JA本渡五和だより
航空券･JR･ホテル･旅館等の手配予約は旅行センターで!
お一人様よりお気軽にご相談ください。
あなたの旅をバックアップ

JA天草旅行センター

知って得する旅行情報
航空券はJA天草旅行センターで

TEL(0969)23-2262 FAX23-2263

夏

ャル
ファミリースペ口シ
宿
九州･山 の
の 全 103件

行
家族旅
～10,950

うれしい 6,15･朝0食円付きのお得なセットン
夕
る4プラ
わせて選べ
値 1泊
お好みに合

五和東

841

3,211

739

594

813

439

1,845

588

298

886 2,731

正

794

1,202

376

843

3,215

736

598

1,334 4,549

（前期末比）

−1

1

2

2

4

−3

4

准

195

402

813

442

1,852

587

296

883 2,735

2

2

0

3

7

−1

−2

−3

■編集責任者 参事 山下正昭

熊本県天草市南新町9-22 TEL23-2231

5
4

プリエールほんど

信頼と助け合いのJA葬祭

お く や み

TEL 22-0983

7

21

（火）

定休日

■発行 JA本渡五和

200

1

月 日

平成21年6月20日発行

1,333 4,544

平年より四
日遅い梅雨入
り︑田や畑に
は恵みの雨と
なりました︒ただ︑これからじ
めじめとした日がつづくと思う
と少し嫌になりますね︒
新型インフルエンザの話題も
薄れてきたとこですが︑先月末
から福岡県でも発生し︑今まで
はどこか遠い所でおきている事
に感じていたインフルエンザも
やはり怖いなと改めて思いま
す︒インフルエンザの予防には
先ず手洗い︑うがいなど日頃か
らできることでいいみたいです
ね︑ただ手洗いといっても手首
やつめの中まで洗うといった少
々時間とコツが必要になるもの
をいうそうです︒それを踏まえ
るとタニの手洗いは﹁ざっと洗
う︑または流す﹂といった方が
正しいかも …
︒インフルエンザ
も怖い病気ですがこれからの時
期︑食中毒も発生したり︑衛生
面には十分気をつけて皆様も体
調管理をしていただければと思
︵タニ︶
います︒
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■組合員異動状況

円

天草市瀬戸町1-1
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アグリキッズスクール入学式
生徒達には︑
初めて経験する子︑

今後は田植え︑三角での﹁食

五月十六日︵土︶︑第二期アグ

と農の体験塾﹂など六回の活動

二度目の参加者とさまざまです

三十人の生徒が開校式に参加し
を行います︒皆様のそばで実習

が︑みんな楽しそうに取組んで

ました︒開校式では︑校長であ
を行っているときには子ども達

リキッズスクールの開校式を行

る蓮池組合長の挨拶のあと︑本

いました︒本渡五和管内小学生

渡南小学校三年生の有馬泉都さ
に声を掛けていただければと思

いました︒

んが﹁一年間の活動を通じ︑食
います︒

三十五人の応募があり︑当日は

べ物の大切さや農業の必要性︑
友達作りを行います﹂と元気に
その後茂木根地区の圃場に場

生徒代表挨拶をしました︒
所を移し︑から芋・かぼちゃの
苗植え︑イチゴの収穫体験︑デ

原田幸喜会長より﹁ポジティブ

て開催されました︒総会では︑

もと︑本渡温泉センターにおい

︵金︶
︑産直会員百五十名出席の

ーナー通常総会が︑五月十五日

平成二十年度産直ふれあいコ

ていきます︒

に信頼される︑店舗活動に努め

全・安心な農産物を提供し皆様

歴提出はもちろんより一層の安

プ本渡は農協店舗として生産履

ました︒今後ともグリーントッ

リスト制度の導入に伴い︑各会
員が使用農薬の基準を守り︑安
全・安心で信頼のおける農産物
生産に引き続き努めたい﹂と挨
拶され︑来賓挨拶︑祝辞とつづ
き議事に入りました︒平成二十
年度事業報告・収支決算︑二十
一年度事業計画・収支予算
︵案︶
等が審議の上承認されました︒
二十年度は︑第四十九回熊本
県農業コンクール大会組織農業
部門において優良賞も受賞され

