
ＪＡ東びわこ　　

【委託散布申込書添付】

農産物生産の第１歩は

まず土づくりから！！



土づくり資材の効果

・生育量の促進

・地力の促進

・窒素吸収量の促進 など

リン酸補給効果
・稲体を丈夫にすることによる

病害虫予防・倒伏軽減

・受光態勢向上による

光合成能力のアップ

・良食味・収量アップの促進 など

ケイ酸補給効果

・稲わら分解促進

・ｐHの向上による

カドミウム吸収抑制効果など
※土壌中のｐHが高いと水稲へのカドミ

ウム吸収は抑制され、６．５以上ではほ

とんど吸収されない。

アルカリ補給効果

・光合成能力のアップ など

苦土補給効果
・根を保護し、根腐れ予防に

よる秋落ちの予防 など

鉄分補給効果

土づくりのポイント

ポイント① 有機物の施用

有機物の施用は土壌の団粒構造を高め、土壌中の微生物の活動を活発にします！（稲わら・堆肥等など）

ポイント② 土づくり資材の施用

昨年度消費した養分をしっかりと補給することで、翌年度の良食味米生産につながります！

ポイント③ 深 耕

深く耕すことで、根の伸長・土壌の保肥力向上につながり、健全な稲作栽培につながります！

★ＪＡ出荷米

田華の豊稲（必須）

水稲栽培で多く必要とするケイ

酸の補給や、アルカリ分を含む

土壌の酸性矯正によるカドミウ

ム吸収抑制のために‼

★粒状石灰窒素（選択）

石灰窒素を用いると、稲わらがよく腐熟する事で、

田植え後の硫化水素の発生（わき）による根傷めや、

根腐れ症状を緩和することができます。また、窒素

成分が初期の生育をスムーズに手助けします。

★新ふりかけ堆肥ｅｃｏ（選択）

有機物の施用により地力を高めると共に、腐植酸

が肥料の保肥力を高め肥持ちが向上します。また、

粒状タイプで散布が行いやすく、濃縮されているこ

とで従来の堆肥に比べ少量で同等の効果が期待

できます。

土づくり資材散布体系
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4 30 9 45 2
苦土 アルカリ 鉄

「田華の豊稲」の保証成分と特徴

※環境こだわり栽培をされる場合は石灰窒素の窒素分が化学窒
素分に含まれますので、ご使用の場合は注意してください（水稲：
化学態窒素４.０ｋｇ以内／10a）

保証成分（％） 含有（％）

リン酸 けい酸

①リン酸・けい酸・苦土・アルカリを主とした成分がバランスよく含まれています。
②けい酸の吸収利用率（溶出率）が慣行資材と比べ高くなっています。

（特に水田の場合、土のｐＨが５．５～６．５の間にあり、『田華の豊稲』はｐＨが
５～６の間でけい酸吸収利用率（溶出率）が高くなっています。）

このため、従来の土づくり資材より少ない散布量ですみます。
③冷害等の気象災害・病害を軽減できます。また茎や葉が硬くなり、倒伏に強く
なります。

④カドミウム吸収抑制対策としても、アルカリ成分４５％を含み、他のケイカル系

肥料より効果が高くなっています。

１０ａあたりの散布量 ６０ｋｇ～８０ｋｇ（３袋～４袋）

品質向上・収量アップの基本は、まずは土づくりからです！！

しっかり散布をして、みんなで管内産米の品質を高めましょう！！

生わらの腐熟促進のためには

石灰窒素資材が有効 です。

石灰窒素施用の場合

乾田の場合 ２０ｋｇ/１０ａ
半湿田の場合 １０ｋｇ/１０ａ

※コシヒカリ・滋賀羽二重糯については乾田の場合
でも10kg／10aの施用をしてください。

稲わらの腐熟促進

①作土深は15cm以上を目標に❕
深耕による作土深の確保により根の

伸びと、養分の吸収をスムーズにします

②作業速度はゆっくりと❕
土を細かくし深耕に努めましょう

でんか ほうとう

でんか ほうとう



新ふりかけ
堆肥ecoの

特徴

❶　腐植酸が通常堆肥より多い‼
　　　腐植酸は堆肥の主成分で肥料持ち（保肥力）を高め、リン酸の肥効を高めます。

❷　作業が行いやすい‼
　　　堆肥に比べ粒状なので散布しやすい‼（機械散布もOK）

❸　土壌のバランスを改善‼
　　　様々な有機質原料により微生物を繁殖させ土壌のバランスを整え連作障害等の
　　　軽減につながります‼

　　※土づくり資材（田華の豊稲）に合わせ、
　　　　　　有機物の施用でさらに良質な土づくりにつなげましょう‼
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１０ａ当り

