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２０１６年 定時社員総会 議案書 

  

 

 

 

 

開催日時 平成２８年５月２３日（月） １５時～１７時 

会議場  東京都千代田区大手町１丁目３番１号 ＪＡビル 

全国農業協同組合連合会 本所３２０３会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 日本飼料用米振興協会 
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一般社団法人 日本飼料用米振興協会 

２０１６年 定時社員総会 議案書 

  

下記の通り、東京都内の会議室（ＪＡビル）において定時社員総会を開催する。 

  

開催日時 平成２８年５月２３日（月） １５時～１７時 

会議場  東京都千代田区大手町１丁目３番１号 ＪＡビル 

全国農業協同組合連合会 本所３２０３会議室 

  

議決権のある社員総数     １５個 

   正会員（全農）                   出席 

   正会員（生活クラブ連合）              出席 

   正会員（木徳神糧）                 出席 

   正会員（シンジェンタ）               欠席 

   正会員（中国工業）                 欠席 

   正会員（中野区消団連）               出席 

   正会員（ＮＰＯ未来舎）               出席 

      正会員（東京農業大学 谷口信和）          欠席 

   正会員（信岡誠治）                 出席 

   正会員（谷 清司）(委任状)             出席 

   正会員（海老澤恵子）                出席 

   正会員（羽賀育子）                 出席 

   正会員（若狹良治）                 出席 

   正会員（菊地 実）                 欠席 

正会員（岩野千草）（中野区消費者団体連絡会・会員） 出席 

総社員の議決権の数      １５個 

  

【議 事】 

１．開会挨拶と資格審査報告  理事・事務局長 若狭良治 

   2015年度 正会員数１５中 本人出席（ １１ ） 委任状（ １ ） 

２．議長選出 

定款第13条～16条の定めによる 

「代表理事 海老澤惠子が総会を招集し、議長に就く。」 

「議長は、出席を確認し、本定時総会が適法に成立した場合、開会を宣言、議事に入る。」 

 

３．議長挨拶（理事長：海老澤惠子） 

   私たちの振興協会は、設立後、３年目に入り、新年度事業として、農林水産省と共同開催で「飼料用米収

量日本一 表彰」事業を実施する運びとなりました。また、設立一年目より、「超多収穫米普及連絡会」

以来の伝統を受け継ぎ、この２年間、通算８回目、９回目となる「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２０１５，２０１６～」を引き続き開催してまいりました。 

   来年３月には、通算１０回目となる「飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７」を東京大学・弥生講

堂で開催することで会場の確保を行いました。 

   新年度は、これから皆様で審議決定していただく活動方針を高く掲げて、共に飼料用米の普及と食糧自給

率の向上を目指してまいりたいと思います。本日はよろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

  

４．第1号議案 2015年度正社員、賛助会員の確認 

議案書の名簿をご参照ください。（議案書を参照） 

正会員  全農・生活クラブ連合・木徳神糧・中野区消団連・ＮＰＯ未来舎・ 
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東京農業大学／谷口信和・信岡誠治・谷 清司・海老澤恵子・羽賀郁子・若狹良治（１１個） 

２０１５年度入会 正会員（４個） 

 中国工業、シンジェンタＪＡＰＮ・菊地 実・岩野千草（中野区消費者団体連絡会） 

２０１５年度 賛助会員（７個） 

     おかやまコープ、滋賀県飼料米協議会、庄内みどり農協、秋川牧園、日本生活協同組合連合会 

太陽工業（2016.4.11入金） 

 

５．第２号議案 正会員の承認と定款の一部変更を提案する。 

  現在、正会員希望組織は、一件をご承認ください。 

  なお、正会員承認は、現在の定款では社員総会での決議事項になっている。 

今後、定款を変更したい。 

正社員は理事会、賛助会員は代表理事での承認とすると定款を変更することを提案する。 

 

株式会社 秋川牧園 

商号  株式会社秋川牧園 （AKIKAWA FOODS & FARMS CO., LTD.） 

本社 山口県山口市仁保下郷 317番地 〒753-0303 

083-929-0630（代表） 

設立年月日  1979年（昭和 54年）5月25日 

上場   東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（銘柄コード：1380） 

資本金  714,150,000円 

役員    代表取締役会長秋川 實・代表取締役社長秋川 正・取締役甲斐 利光・取締役田村 次郎・ 

常勤監査役徳光 隆司・非常勤監査役佐田 源一・非常勤監査役江藤 龍夫 

従業員数（連結） 正社員 254名（2015年3月末現在） 

 