五月二十日
︵水︶
︑本渡温泉セ
がされた総会となりました︒

する目的のもと貴重な意見交換

等の議案が提出され︑全て了承

選並びに二十一年度収支予算案

年度事業経過報告から役員の改

催されました︒総会では︑二十

会
事

計

副支部長

副支部長

支 部 長
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益﨑
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倉田
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総会に提出された意見書

和牛部会本渡中央支部総会開催
ンターにて部員および来賓合わ

されました︒また今年の総会で
監
事
山下

せ四十名の参加のもと総会が開

は︑農協執行部へ畜産事業に関
監
事

髙弘︵本渡北︶

する意見書が提出され︑将来の
監

報 告 事 項 夏季特別貯蓄推進運動実施要領につ

部員と農協が一緒になって発展

属明細書について

コポンジュース作りなどをクラ

ガスの性質︑ガスもれ時の対応

安定︑経営の確立のため管理を

いて

スごとに行いました︒参加した

ＪＡ本渡五和女性部第二十回

平成二十年度本渡五和農協果

徹底し︑柑橘生産者大会での生

平成二十年度 本渡五和農協

その後熊本クミアイプロパン

樹協議会柑橘部会通常総会が︑

産から販売に関する基本方針の

果樹協議会柑橘部会
通常総会開催

てもらいました︒

通 常 総 会 が 五 月 二 十 五 日︵ 月 ︶︑ やガス器具を使った実習を行っ
本店において部員八十名︑関係
機関出席のもと開催されました︒
総会では︑松本カヅエ部長よ
り﹁女性部員の高齢化や部員が
減少するなか︑部員がやりたい
ことを︑やりたい時に︑やりた
いメンバーで自主的に活動する
目的別グループ活動の取り組み
を行い︑部員の増加︑活性化に
つなげたい﹂と挨拶がありまし
た︒続いて蓮池組合長の挨拶︑
県農業普及振興課松田課長︑青
壮年部吉田副部長と祝辞をいた
だいたあと議事に入り︑平成二
十年度事業報告・平成二十一年
度事業計画︵案︶など議案が承認