含有（％） 施用量 施用時期

チッソ リン酸 カリ 苦土 けい酸 鉄

新ふりかけ堆肥ecoの効果

新ふりかけ堆肥ｅｃｏは、地力の素となる土壌有機物含量を維持向上させる効果が期待できます‼

また、通常堆肥の１/１０の量の施用で土づくりが実施できます。

稲わらと鋤込むことにより、さらに有機物含有量を向上させ安定生産・収量アップが期待できます‼

堆肥施用について

散布しやすい粒状タイプ

堆肥等の有機物の施用は、土づくりにとって重要な作業です‼

近年、温暖化が管内の米生産においても、収量・品質に大きな影響を及ぼしています。

また、管内には６名の畜産農家がおられ、その堆肥を活用し積極的に土づくりを実施されている稲作

農家もおられます。

水稲は昔から『地力でつくる』と言われるほど、地力は収量に大きく影響します。近年の温暖化や畑作

輪換により地力が低下していることも考えられます。積極的な土づくりで地力の素となる土壌有機物含

量を維持向上させ、安定生産・収量アップにつなげましょう‼

ｴｺ



　

令和５年産米 土づくり資材申込について

JA東びわこでは、高騰する資材への対応のため、農家の皆様とJAが互いの協力の中

で価格実現する早期引取価格を採用しました。

当制度は、土づくり等の資材を令和４年年末までに農家さんの倉庫へ引き取っていただ

き、早期決済を選択いただくことで、通常の資材「予約価格」からさらに優遇された「早期

引取予約価格」を適用するものです。

肥料価格高騰の中でJA東びわこが閑散期の倉庫仕入等を徹底するなど、今後もさら

に「安定供給」「コスト削減」へ向けた取組を実践して参りますので、よろしくお願いします。

下記の対象のお申込みについては、「早期引取価格」欄へお申込みください。

①引き取り取引であること

②年内引取り（令和４年１２月２０日まで）の供給取引であること
上記２点のみが主な条件です（詳細は予約申込書裏面で確認ください）。

条件を満たしていただきました組合員の方について、最優遇価格である「早期引取価

格」が適用されますので、お申込み欄の「早期引取価格」でお申込みください。

満車直送について・・・引取価格で対応します。
①１０ｔ車が出入りでき資材の注文が２０㎏袋が５００袋またはフレコン５０本以上であること。

（荷下ろし場所は1ヵ所での対応となります）

②荷下ろしに係るフォークリフト・資材にかけるシート等は、各自で準備をお願いします。

③田華の豊稲は２０㎏袋とフレコンの積み合わせの合計で１０ｔになれば対応可能です。
※直送日については、後日支店より連絡をさせていただき、ＪＡ職員が立ち会いますが、工場から

直送のため、時間については指定できません。

※年内引き取り・１２月決済を選んでいただきますと、下記にある「早期引取価格」を適用いたします。

早期引取価格（年内引き取り取引）の価格帯新設について

１．予約申込期限 令和４年９月２８日（水）

２．配 達 予 定 日 １０月下旬頃から

３．価 格 設 定 予約価格と、早期引取価格を設定させていただきました。

（詳しくは、下記の早期引取価格の価格帯新設についてをご覧ください。）

４．代 金 決 済 １２月決済 または ３月決済

５．満 車 直 送 下記の条件を満たせば、満車直送で製造工場から皆さんの

倉庫まで直接配達を実施します。

詳しくは、営農経済センターまたは支店経済窓口担当者

へご相談下さい。



住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＥＬ　　　　　　―　          　　　　　 住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＥＬ　　　　　　―　          　　　　　

氏名（団体名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 予定散布面積　　　　　　　　　　　ａ　 氏名（団体名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 予定散布面積　　　　　　　　　　　ａ　

