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２月５日　三石軽種馬生産振興会重賞競走表彰式　集合写真
令和２年度の重賞勝利は18勝、生産された10牧場が表彰されました。
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三三石石産産馬馬のの活活躍躍((令令和和２２年年））

◇ 第54回 ステイヤーズステ－クスGⅡ（12/5、中山）
優勝 オセアグレイト号 ４歳牡馬

（富沢 下屋敷牧場生産）

重賞での好走が光るもなかなか結果を出せなかった
同馬でしたが、暮れの中山名物マラソンレース、ステイ
ヤーズS（3600m）に鞍上 横山典弘騎手で出走。レース
では、道中は内ラチ沿いの好位につけスタミナを温存。
最後の直線で横山騎手の合図に手応え良く反応し、
3F34.8秒の上りで見事差し切り重賞初制覇を飾りました。
次走は3/27日経賞に向かう予定です。今後の活躍に注
目しましょう。

暮れの名物長距離レースを見事に勝利し初重賞制覇！

横山典弘騎手とオセアグレイト号（父オルフェーヴル）

前走スプリンターズSでは2着惜敗となりましたが、日
本のスプリント界を代表する力を付けた同馬。前年の
雪辱を果たすべく、香港スプリントに出走しました。レー
スでは中団外目を進むと、最後の直線では世界の強
豪馬相手に末脚を伸ばし、ラスト150mで先頭に。最後
まで追いすがる他馬を完璧に封じ込め、悲願のGⅠ制
覇を父ロードカナロアが連覇した舞台で成し遂げまし
た。これからも偉大な父を彷彿とさせるような活躍をお
祈り申し上げます。父ロードカナロアが連覇した舞台で待望のＧⅠ制覇！

Rムーア騎手とダノンスマッシュ号（父ロードカナロア）

アンドラステ号との接戦を競り勝って重賞初制覇！
柴田大知騎手とスマイルカナ号（父ディープインパクト）

エイシンヒカリの姪にあたる同馬。2020桜花賞では3
着と能力の高さを示しており、牝馬戦となる今回は1番
人気に支持されました。レースではスタートを決め2番
手で進み、最後の直線で力強く先頭に立つも、末を伸
ばしてきたアンドラステ号と接戦となりましたが、見事に
競り勝って重賞初制覇を飾りました。まだまだ成長著し
い4歳馬、今後の活躍に注目しましょう。

デビューから４連勝で見事ＳⅠを制覇！
森泰斗騎手とケラススヴィア号（父サウスヴィグラス）

デビューから3連勝で前走ローレル賞を制覇し、地
方2歳牝馬の暮れの大一番、東京2歳優駿牝馬に出
走しました。レースでは、スタートを決めると難なくハ
ナに立ちマイペースの逃走劇へ。最後の直線でも力
の違いを見せつけ後続馬を完璧に封じ込め、デ
ビュー4連勝でＳⅠ制覇を成し遂げました。さらなる活
躍をお祈り申し上げます。
なお、本馬は三石産馬をインターネットや冊子カタ

ログで全国に広くＰＲしている【三石優駿情報】の掲
載馬です。

◇ 第22回 香港スプリントGⅠ（12/13、ｼｬﾃｨﾝ）
優勝 ダノンスマッシュ号 ５歳牡馬

（川上 ㈲ケイアイファーム生産）

◇ 第6回 ターコイズステ－クスGⅢ（12/19、中山）
優勝 スマイルカナ号 ３歳牝馬

（本桐 ㈲木田牧場生産）

◇ 第44回 東京２歳優駿牝馬ＳⅠ（12/31、大井）
優勝 ケラススヴィア号 ２歳牝馬

（本桐 ヒサイファーム生産）
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三三石石産産馬馬のの活活躍躍((令令和和３３年年））

2015年に門別でデビューし、ここまで55戦17勝。8歳な
がら現在も地方重賞の最前線で活躍している同馬。昨年
まで2連覇（通算3勝）している園田重賞、新春賞に断然
の1番人気に支持され出走しました。レースでは2番手追
走で進むと、逃げ馬との激しい競り合いはゴールまで続き、
最後はハナの差をつけて勝利し、同レース前人未到の3
連覇＆通算4勝を成し遂げました。これで園田重賞は通
算12勝目。今後ますますの活躍をお祈り申し上げます。

断然人気に応えて3連覇＆通算4勝達成！

吉村智洋騎手とエイシンニシパ号（父ワイルドラッシュ）

リステッド競走を2連勝して挑んだ初重賞 東海ス
テークス。馬場コンディションは水が浮くほどの不良
でしたが、レースではスタートを決めると先団の好位
で進み、勝負どころの中京の長い直線へ向くと、ラ
スト400mで早々に先頭に。不良馬場のなか末脚自
慢の後続馬たちが追い上げるも、最後は2着に
1.3/4馬身の差を付けて先頭でゴール。初めての重
賞挑戦で見事勝利を収めました。今後の活躍に注
目しましょう。不良馬場をものともせず堂々の初重賞制覇！

