店までは 
例年通り受付させていただきますので、年度内の申請をよろしく 
お願いいたします。 

 ※事前受付では申請の受付のみで、免税証のお渡しは３月から順次開始予定です 
 ※３月中のお渡しであっても、使用できるのは４月からとなります。ご注意ください 

軽油免税券の事前受付が令和４年２月１日（火）より県税事務所で 
開始されます。 

 竹生給油所閉店に伴い、新規に「ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ 高月」または「北びわこ燃
料油配送センター」をご利用くださる方の免税軽油申請につきまして、4月1日以
降は各支店営農経済係にて受付けさせていただく予定です。 



農業経営管理支援事業（記帳代行）について 

 青色申告をしようとする場合 
  ⇒承認を受けようとする年の3月15日までに税務署へ提出す
る必要があります。その時に「青色申告専従者給与に関する届出
書」を提出する事をお忘れなく！！ 

労災保険（特定農作業従事者）の特別加入について 

農作業中の“もしも”のために備えておられますか？ 

記帳代行サービスとは？ 

農家組合員の皆様の悩みの一つになっている「会計記帳」の解消に向けた取
組としまして「記帳代行サービス」を現在行っております。 

 日々の農業に関する取引について、JAと支援

機関にて仕分けを行い、年に数回面談をしてい
ただく事で右記見本のような決算書の作成がで
きます！ 

 ご利用者の皆さまからは、「申告時の手続きが楽
になった」と好評です！ 

 特定農作業（機械を使用する作業等）を行なう農業者とその家族の
ための保険があります。万が一の事故の際には、通院費や休業補償
などを受けられます。労災保険の加入を積極的ご検討ください！ 
例：給付基礎日額 5,000円の場合特定農作業従事者の 
       年間保険料は17,425円になります。 
 

詳しくはＴＡＣ・営農指導員までお気軽
にご連絡下さい。 

令和４年度利用者募集しています！ 

令和４年度
加入農業者 
募集中！ 

記帳代行サービスで出来ること 
①煩わしい農業にかかる日々の会計記帳を
JAグループが代行します！ 
②比較分析・期間分析で経営の客観視が可能！ 

 経営分析・経営診断で現状
を確認する事で、その人に
合った取組・事業の提案を受
けることができます！ 

詳しくはＴＡＣ・営農指導員までお気軽にご連絡下さい。 

農家組合員の皆様に代わって、農業にかかる日々の会計記帳をJAグループが代行する
ことで、厄介な経理事務負担が大幅に軽減されるサービスです。 

利用者は４半期に約１回面談するだけ！ 
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ＪＡは、令和３年産米土力UPチャレンジにて１６，４８７，７００円の 
加算金で皆様の土づくりを支援いたしました！ 
まもなく土づくり資材を春散布するタイミングです。 
令和４年産土力ＵＰチャレンジにも是非お取り組み下さい！！ 
 

土力ＵＰチャレンジについて 

①令和４年産のコメ買取価格に”土力UP加算金”を設けます！ 
 ※令和４年産北びわこ生産基準米の栽培面積のうち、要件を満たす 
  土づくり肥料を基準量以上施用した面積×8.5俵を上限として、 
  北びわこ生産基準米の出荷１俵につき３００円を加算します！ 
②”土づくり”をタイプ別に提案します！ 
③散布作業請負もいたします（1,100円(税込)/10a）。 
  散布する手間がない方はＪＡにお任せください！ 

土づくり肥料を積極的に施用しましょう！ 

  （努力） 

・不足成分に特化して補いたい 
・特に品質の向上を狙いたい 

・複年で転作に取り組んでおり、 
大麦や大豆の収量も高めたい 

《ク熔性リン酸・苦土・ケイ酸・アルカリ分をバランスよく含む総合的な土づくり肥料！》 

《管内で不足しているケイ酸と加里の吸収効率を高めた土づくり肥料！》 

《腐植酸と有機物の効果で地力窒素を向上させ土壌のバランスを改善する肥料！》 

タイプ おすすめ肥料 

リン酸・ケイ酸・アルカリ
を保証する肥料 

ケイ酸・加里を保証す
る肥料 

牛フン堆肥を濃縮した肥料 
または 

牛フン堆肥1ｔ/10a以上 

資材要件 

・バランスよく土づくりをしたい 
・複年で土壌養分を改善したい A 

C 

B 

訪問メモ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 