◎土づくり資材 ◎土づくり資材

　　　　　　2,150円　　　　　　2,120円 　　　　　　2,150円　　　　　　2,120円

　　　　　　1,980円　　　　　　1,950円 　　　　　　1,980円　　　　　　1,950円

　　　　　　1,960円　　　　　　1,930円 　　　　　　1,960円　　　　　　1,930円

ご希望の欄に○をお願いします。 ご希望の欄に○をお願いします。

　　　　　　2,150円　　　　　　2,120円 　　　　　　2,150円　　　　　　2,120円

　　　　　　1,980円　　　　　　1,950円 　　　　　　1,980円　　　　　　1,950円

　　　　　　1,960円　　　　　　1,930円 　　　　　　1,960円　　　　　　1,930円

ご希望の欄に○をお願いします。 ご希望の欄に○をお願いします。

◎有機物腐熟促進資材 ◎有機物腐熟促進資材

乾田 乾田

ご希望の欄に○をお願いします。 ご希望の欄に○をお願いします。

◎粒状濃縮堆肥資材 ◎粒状濃縮堆肥資材

ご希望の欄に○をお願いします。 ご希望の欄に○をお願いします。

◎下記の希望事項に○印を記入ください ◎下記の希望事項に○印を記入ください

・資材の引取りについて ・資材の引取りについて

※希望配送場所は、希望に添えない場合もありますのでご了承下さい。 ※希望配送場所は、希望に添えない場合もありますのでご了承下さい。

・代金決済について ・代金決済について

※期日以降のお申込みは当用価格扱いとなりますのでよろしくお願いいたします。 ※期日以降のお申込みは当用価格扱いとなりますのでよろしくお願いいたします。

３月決済

※予約価格は引取価格となっていますので、配達の場合は４０円（税込）／袋、４００円（税込）／フレコンを別途配達料としていただきます。 ※予約価格は引取価格となっていますので、配達の場合は４０円（税込）／袋、４００円（税込）／フレコンを別途配達料としていただきます。

※申込の際の個人情報につきましては、申し込み品の取りまとめ、配送、代金決済、生産管理日誌の確認以外には使用いたしません ※申込の際の個人情報につきましては、申し込み品の取りまとめ、配送、代金決済、生産管理日誌の確認以外には使用いたしません。