の永里課長に︑﹁炎の食文化を

部会員百三十二名︑関係機関出

実践に向けまい進することを再

されました︒

大切に！﹂ということで︑ＬＰ

席のもと平成二十一年五月二十

して熊本県果樹研究センターの

また総会終了後︑基調講演と

確認しました︒
成二十年度事業報告︑平成二十

高原利雄先生によ

特別研究員

開催されました︒総会では︑平

一日︵木︶︑本店二階会議室にて

第 2 号議案 平成２０年度期末監事監査報告につ

り﹁高品質不知火生産につい

て

挨拶をする
原田会長

年事業計画の修正について

一年度事業計画︵案︶などが審議
の上承認されました︒

要領について
引役として活動されることと思います。

いて、合併20周年記念定期貯金実施

農事組合法人の誕生で、今後より一層の管内農業の牽

第 1 号議案 平成２０年度決算修正および平成２１

て﹂と題して講演会が開催され
ました︒

長、
ＪＡ本渡五和松本常務出席のもと開催されました。

ＪＡ本渡五和管内では、宮地岳営農組合に次いでの

れました。

２
3

平成二十一年産は﹃変革﹄を
今年のテーマにし︑柑橘の生産

立総会を、県農業普及振興課松田課長、天草市安田市

第13号議案 購買未収金取り扱い要領改正について

２１年４月１７日に農事組合法人「楠浦営農組合」の設

第12号議案 肉用牛繁殖基盤強化推進事業につい

役員を中心に法人化プロジェクト会議などを経て平成

り扱いについて

に説明会を平成２０年１２月に開催されました。その後、

ペーン2009」の実施に伴う金利の取

せ営農組合から農事組合法人へと移行するため組合員

第10号議案 法人団体借入申し込みについて

れました。

第 9 号議案 コンプライアンス年間計画について

かを研究し飼料稲での圃場整備田の地力増進に努力さ

第 8 号議案 営農組合法人への出資について

Ｓ）での転作を主体に、転作交付金を多く受け取れる

第 7 号議案 固定資産取得・処分について

きました。その間、塩田組合長を中心に飼料稲（ＷＣ

第 6 号議案 地区別説明会（日程）について

平成１１年に発足し地区の担い手として水田を守って

第 5 号議案 総代会日程及び提出議案について

楠浦営農組合は、楠浦地区の圃場整備が始まった、

第 4 号議案 平成２０年度剰余金処分案および附

楠浦営農組合設立

第 3 号議案 平成２１年４月末実績について

農事組合法人

第11号議案 ＪＡマイカーローン「サマーキャン

平成２１年度に全ての圃場整備が完了するのにあわ

通常総会
いて理事会が開催され、次の議案が審議・承認さ

から芋の苗植
イチゴの収穫体験
永里課長によるガス実習

平成２０年度
グリーントップ、産直ふれあいコーナー
平成２１年５月２９日（金）に本店第３会議室にお

今年のキッズスクール参加者
挨拶をする松本部長

平成
平成21年
年

7

月の営農情報

◆水田転作現地確認 7月下旬に実施します◆
作

物

農薬散布月になります。近所の方へ散布連絡の一声をか
けてください。
（早期水稲）
本年の生育状況は、平年並みの生育です。今後の病害虫
防除、水管理など適期に対応してください。
・病害虫防除
6月15日頃、コブノメイガ、イモチ、ウンカ防除
−パダンオリゼメート粒剤、10ａ当たり４㎏。
※液剤使用については、水稲栽培暦を参照してください。
・穂 肥
穂肥は粒数確保と穂を大きくするために行いますが、倒
伏の危険がありますので葉色を見て施用してください。
時期…出穂18日前頃、有機苦土入038、
10ａ当たり20㎏
施用。葉色が濃い場合は時期をずらすか、やらな
い。
（幼穂１㎝弱）
間断かん水

・水管理
中干しから穂ばらみ期前は間断かん水で、水と空気を根
に補給し活力を上げ登熟向上を図ります。穂ばらみ期にか
けては深水で管理してください。
（普通期水稲）
・病害虫防除
コブノメイガ、ウンカ、イモチ。ビルダープリンスアド
マイヤー粒剤、田植２日前より当日１箱当たり50ｇ。
・除草剤
シリウスターボ粒…田植後５日〜７日に施用
クサナインＬフロアブル…田植後５日〜10日
アピロファインＤジャンボ…田植後５日〜12日
（施用法をまちがえないよう注意してください。）
穂ばらみ期
深

中干し
早

期

野
★ハウスの太陽熱処理の実施
収穫が終わったら早く片づけ、次作のために土壌消毒
を実施しましょう！
①稲わらなど粗大有機物を10ａ当たり１〜２トン施用。
②できるだけ深く耕耘する。その後小畝をたてる（60〜
70㎝）。
③水を張る。
④ビニールで土壌表面を全面被覆。
⑤ハウスは密閉状態とし、30日間処理する。
⑥処理後再度水を入れ代かきを実施する。
★シシトウの管理
梅雨時期を迎え、根の活動が弱まります。排水対策の
完備を！
■ 収穫が始まったら、葉色を見て追肥を行う。
■ 病害虫防除
オオタバコガ
…アファーム乳剤2,000倍
収穫７日前
アタブロン乳剤2,000倍
収穫前日
ハスモンヨトウ
…ゼンターリ顆粒水和剤1,000倍
収穫前日
アブラムシ
…アドマイヤー顆粒水和10,000倍 収穫前日
細菌斑点病…Ｚボルドー500倍

水

稲

水

管

出穂期
間断かん水

水
理

菜
★オクラの管理
■ 追肥については、１株１〜２果収穫した頃より行う。
早すぎると過繁茂となり着果不良、遅すぎると成長点
の節間がつまり芯止まりとなる。
■ 展開葉の状況を見て20日毎に１回Ｓ646号を10ａ当た
り10〜15㎏施用。
■ 病害虫防除
葉スス病…トップジンＭ水和剤1,500倍
収穫前日
ロブラール水和2,000倍以上
収穫前日
アブラムシ…モスピラン水溶剤4,000倍
収穫前日
トレボン乳剤1,000倍
収穫前日
オオタバコガ…アファーム乳剤2,000倍
収穫前日
ゼンダリー顆粒水和剤1,000倍 収穫前日
コテツフロアブル2,000倍
収穫前日

