
飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７～



第３回 （通算１０回目記念）
飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

主催 : 一般社団法人 日本飼料用米振興協会

後援 : 農林水産省

飼料用米多収日本一表彰式、
飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７

飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７

飼料用米多収日本一表彰式

共同開催

一般社団法人日本飼料用米振興協会 農林水産省



飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７～

第一部 シンポジウム 11時00分～12時00分
(1)主催者挨拶 日本飼料用米振興協会 理事長 海老澤 恵子

連帯の挨拶 日本生活協同組合連合会 総合運営本部 部長
小熊 竹彦 氏

(2)講演
活動報告 「飼料用米における生産コスト低減技術の研究について」
東京農業大学農学部助教 有澤 岳 氏

事例報告 「飼料用米の保管手段の低コスト化研究報告」
太陽工業株式会社・物流システムカンパニー マーケティング室長
西村 哲 氏

展示、試食、休憩 12時00分～12時50分

第二部 シンポジウム 12時55分～13時40分
(3)講演
基調講演 「水田フル活用」
農林水産省政策統括官穀物課課長 川合 豊彦 氏

基調講演 「飼料用米の利用推進について」
農林水産省生産局畜産部飼料課課長 富田 育稔 氏



休憩 13時40分～13時55分

「飼料用米多収日本一」表彰式 13時55分～14時50分
表彰式及び農林水産大臣賞受賞者から発表

休憩 14時50分～15時00分

第三部 シンポジウム 15時00分～17時00分
（4）講演
特別講演「飼料用米の生産から畜産への給与、製品の出荷作業」
株式会社秋川牧園会長 秋川 実 氏

活動報告「生協における飼料用米利用畜産物の供給活動」
株式会社パル・ミート(パルシステム生活協同組合連合会)
取締役商品本部長江川 淳 氏

事例報告「飼料用米を利用したSGS生産と活用事例」
熊本県農業研究センター畜産研究所 飼料研究室 室長 鶴田 勉 氏

課題提起「飼料メーカーから見た飼料用米普及のための課題」
昭和産業株式会社飼料畜産部担当多田井 友輝 氏

（5）質疑応答
司 会 東京農業大学農学部畜産学科 信岡誠治 教授
（6）閉会挨拶
一般社団法人日本飼料用米振興協会 副理事長 加藤 好一 氏

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会
～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７～



開 会

総合司会 若狹 良治
日本飼料用米振興協会 理事・事務局長

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７～

一般社団法人日本飼料用米振興協会



総合司会 若狹 良治
日本飼料用米振興協会 理事・事務局長



農文協
一般社団法人 農山漁村文化協会

が書店を開店しています。

ご利用ください。

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７～

一般社団法人日本飼料用米振興協会





開会のご挨拶
海老沢 恵子

日本飼料用米振興協会 理事長

（中野区消費者団体連絡会 副会長）

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７～

一般社団法人日本飼料用米振興協会



海老沢 恵子 氏
日本飼料用米振興協会 理事長

（中野区消費者団体連絡会 副会長）



連帯のご挨拶
日本生活協同組合連合会

総合運営本部

部長 小熊 竹彦

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７～

一般社団法人日本飼料用米振興協会



日本生活協同組合連合会
総合運営本部

部長 小熊 竹彦 氏



活動報告

飼料用米における

生産コスト低減技術の研究について

東京農業大学農学部

助教 有澤 岳〈農学博士〉

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７～

一般社団法人日本飼料用米振興協会



東京農業大学農学部
助教 有澤 岳〈農学博士〉 氏



事例報告

飼料用米の保管手段の

低コスト化研究報告

太陽工業株式会社・物流システムカンパニー

マーケティング室長 西村 哲

一般社団法人日本飼料用米振興協会

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７～



太陽工業株式会社・物流システムカンパニー
マーケティング室長 西村 哲 氏



休憩 昼食

５０分間
質問票をお出しください。

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７～

一般社団法人日本飼料用米振興協会



展示・試食会
１２：００～１２：５０

試食品の完了で終了

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７～

一般社団法人日本飼料用米振興協会











基調講演

水田のフル活用

農林水産省政策統括官 穀物課課

課長 川合 豊彦

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会
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一般社団法人日本飼料用米振興協会