希望配送場所 希望配送場所

１２月決済 ３月決済 １２月決済

配達希望 引取希望 配達希望

２０㎏　　　　　　　　2,540円 2,250円

引取希望

　　　　　　　　2,540円 2,250円 2,200円
１００㎏

～
２００㎏

使用量／１０ａ
当用価格
（引取）

予約価格
（引取）

早期引取価格
（年内引取・12月決済）

使用量／１０ａ
当用価格
（引取）

予約価格
（引取）

※早期引取価格を申込みいただく方は裏面をご確認い
ただき、申込氏名欄に署名をお願いいたします。

※早期引取価格を申込みいただく方は裏面をご確認い
ただき、申込氏名欄に署名をお願いいたします。

2,200円

早期引取価格
（年内引取・12月決済）

4,580円 ２０㎏　　　　　　　　5,100円

容量
金　　額　　　　（税込）

申込数量

容量
金　　額　　　　（税込）

新
ふ
り
か
け
堆
肥
ｅ
ｃ
ｏ

散布量
容量

金　　額　　　　（税込）
申込数量

新
ふ
り
か
け
堆
肥
ｅ
ｃ
ｏ

散布量

4,780円
２０㎏ ２０㎏

半湿田 半湿田

１０ｋｇ

粒
状
石
灰
窒
素

１００㎏
～

２００㎏
２０㎏

１０ｋｇ

※早期引取価格を申込みいただく方は裏面をご確認い
ただき、申込氏名欄に署名をお願いいたします。

※早期引取価格を申込みいただく方は裏面をご確認い
ただき、申込氏名欄に署名をお願いいたします。

4,580円

申込数量
使用量／１０ａ

当用価格
（引取）

予約価格
（引取）

早期引取価格
（年内引取・12月決済）

使用量／１０ａ
当用価格
（引取）

予約価格
（引取）

19,090円

※早期引取価格を申込みいただく方は裏面をご確認い
ただき、申込氏名欄に署名をお願いいたします。

※早期引取価格を申込みいただく方は裏面をご確認い
ただき、申込氏名欄に署名をお願いいたします。

散布量
容量

金　　額　　　　（税込）
申込数量 粒

状
石
灰
窒
素

散布量

60ｋｇ
～

80ｋｇ
２００ｋｇ

早期引取価格
（年内引取・12月決済）

２０㎏　　　　　　　　5,100円 4,780円

金　　　　額　　　　（税込）

10本以上
～

20本未満
19,600円 19,300円

10本以上
～

20本未満
19,600円 19,300円

20本以上 19,300円

60ｋｇ
～

80ｋｇ
２００ｋｇ

10本未満

　　　　　24,700円

20,900円

20本以上 19,300円

10本未満

　　　　　24,700円

20,900円 20,500円

19,090円

申込数量当用価格
（引取）

予約価格
（引取）

早期引取価格
（年内引取・12月決済）

60ｋｇ
～

80ｋｇ
２０㎏

100袋未満

　　　　　2,500円

2,150円 2,120円 2,120円

100袋以上
～

200袋未満
1,980円 1,950円

100袋以上
～

200袋未満
1,980円 1,950円

200袋以上 1,960円

60ｋｇ
～

80ｋｇ
２０㎏

提出期限：令和４年９月２８日（水） 提出期限：令和４年９月２８日（水）

※早期引取価格を申し込まれる際には、裏面の注意事項をご確認の上、申
込者欄に自署願います。

※早期引取価格を申し込まれる際には、裏面の注意事項をご確認の上、申
込者欄に自署願います。

田
華
の
豊
稲

散布量
容量

金　　　　額　　　　（税込）
申込数量

田
華
の
豊
稲

散布量
容量

金　　　　額　　　　（税込）
申込数量

使用量／１０ａ 当用価格
（引取）

予約価格
（引取）

100袋未満

　　　　　2,500円

2,150円

200袋以上 1,960円 1,930円

早期引取価格
（年内引取・12月決済）

使用量／１０ａ 当用価格
（引取）

予約価格
（引取）

早期引取価格
（年内引取・12月決済）

田
華
の
豊
稲

フ
レ
コ
ン

散布量
容量

金　　　　額　　　　（税込）

1,930円

使用量／１０ａ 当用価格
（引取）

予約価格
（引取）

早期引取価格
（年内引取・12月決済）

使用量／１０ａ切
　
り
　
取
　
り

田
華
の
豊
稲
　
フ
レ
コ
ン

散布量

20,500円

申込数量 容量

土 づ く り 資 材 申 込 書 【生産者控え】令和５年産 土 づ く り 資 材 申 込 書 【提出用】令和５年産



① 　新たに採用した早期引取価格（年内早期引取）をお申込みいただきました組合員に関しては、優遇価格での供給に際して下記の

点にご留意ください。

（条件１）　令和４年末供給取引（締め日である１２月２０日まで）の引き取り供給取引の場合適用いたします。

※配達は適用できませんのでご注意ください。

（条件２）　引落指定日（支払い予定日）に引落し等により代金決済をお願いします。（延滞とならないこと）

※上記の条件が満たされない場合、１月１０日の引き落とし日に代金支払いが無き場合は優遇価格の適用はされず、通常予約価格と

なりますので、ご注意ください。

② 　予約内容と供給内容が変更する場合（引き取りから配達への変更）など、予約内容と変更が生じた場合は、速やかにJA経済担当へ

ご連絡をお願いします。

③ 　国内での肥料原料の「供給不安」に伴い、施肥面積を大きく超える過剰な予約数または肥料の安定供給を行う上で供給が困難と

JA判断する場合には、数量調整させていただくこともございます。「安定供給」に向けてご理解・ご協力いただきますよう、お願いいた

します。

お引き取りに際する確認事項（申込書裏面）



　提出期限：令和４年９月２８日（水） 提出期限：令和４年９月２８日（水）

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＥＬ　　　　　　―　          　　　　　 住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＥＬ　　　　　　―　          　　　　　

氏名（団体名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 予定散布面積　　　　　　　　　　　ａ　 氏名（団体名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 予定散布面積　　　　　　　　　　　ａ　

○委託散布申込書（控） ○委託散布申込書（提出用）

※散布時期は１０月末頃から散布をおこないます。 ※散布時期は１０月末頃から散布をおこないます。
※散布費用として、20㎏1袋当たり２００円（税込）の散布料金を頂きます。 ※散布費用として、20㎏1袋当たり２００円（税込）の散布料金を頂きます。
※また委託散布はフレコンでは受けられませんので、20㎏袋で申込みをお願いします。 ※また委託散布はフレコンでは受けられませんので、20㎏袋で申込みをお願いします。