川田将雅騎手とオーヴェルニュ号（父スマートファルコン）

2019アーリントンC以来の勝利で重賞2勝目！
酒井学騎手とイベリス号（父ロードカナロア）

2019年のアーリントンCでの重賞勝利以来、好走が続
くも勝利から遠ざかっていた同馬。前走の阪神C同様に
酒井学騎手とのコンビで出走しました。レースではス
タートを見事に決めると迷わず先頭に立ち、走り慣れた
阪神コースでレースメイク。最後の直線でもスピードは
全く衰えず、追いすがる後続馬を尻目に先頭でゴール。
およそ1年2ヵ月ぶりの勝利を二度目の重賞勝利で飾り
ました。今後ますますの活躍に注目しましょう。

ＮＮＡＡＲＲググラランンププリリ（（３３歳歳最最優優秀秀牡牡馬馬））表表彰彰

2020年の地方競馬（NAR）の年度代表馬が発表
され、3歳最優秀牡馬に三石産馬エメリミット号（船
橋）が選出されました。同馬は昨年の東京ダー
ビーSⅠを9番人気ながら強豪馬相手に優勝し、地
方所属3歳馬として最高レーティング103を獲得。
その活躍が評価されこの度表彰されました。三石
産馬としては過去に2004年NARグランプリホースと
してコスモバルク号等が表彰されています。

6/3熾烈なゴール前叩き合いを制して見事ダービー馬に
山口騎手とエメリミット号（父シンボリクリスエス）

◇ 第63回 新春賞（重賞）（1/3、園田）
優勝 エイシンニシパ号 ８歳牡馬

（歌笛 ㈲信田牧場生産）

◇ 第38回 東海ステークスＧⅡ（1/24、中京）
優勝 オーヴェルニュ号 ５歳牡馬

（鳧舞 ㈾明治牧場生産）

◇ 第56回 京都牝馬ステークスＧⅢ（2/20、阪神）
優勝 イベリス号 ５歳牝馬

（富沢 ㈱土居牧場生産）

表彰馬 エメリミット号 牡馬
（清瀬 飯岡牧場生産）

2019アーリントンC以来の勝利で重賞2勝目！
酒井学騎手とイベリス号（父ロードカナロア）
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【【ココロロナナにに負負けけるるなな第第５５弾弾！！みみつついいしし農農協協かかららのの年年花花状状】】実実施施報報告告

令和3年、元旦より実施しておりましたプレゼントキャンペーン
《コロナに負けるな！第5弾 みついし農協からの年花状》が1月
末に終了しました。
このキャンペーンでは、期間中ＷＥＢショップにて総額5,000円

以上（税込）ご購入された方先着20名様に｢みついし産アネモ
ネ｣をもれなくプレゼントいたしました。たくさんのご応募をキャン
ペーンにはいただきました。
ＪＡみついし広報委員会では、これからも様々なキャンペーン