農林水産省政策統括官 穀物課課
課長 川合 豊彦 氏



基調講演

飼料用米の利用推進について

農林水産省生産局畜産部 飼料課

課長 富田 育稔

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７～

一般社団法人日本飼料用米振興協会



農林水産省生産局畜産部 飼料課
課長 富田 育稔 氏



平成２８年度 飼料用米多収日本一表彰式



ご挨拶（敬称略）

一般社団法人日本飼料用米振興協会 理事長 海老澤 惠子

ご挨拶（敬称略）

農林水産副大臣 磯崎 洋輔

表 彰（授与者）（敬称略）
農林水産大臣賞 農林水産副大臣 礒崎 洋輔

政策統括官賞 農林水産省政策統括官 柄澤 彰

全国農業協同組合中央会会長賞 全国農業用協同組合中央会 常務理事 金井 健

全国農業協同組合連合会会長賞 全国農業協同組合連合会 常務理事 岩城 晴哉

協同組合日本飼料工業会会長賞 協同組合日本飼料工業会 会長 鹿間 千尋

日本農業新聞賞 日本農業新聞 営農生活部長 堀越 智子

受賞者 挨 拶（敬称略）

有限会社 平柳カントリー農産 代表取締役 我孫子 弘美

司 会 農林水産省政策統括官穀物課 課長補佐 小口 悠

平成２８年 度飼料用米多収日本一表彰式



褒賞 受賞者 ブロック名 都道府県

農林水産大臣賞
有限会社 平柳カントリー農産
代表取締役社長我孫子 弘美

東北 宮城県

政策統括官賞 新山 実 東北 秋田県

全国農業協同組合中央会会長賞
三日市営農組合
組合長 荒木 嗣正

北陸 富山県

全国農業協同組合連合会会長賞 佐々木 隆 東北 山形県

協同組合日本飼料工業会会長賞 原田 芳和 九州 宮崎県

日本農業新聞賞 地﨑 啓 北陸 富山県

（１） 単位収量の部



褒賞 受賞者 ブロック名 都道府県

農林水産大臣賞
有限会社 平柳カントリー農産
代表取締役社長我孫子 弘美

東北 宮城県

政策統括官賞 原田 芳和 九州 宮崎県

全国農業協同組合中央会会長賞 地﨑 啓 北陸 富山県

全国農業協同組合連合会会長賞 新山 実 東北 秋田県

協同組合日本飼料工業会会長賞
三日市営農組合
組合長 荒木 嗣正

北陸 富山県

日本農業新聞賞 山田 奈々 近畿 滋賀県

（２）地域の平均単収からの増収の部





















表彰状授与者の皆様
農林水産副大臣 礒崎 洋輔 様
農林水産省政策統括官 柄澤 彰 様
協同組合日本飼料工業会 会長 鹿間 千尋 様
全国農業用協同組合中央会 常務理事 金井 健 様
日本農業新聞 営農生活部長 堀越 智子 様
全国農業協同組合連合会 常務理事 岩城 晴哉 様 （右から）



副賞 盾」（盾：光学ガラス、台座：御影石製）





表彰式 司会 小口 悠 氏
農林水産省 課長補佐



一般社団法人日本飼料用米振興協会 理事長 海老澤 惠子 氏



農林水産副大臣 礒崎 洋輔 氏



左から 代表取締役、佐々木専務取締役、我孫子平柳カントリー農産、礒崎農林水産副大臣

農林水産大臣賞 ２部門受賞
単位数量部門、地域平均単収増収部門



農林水産省政策統括官賞を読み上げる
農林水産副大臣 政策統括官 柄澤 彰 氏



左から 新山 幸子、新山 実 ご夫妻と岩城全農常務理事

ご夫妻と柄澤農水省政策統括官



原田親子と柄澤農水省政策統括官

左から 原田直史（子息）、原田芳和（受賞者）、鹿間協同組合日本飼料工業会会長



荒木三日市営農組合組合長と鹿間協同組合日本飼料工業会会長



荒木三日市営農組合組合長と金井全国農業協同組合中央会常務理事



地﨑 啓さんと金井全国農業協同組合中央会常務理事



地﨑 啓さんと堀越日本農業新聞営農生活部長



左から 山田奈々さんの旦那さんとお父様、堀越日本農業新聞営農生活部長



佐々木 隆さんと岩城全国農業協同組合連合会常務理事



新山 実さんと岩城全国農業協同組合連合会常務理事

新山ご夫妻さんと岩城全国農業協同組合連合会常務理事







特別講演

飼料用米の生産から

畜産への給与、製品の出荷作業

株式会社秋川牧園

代表取締役 秋川 実

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７～

一般社団法人日本飼料用米振興協会



株式会社 秋川牧園
代表取締役 秋川 実 氏



活動報告

生協における

飼料用米利用畜産物の供給活動

株式会社パル・ミート
（パルシステム生活協同組合連合会）

取締役・商品本部長 江川 淳

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７～

一般社団法人日本飼料用米振興協会



株式会社パル・ミート
（パルシステム生活協同組合連合会）
取締役・商品本部長 江川 淳 氏



研究報告

籾米サイレージ（ＳＧＳ）生産と利用体
系の確立に向けた取り組みについて

熊本県農業研究センター

畜産研究所 飼料研究室

室長 鶴田 勉

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７～

一般社団法人日本飼料用米振興協会



熊本県農業研究センター
畜産研究所 飼料研究室

室長 鶴田 勉 氏



課題提起

飼料メーカーから見た

飼料用米普及のための課題

昭和産業株式会社

飼料畜産部 担当 多田井 友揮

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会
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昭和産業株式会社
飼料畜産部 担当 多田井 友揮 氏



質疑・応答

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７～

信岡誠治
東京農業大学農学部 教授（農学博士）

日本飼料用米振興協会 理事

一般社団法人日本飼料用米振興協会



質疑応答の進行役を務める 信岡誠治 氏
東京農業大学農学部 教授（農学博士）

日本飼料用米振興協会 理事





閉会のご挨拶

加藤 好一
日本飼料用米振興協会 副理事長

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会 会長

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１６～

一般社団法人日本飼料用米振興協会



閉会の挨拶 加藤 好一 氏
日本飼料用米振興協会 副理事長

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会 会長



お疲れ様でした
交流懇親会をシンポジウム終了後に

農学３号館地下

東京大学消費生協食堂

で開催いたします。参加は受付で

お申し込みください。

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７～

一般社団法人日本飼料用米振興協会



お疲れ様でした。
アンケートをお願いします。

交流懇親会もよろしく

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１６～

一般社団法人日本飼料用米振興協会



お疲れ様でした。

飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会

～飼料用米普及のためのシンポジウム２０１６～

交流懇親会に参加の方は、

農学３号館地下

東京大学消費生活協同組合食堂

に移動をお願いします。



情報交流懇親会は、４０名の参加者でにぎわいました。
最後まで残った方々で記念撮影をしてお開きとなりまし
た。



情報交流懇親会は、４０名の参加者でにぎわいました。
最後まで残った方々で記念撮影をしてお開きとなりまし
た。