粒状石灰窒素
大字・小字名 番地 面積（ａ） 大字・小字名 番地 面積（ａ）

田華の豊稲 粒状石灰窒素 田華の豊稲

切
　
り
　
取
　
り

散布資材名

新ふりかけ
堆肥ｅｃｏ

散布資材名

新ふりかけ
堆肥ｅｃｏ

土 づ く り 資 材 委 託 散 布 申 込 書 【生産者控え】

令和５年産

ガレース乳剤ガレースＧ粒剤ハーモニー細粒剤Ｆ

・散布費用の支払いは、口座振替にてお願いします。（裏面記入）
・散布は散布申込により計画的に作業を行います。（散布日は、事前に連絡いたします。）
・散布対象圃場は一筆が10ａ以上の降り口が整備された圃場で、且つ４ｔトラックが走行できる農道に面していること。
・散布量は基準散布量で行います。
・散布する圃場への表示立礼並びに散布圃場地図のご提出をお願いします。
・委託散布につきましては各支店へご相談ください。
・散布申込みの際の個人情報につきましては、散布圃場・生産基準の確認以外には使用いたしません。

委託散布の注意事項

土 づ く り 資 材 委 託 散 布 申 込 書 【提出用】

令和５年産

ガレース乳剤ガレースＧ粒剤ハーモニー細粒剤Ｆ

・散布費用の支払いは、口座振替にてお願いします。（裏面記入）
・散布は散布申込により計画的に作業を行います。（散布日は、事前に連絡いたします。）
・散布対象圃場は一筆が10ａ以上の降り口が整備された圃場で、且つ４ｔトラックが走行できる農道に面していること。
・散布量は基準散布量で行います。
・散布する圃場への表示立礼並びに散布圃場地図のご提出をお願いします。
・委託散布につきましては各支店へご相談ください。
・散布申込みの際の個人情報につきましては、散布圃場・生産基準の確認以外には使用いたしません。

委託散布の注意事項

散布を希望される方のみご記入ください。 散布を希望される方のみご記入ください。



１．指定貯金口座及び指定口座名義人名

２．振替項目

土づくり散布申込の場合に提出をお願いいたします。

１．総合　　２．普通 支店

口座振替依頼書

令和　　　年　　　月　　　日

東びわこ農業協同組合　御中

住　所：

氏　名：
㊞

　下記振替種目にかかる金額を、口座振替の方法により下記名義の指定貯金口座から支払う事にし
たいので、下記の事項を確約のうえ依頼します。なお、口座振替の手続きについては、貴組合所定
の方法で処理してください。

口座名義人

貯金の種類 支店名 口　　座　　番　　号 届出印

土づくり資材　散布費

※ご記入頂いた個人情報は、土づくり資材散布における取りまとめ・精算など関連する処理のみ使用いたします。

検印 印鑑照合 係



営農振興課・TAC ＴＥＬ ２８－７８５１ 愛荘営農経済センター ＴＥＬ ４２－２０７１

販売推進課・施設課 ＴＥＬ ２８－７８５２ 秦荘支店 ＴＥＬ ３７－２３０１

経済課 ＴＥＬ ２８－７８６２ 　　（経済担当携帯） ＴＥＬ 090-5018-7083

愛知川支店 ＴＥＬ ４２－２３５５

　　（経済担当携帯） ＴＥＬ 090-1078-6804

彦根営農経済センター ＴＥＬ ２８－９８３８ 稲枝営農経済センター ＴＥＬ ４３－３７２０

彦根中央支店 ＴＥＬ ２６－９１００ 　　（経済担当携帯） ＴＥＬ 090-8825-5402

彦根南支店 ＴＥＬ ２８－９８００ 稲枝支店 ＴＥＬ ４３－３２２１

　　（経済担当携帯） ＴＥＬ 090-9093-2741

彦根東支店 ＴＥＬ ２４－９６００ 東部営農経済センター ＴＥＬ ３５－２５５２

鳥居本支店 ＴＥＬ ２２－５６８７ 多賀支店 ＴＥＬ ４８－１００７

彦根北支店 ＴＥＬ ２７－９７００ 大滝支店 ＴＥＬ ４９－０３３４

　　（経済担当携帯） ＴＥＬ 090-6988-6923 　　（経済担当携帯） ＴＥＬ 090-5018-8102

甲良支店 ＴＥＬ ３８－２８１１

ふれあい支店 ＴＥＬ ４３－８０００ 　　（経済担当携帯） ＴＥＬ 070-4445-5205

　　（経済担当携帯） ＴＥＬ 090-1078-6804 河瀬亀山支店 ＴＥＬ ２８－１２３５

　　（経済担当携帯） ＴＥＬ 090-6988-7197

豊郷支店 ＴＥＬ ３５－２５５１

　　（経済担当携帯） ＴＥＬ 080-2503-3174

お問い合わせ・ご相談は！

愛荘営農経済センター管内本 店

彦根営農経済センター管内 稲枝営農経済センター管内

東部営農経済センター管内

稲枝・愛知川管内