を企画、実施して参ります。
JAみついし広報委員会

■■アアネネモモネネととはは ※一部抜粋

春の球根の花の代表花で、花が大きく、茎が太く、花立ちが良いのが特徴で、

ウェディング・ブーケとして人気が高い花です。

花色が豊富で、比較的低温で栽培できるため、ここ三石では11月から５月上旬

ごろまで出荷されます。また、アネモネの花言葉は 「あなたを愛します」です。

２２００２２１１年年度度 軽軽種種馬馬市市場場開開催催日日程程

来月４月１日より、男性職員・女性事務職員の制服がリニューアルいたします。新しい制服に身を包み、より
一丸となって組合員みなさまのためにガンバります！

制制服服リリニニュューーアアルルののおお知知ららせせににつついいてて

市　　　　場　　　　名 対象 開　催　場　所

4月27日 （火） 　ＪＲＡブリーズアップセール ２歳 　ＪＲＡ中山競馬場

5月11日 （火） 　ＨＢＡトレーニングセール ２歳 　ＪＲＡ札幌競馬場

5月21日 （金） 　千葉サラブレッドセール ２歳 　船橋競馬場

6月22日 （火） 　九州市場 １歳 　JBBA九州種馬場

7月6日 （火） 　八戸市場 １歳 　八戸家畜市場

7月12日 （月） 　セレクトセール１歳 １歳

7月13日 （火） 　セレクトセール 当歳

7月27日 （火） 　セレクションセール １歳 　北海道市場

　8月23日(月)～26日(木) 　サマーセール １歳 　北海道市場

　9月21日(火)～23日(木) 　セプテンバーセール １歳 　北海道市場

　10月18日(月)～19日(火) 　オータムセール 1歳 　北海道市場

10月下旬 　ノーザンファーム繁殖牝馬セール 繁殖 　ノーザンホースパーク

10月下旬 　ジェイエス秋季繁殖馬セール 繁殖 　北海道市場

開　催　日

　ノーザンホースパーク
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黒黒毛毛市市場場成成績績

開催日 性 別 頭 数 平均体重 販 売 価 格 平 均 価 格 最 高 価 格 最 低 価 格 Ｋ ｇ 単 価 DAY単価

去 21 317㎏ 16,061,000 764,810 901,000 601,000 2,413 2,591

雌 28 287㎏ 18,154,000 648,357 800,000 540,000 2,260 2,143
繁殖等 6 3,843,000

55 300㎏ 38,058,000 698,265 2,329 2,332

※※最最高高価価格格：：去去　　水水上上  恵恵一一ささんん、、雌雌　　澤澤田田  嘉嘉隆隆ささんん

開催日 性 別 頭 数 平均体重 販 売 価 格 平 均 価 格 最 高 価 格 最 低 価 格 Ｋ ｇ 単 価 DAY単価

去 28 313㎏ 19,784,000 706,571 885,000 195,000 2,260 2,412

雌 25 286㎏ 17,049,000 681,960 2,202,000 483,000 2,386 2,305
繁殖等 5 4,827,000

58 300㎏ 41,660,000 694,962

※※最最高高価価格格：：去去　　松松尾尾  郁郁寛寛  ささんん、、雌雌　　平平野野  智智紀紀ささんん

2月3日

合 計

○ホクレン南北海道家畜市場 （単位：円、税別）

1月7日

合 計

理理事事会会報報告告　　※※主主なな内内容容

第第１１２２回回理理事事会会　　　　令令和和２２年年１１２２月月２２５５日日開開催催
〈報告事項〉
・ 定例報告

行事報告・行事計画、各部実績報告

・ １１月末組合員勘定残高について

《議　　案》
１． 組合員の加入・脱退について
２． １０月末定例監査に対する回答について
３． 道常例検査指摘事項に対する改善状況報告について
４． 令和３年度内部監査年間計画について
５． 令和３年度経営定期点検実施計画について
６． 支援組合員等の年末精算見込みについて
７． 固定資産の取得について
８． 令和２年度水田合理化「地域とも補償」について
９． 生産者団体要望事項について

第第１１３３回回理理事事会会　　　　令令和和３３年年１１月月２２８８日日開開催催
〈報告事項〉
・ 定例報告

行事報告・行事計画、各部実績報告
・ １２月末組合員勘定残高並びに組勘整理状況について
・ 3,500万円を超える信用供与者の共済担保貸付について
・ 第３９回通常総会までの予定について
・ １２月末金融部門監査報告、及び次年度監査計画について
・ 組合員組織における独占禁止法に関する点検実施報告について
・ 内部監査受託に係る報告について

《議　　案》
１． 組合員の加入について
２． 令和３年度余裕金の運用方針及び運用方法について
３． 役員報酬審議委員会からの答申書について
４． 決算手当の支給について
５． コンプライアンス・マニュアルの改訂について
６． 令和３年度貸付金利率の最高限度の決定について
７． 令和３年度理事に対する貸付金(貯金･共済担保)の事前承認について
８． 令和３年度信用供与限度額の設定について
９． 令和３年度支援組合員等について

１０． 令和２年度町外生産物手数料支払いについて
１１． 固定資産の除却について
１２． 固定資産の減損について
１３． 令和２年度各種共励会総会表彰（軽種馬部門）について
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金金融融・・生生活活店店舗舗ごご利利用用のの３３月月～～５５月月送送迎迎ササーービビススののごご案案内内

花花きき市市場場成成績績

令令和和２２年年度度水水田田合合理理化化「「地地域域とともも補補償償」」推推進進基基金金決決算算報報告告

44月月　　66日日
55月月　　1111日日

33月月　　  1166日日
44月月　　  1133日日

33月月　　2233日日
44月月　　2200日日

33月月　　3300日日
44月月　　2277日日

歌笛川上方面は、農協に来るときは町のコミュニティバスをご利用いただき、帰りは農協車でお送りいたします。
富沢方面は、農協車にて送迎致します（コミュニティバスの路線が無いため）。

お申込みは、利用者が限られているため電話での予約（前日月曜日）により運行し、予約が無い場合は運行は
致しません。

お申込みは、管理部（0146-34-2011）工藤・鶴田までお願い致します。

本数 金額 本数 金額 本数 金額 本数 金額

１１月 114千本 9,053 317千本 32,290 431千本 41,343 480千本 56,332

１２月 57千本 5,335 10千本 933 67千本 6,268 153千本 18,055

　１月 36千本 3,181 0千本 0 36千本 3,181 41千本 4,029

１月までの

累計
2386千本 173,926 4165千本 426,056 6551千本 599,982 7015千本 734,461

93.4% 81.7%累計前年対比

（単位：千円、税別）

個撰 共撰 合計 前年

１　計画地区名　　　　　　　　　　　新ひだか町三石地区
２　事業参画農業者
　１）　　対象
　　　　 水田合理化「地域とも補償」推進事業基金への拠出金承諾書提出者。