畜

産

地区子牛品評会
６月２６日㈮（天草家畜市場）
郡子牛品評会
７月１０日㈮（ 〃 ）
子牛せり市
７月１７日㈮（ 〃 ）

夏播きインゲン・秋インゲン・冬レタス・春バレイショ・春タカナ・ニンニク
栽培面積推進実施中です！

５

各支店、支所まで申し込みください。

平成２１年度

営農課・果樹課
ＪＡ貸与携帯
電話の紹介

畜産研修会開催

ＪＡでは、組合員と営農指導員との密接な連絡を
図るため、携帯電話を貸与しておりますので営農相
談等利用をお願いします。

好む
肥育農家の
には
子牛をつくる
１．研修内容：

「繁殖牛の飼養管理及び
子牛育成技術について」

営農課
武藤 政利（作物）
０８０−２７００−１１２９
吉本 和喜（野菜）
０８０−２７００−１１３０
尾嵜 五月（野菜）
０８０−２７００−１１３１
松本 由香（畜産）
０８０−２７００−１１３２
若杉 亮輔（青壮年部）０９０−７４４３−９７７５
喜多 啓仁（野菜販売）０９０−９５８６−８５４４
江崎るみ子（生活）
０９０−９５８６−６７５６

果樹課
田中
田代
上田
梅川
松下

誠（果樹）
０８０−２７００−１１３３
功（果樹）
０８０−２７００−１１３４
修生（果樹）
０８０−２７００−１１３５
修（果樹）
０８０−１５３５−７３５９
真一（果樹販売）０９０−７４４５−０３７１

(天草農業活性化協議会作物部会より)

早期水稲では、穂肥施用の時期となります。生
育時期にあった適正な施用に努めましょう。
○幼穂長で穂肥の施用時期を見つけましょう。
〔施用時期の確認方法〕
①畔から水田の中に１ｍ以上入り、株中の最も長
い葉のある茎を１株から１本ずつ３本以上取り
ます。
②茎を１枚ずつはいで、幼穂の長さを測り、下表
に従って施用時期を決めます。

有機入り肥料（有機化成038）
幼穂が約1㎝の頃（出穂前18日頃）
〔施用量の目安〕
稲の葉色を葉色版と見比べて適正な量を施用し
てください。
葉

色

3.5未満 3.5〜4.0 4.0〜4.5 4.5以上

（例）
25㎏
有機化成038

20㎏

15㎏

を
牛の種付け
よくするには

施 用
しない

講

師 （有）
シェパード中央家畜診療所
代表取締役

２．日

時：

３．場

所：

松 本 大 策氏

平成２１年７月２日（木）
１３：３０から１６：００
本渡五和農協本所

第１会議室

主
催：天草農業活性化協議会畜産部会
参集範囲：天草管内肉用牛農家、畜産関係者、各市町
本所・支所担当及各農協本所・支所担当者、
関係機関担当者
問い合わせ先：
天草地域振興局農業普及指導課、各市町、
各農協畜産担当者

家畜衛生対策事業に係る
肉用繁殖牛の検査・指導の
実施について
肉用繁殖牛における生産向上のため、天草地域全町につ
いて巡回指導を実施します。下記のことに留意していただ
き、ご協力のほどよろしくお願いします。
実 施 日

本渡五和地区

7月14日（火）

実施内容
農家巡回による空胎、飼料給与、飼育管理調査および指導

（1）繁殖障害牛の検査
①分娩後40日以上、または生後12ヶ月以上の無発情牛
②種付け3回以上の不妊牛

（2）妊娠鑑定を必要とする牛（種付後40日以降から）
（3）一般管理衛生指導
（4）子牛育成率向上検査及び指導
※なお、当日受付はいたしません（次回へお願いしま
す）。申し込みの際には、牛の各号、耳標番号、生年月
日、最終分娩月日、初回・最終種付月日、種付回数を
記帳してください。用紙は支店・支所にあります。

４

熱中症

厚生連
ニュース

予防対策が大切
予防対策が大切

熱中症は死に至る可能性のある病態です
が、予防法を知っていれば防ぐことができ
ます。
これから炎天下での作業が多くなりま
す。熱中症を防ぐためには、暑さをやわら
げる工夫等、常識的な判断が基本です。

高齢者の注意点
●寝る前間にも水分
●枕もとにも水分
●入浴はぬるめで短時間

米穀の生産調整に関する方針
１．生産調整に従って米穀の生産を行うものに係る米穀の

◆熱帯夜で暑いからといって、寝るときにはあまり温度
を下げないようにしましょう。
◆木陰等で心地よい風が吹いているところでは、肌の露
出を多くし、皮膚からの熱の放散を多くしましょう。
◆炎天下で活動する場合には薄手の白っぽい衣服を着用
し、通気性の良い帽子をかぶりましょう。
◆外出時には輻射を防ぐために黒っぽい日傘等がお奨め
です。
◆ノーネクタイやループタイを着用する等、身体にぴっ
たりした衣服よりも、少し緩めの衣服内の風の流れを
よくし、熱の放散を促しましょう。
◆スポーツや作業の前には水分を補給し、大量に発汗す
る状況での休憩時にはスポーツドリンクや多少塩分の
含まれた水分等の補給に努めましょう。

生産数量の目標の設定方針
ア、農業者別の生産目標数量の設定方法

国 税
だより
源泉所得税の納期の特例と納付

給与などの支払の際に源泉徴収した所得税︵源泉所

得税︶は︑その徴収した月の翌月十日までに納付しな

ければならないことになっており︑また︑納付すべき

源泉所得税がない場合でも︑給与所得・退職所得等の

所得税徴収高計算書︵納付書︶を税務署へ提出してい

ただくようお願いしています︵国税電子申告・納税シ

ステム︵e ︱Tax︶の利用または郵送等によっても

ところで︑給与の支給人員が常時十人未満の事業所

提出できます︶
︒

では︑一定の手続をすることにより︑源泉所得税の納

付を年二回で済ませることができます︒これを﹁源泉

所得税の納期の特例︵通常︑﹁納期の特例﹂と呼んでい

ます︶﹂制度といい︑納期の特例を利用しますと︑一

月から六月までに支払った給与などの源泉所得税は七

月十日までに︑七月から十二月までに支払った給与な

どの源泉所得税は翌年の一月十日までに納付すること

ができます︒

さらに︑七月から十二月までに支払った給与などの

源泉所得税を翌年の一月二十日までに納付することが

できる﹁納期限の特例﹂の制度もあります︒なお︑既

に﹁納期の特例﹂を利用されている方は︑平成二十一

年一月から六月までに徴収した分について︑忘れずに

また︑給与の支給人員が常時十人未満でなくなった

七月十日
︵金︶
までに納付してください︒

場合には︑その旨の届出書を遅滞なく税務署に提出し

なければなりません︒﹁納期の特例﹂などのことでお

分かりにならないことがありましたら︑最寄りの税務

署にお気軽にお尋ねください︒

天草税務署︵電話二二︱二五一〇︶

※自動音声案内

（いのり）

ご加入の手続きは簡単です

募

において定められる拠出単価×生産者毎の主食用水稲作付

紙Ⅰのとおり設定する。

面積で求められる金額を方針参加農業者から徴収する。徴

イ、農業者別の作付目標面積の設定方法

収した拠出金については、方針参加農業者分を一括して機

方針参加農業者に対しては、生産目標数量とあわせて作
付目標面積を設定する。農業者別の生産目標数量を作付目
標面積に換算する場合の配分基準単収の設定については、

至五和町
熊本ファミリー
銀行

横山
歯科

プラザ
ホテル

会員のご加入は各支店、支所、
または葬祭センターでよろしくお願いします。
※プリエールとはフランス語で「いのり」といいます。

Ⅰ

豊作による過剰米は、農林水産省が公表する１０月１５

とする。

加農業者毎に数量を特定し通知する。（出荷がその公表

ウ、農業者別の生産目標数量及び作付目標面積の通知方法

以前の場合、９月１５日現在の作柄表示地帯別作況指数
等により仮置きする。または農協が作柄情報などを踏ま

生産目標数量等の通知については、農業者別を基本とす

えて、地域の作況指数を見込む）
Ⅱ

２．生産数量目標を達成するためにとるべき措置
①米の生産調整の方針

Ⅲ

生産者から出荷された米穀のうち、Ⅰで算出した豊作
による過剰米（Ⅱの調整後の数量）については、集荷円
滑化対策の融資単価等を踏まえ、民間流通米とは別途に

天草市においては天草市水田農業ビジョンに定めた地域
の特性に応じた作物戦略に即し、市奨励作物オクラ・地域
振興作物ナタネ、及び麦・大豆・飼料作物を需要に応じた
生産振興を図り、その定着に努めることとする。
イ、その他、必要な事項
天草市水田農業ビジョンに定めた地域の特性に応じた作