　２）　　拠出金承諾者 302 名

　３）　　事業参画者 122 名

３　基金の造成及び使途

基基金金のの造造成成

項　　　　　目

  一般作物　1,280.61ha            １,000円/10a

  特例作物 　   14.30ha               500円/10a 

助助  成成  金金

項　　　　　目

  草地整備更新助成 3,334,824  円

  麦作改良助成 34,560  円

  牧草種子助成 2,473,330  円

  小麦種子助成 24,576  円

  花き種苗助成 3,385,480  円

  アスパラ種子助成 0  円

  除草剤助成 1,018,579  円

  暗渠助成 295,509  円

  水稲種子購入助成 2,310,742  円

  需給安定対策 0  円

  次年度繰越 0 円

  合計 12,877,600 円

  地力増進対策 3,369,384 円

金　　　額

金　　　額

適　　　　　　　　用

適　　　　　　　　用

  転作者からの拠出金 12,877,600 円

  水稲作付奨励対策 2,310,742 円

  奨励作物生産拡大対策 5,883,386 円

  奨励作物保全対策 1,314,088 円
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農農作作業業事事故故防防止止とと万万がが一一ののたためめにに【【労労災災保保険険ののごご案案内内】】

給給付付基基礎礎日日額額 ２０,０００円→ 第第ⅠⅠ種種中中小小企企業業主主等等 ９４,９００円 ・特特定定農農作作業業従従事事者者 ６５,７００円
〃〃 １０,０００円→ 〃 ４７,４５０円 ・ 〃 ３２,８５０円
〃〃 ５,０００円→ 〃 ２３,７２５円 ・ 〃 １６,４２５円
〃〃 ３,５００円→ 〃 １６,６０８円 ・ 〃 １１,４９８円

労災保険は本来、労働者の負傷・疾病・傷害・死亡等に対して保険給付を行う国の制度です。ですが、労働者
以外の方（事業主や家族従事者）も一般労働者と同様の補償を受けることができます（特別加入制度）
また、高齢者による農作業が近年増加しています（農作業事故で死亡した人の8割が65歳以上）。熟練度が増

す一方で、個人差はありますが、加齢とともに危険回避能力低下は避けられません。万一に備えて、JAでは農
業者のための労災保険を取り扱っております。詳しくは、管理部農業労災担当窓口までお問い合わせください。

農業の場合には常時３００人以下の労働者を使用する事業主（事業主が法人の場合にはその代表者）及び
労働者以外で該当事業に従事する方（特別加入を行うことができる事業主の家族従事者など）をいいます。な
お、継続して労働者を使用していない場合であっても、１年間に１００日以上にわたり労働者を使用することが
見込まれる場合には、特別加入の対象となります。

年間農業生産物総販売額３百万以上又は、２㌶以上の規模で、自営農業者（労働者以外の家族従事者な
どを含みます。）であって、次の（ア）から（オ）までのいずれの作業に従事する方をいいます。
（ア）動力により駆動される機械を使用する作業
（イ）高さが２㍍以上の箇所における作業
（ウ）サイロ、むろ等の酸素欠乏危険場所における作業
（エ）農薬の散布の作業
（オ）牛、馬、豚に接触するおそれのある作業

【【給給付付基基礎礎日日額額・・年年間間保保険険料料ににつついいてて】】
給付基礎日額は、労災保険の給付額を算出する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合っ

た適正な額を申請していただきます。保険料は給付基礎日額に応じて定められており、主な給付基礎日額・年
間保険料は以下の通りです。

【【主主なな補補償償内内容容ににつついいてて】】

・療養補償給付（療養給付）→農作業事故によるケガや病気を病院等で治療する場合
保険内の治療の範囲であれば無料で受けられます。

・休業補償給付（休業給付）→農作業事故によるケガや病気の療養のため、労働することができない日
が４日以上となった場合
休業４日目以降、休業１日につき給付基礎日額の６０％の休業補償と
２０％の特別支給金の合計８０％相当額が支給されます。

・遺族補償給付（遺族給付）→農作業事故によりお亡くなりになった場合
遺族人数に応じた遺族年金または遺族一時金が支給されます。

いいずずれれもも労労働働局局長長がが申申請請にに基基づづいいてて決決定定ししまますす。。

第Ⅰ種（中小企業主等）

第Ⅱ種（特定農業従事者）
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