必要に応じて、農業者間等において、処理すべき過剰

数量を調整する。

ア、米以外の作物等の作付方針

価格を設定し、民間流通米とは区分して保管する。
Ⅳ

出来秋の段階で区分保管した豊作による過剰米につい
ては、豊作となった時点における需給状況等を踏まえ、
以下の対応方法の中から適切な対応を行うこととする。
ａ

区分保管分を翌年の農業者別生産目標数量から減少
させた上で、その需要に対して、翌年の出来秋以降に

物戦略を実現し実効ある米の生産調整を実施するために
は、本方針参加農業者だけでなく、他の生産調整方針に従
って米穀を生産する農業者・天草市地域の水田を所有する
農業者が一体となった取組が必要である。
このため、天草市水田農業推進協議会において、地域内

の関係機関においても、その達成に向けて、本方針参加者
にとどまらず、広く地域の農業者に対して、必要な助言、
Ⅰ

関係機関が一体となった需要に応じた生産を実施し
ない農業者に対し、米改革関連施策の周知徹底等を通
じ需要に応じた生産の指導に関すること
天草市水田農業推進協議会による、地域内の生産調
と

至瀬戸大橋
本渡バス
センター

イ 過剰米が発生した場合の対応方法
日現在の作柄表示地帯別作況指数を基に特定し、方針参

整方針間の整合性確保に向けた助言、指導に関するこ
国 道 ３ ２ ４ 号

構に対して拠出する。

天草市水田農業推進協議会における検討を踏まえ、別紙Ⅱ

Ⅱ

川

「会員の特典」の範囲は、会員カードに登録された
会員本人、または二親等以内の親族といたします。

丸善興産
ＧＳ

南

一回限りの入会で
「安心」と「信頼」がお求めになれます

天草
市役所

町山口川

会員には、次のような特典があります

斎場葬儀・自宅葬儀いずれの場合も祭壇の価格割引
をいたします。さらに生花・花環・蓮花・灯籠の価
格割引きをいたします。

JA本渡五和
本店

方針参加農業者から集荷円滑化対策への加入申請があっ

天草市地域水田農業推進協議会における検討を踏まえ、別

指導を実施することが必要である。
江崎石油
ＧＳ

ア、集荷円滑化対策に係る拠出金の徴収

「方針参加農業者」という）の生産目標数量については、

における整合性のとれた水田農業構造改革の進め方につい

選果所

プリエールほんど

入会希望のお客様は、所定の入会申込書を提出され
ますと会員カードを発行いたします。

７

至本渡港

プリエールの会 会員集

未来
プラザ

策を活用して、適切な過剰米対策を実施する。

た場合、米穀安定供給支援機構（以下、「機構」という。）

て、十分議論するとともに、天草市水田農業推進協議会等

■斎場案内図

て伝達するとともに、市場から隔離を行い、集荷円滑化対

当該生産調整方針に従って米穀を生産する農業者（以下、

る。

JA
葬祭

米穀生産農家の皆様へ

Ⅲ

その他必要な情報の提供に関すること

②豊作による過剰米が発生した場合の対応方針
豊作による過剰米が発生した場合、その過剰分について
は、出来秋の段階において速やかに方針参加農業者に対し

古米として販売
ｂ

配合飼料用、新規加工用米（米粉用）その他新規用
途向けとして販売

ｃ

機構に対して、融資の返済として米を引き渡し

ウ、区分保管する場合の米の保管場所等
区分出荷された米穀については、その数量等に応じて、
適切な保管場所において保管することとし、その具体的な
保管場所及び保管方法については、九州農政局長に対して
報告する。イのⅣにおいて、ａまたはｃの対応とする場合
は低温保管を実施する。
別紙Ⅰ

天草市の生産目標数量の設定

市 町 名

生産目標数量

配

天 草 市
別紙Ⅱ

分

方

法

一律配分
農家の基礎水田面積
×水稲配分率
（61％）

天草市の作付目標数量の設定

市 町 名

天 草 市

単

収

の

設

定

方

法

平成21年度の天草市基準単収は、統計情報
センタ−及び共済単収ともに同数になるため、
形式上統計情報の単収422㎏／10ａに設定する。

６