６．第３議案 2015年度活動報告および審議 

年初の第２回理事会で次のような行動計画を確認した。 

Ⅰ．飼料用米をめぐる動きの把握 

農水省は、主食用米の需給安定のため飼料米増産が不可欠として、産地に積極的に働きかけている。 

農水省試算では、現在飼料米４２万トン、飼料米以外の転作（大豆、麦、その他）９万トンの合計５１万ト

ン。ＪＡグループが目標とする６０万トンの達成には残り９万トン必要となる。 

課題は、生産者の動向。 

Ⅱ．総会議事録の確認 

  (1)石澤直士氏（株式会社ゼンケイ代表取締役）の理事就任について、総会議事録では承認したが、 

その後本人より辞退の意志が表明されたため、理事登録を抹消した。 

    (2)事業計画については、議事録の内容で進める。 

今年度の活動について意見交換をし、課題となるいくつかの問題が出された。 

  ・活動方針を絞り込む必要がある。飼料用米を柱に考えることからズレないようにしたい。 

  ・耕畜連携は地産地消であることが必要。 

  ・どのようなインフラ整備が必要となるかが課題。 

  ・畜産がより飼料米を利用する為にどうすればよいか。 

  ・多収穫栽培を広げること。 

  ・当協会は広く門戸開放し、集まった情報を分かり易く知らせるようにしたい。 

  ・組織をつくること。まず自主的検討会を作り、部会に発展させると良い。 

    

    取り組み課題の例として 

① 産技術  ②物流改善（保管・運送など）  ③多収穫品種の研究開発  ④経営維持 

  ・シンポジウムは当協会の重要なイベント。企画・実施によってみんなの意志がまとまって行く。 

    今年度のシンポジウムに向けて、具体的な構想を作ろう。 

Ⅲ．２０１５年度 活動報告 

 肥育事例の研究 
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   飼料用米の飼料給与の研究事例として、籾米の微粉末による離乳子豚から肥育豚までの東京農業大学に 

おける学生による飼育実例の報告発表を通じて、具体的な給与状況・生育成果を明らかにした。 

   配合飼料の基礎となる７５％部分のトウモロコシを飼料用米（籾米、微粉末）に置き換える方法の提案を

行った。 

 飼料用米の物流・保管課題 

●同課題に関する研究として、振興協会として太陽工業と連絡を密にしながら東京農業大学、京都府、京

都生協、三重県等の共同研究に助言を行い、その成果をシンポジウムで報告していただいた。 

更にこれまでの太陽工業の玄米での実験に加えて、東京農業大学との開発事業で玄米利用に加えて、籾米

での野外保管実験を開始した。今後の事業課題への端緒を得ることができた。 

   ●農協における飼料用米の普及方策の事例として、加美よつば農協の取組みを生活クラブ連合などの実践

の一環として、物流の改善としてのカントリーエレベーターの実践事例としてシンポジウムで報告発表を

いただいた。 

 飼料用米の品種改良などの取組み 

   今後の品種改良などを求めて、いくつかの取組みを積み重ねた。 

   ●研究体制の仕組みを作成した。 

   ①振興協会を仲立ちとして、東京農業大学と研究委託者との研究委託管理システムの構築。 

     現実的には東京農業大学の実験圃場の周辺農家との農地の借り入れと新品種の栽培研究をタカ立ち

する。（２０１６年５月２０日にタカナリからの新品種の「オオナリ」田植えの実施につながった。

振興協会として、体験田植えとして取り組んだ。） 

     引き続き、委託研究の三者契約書を作成する。契約書の整備を行う。 

 

研究は、エサ米新品種のことをやっていく。 

●農水省技術会議事務局 技術安全室より「新たな育種技術」についての説明会の申し出があり、 担当を

全農とし、理事会として検討会を開催した。 

◆第１回 １０月２１日（水）、１０時～１２時に実施。 

場所：農林水産省 別館６階 会議室（ドア別６０９） 

出席者 海老澤惠子、加藤好一、若狹良治、信岡誠治、谷清司、遠藤雄士、谷井勇二、 

一政伸子（生活クラブ連合会推薦 全農経営管理委員） 

農林水産省 農林水産技術会議事務局 研究企画課 技術安全室長 鈴木富男 氏 

      同                 課長補佐   坂本匡司 氏 

      同             技術安全推進第 1係長 福田 満 氏 

同           技術安全企画評価第２係  谷貝美奈子 氏 

◆第２回を１１月２６日 １３：３０～１５：３０ 実施 

出席予定者 海老澤惠子、加藤好一、若狹良治、信岡誠治、谷清司、遠藤雄士、谷井勇二、中澤靖彦 

飼料用米育種の現状と今後の展開方向に関する（一社）日本飼料米振興協会関係者との情報交換会の開催

について 

日 時：１１月２６日（木）又は２７日（金）のいずれか（２時間程度） 

場 所：農林水産技術会議事務局 委員室 

参集者：（一社）日本飼料米振興協会 会員 

    農研機構作物研究所関係者 

    農林水産省 生産局及び技術会議事務局担当官 



5 

 

情報交換の内容： 

1.  農研機構における飼料用米育種の現状（作物研究所） 

2.  今後の飼料用 米育種の展開方向（全体議論） 

●今後、２０１６年度にセミナーの開催などを検討する。 

 

Ⅳ．シンポジウム２０１６の開催報告 

 様々な活動を積み上げながら、シンポジウムの更なる発展を目指した。 

２０１５年３月２０日（金）１１：００～１２：３０、１２：５５～１７：００に開催した法人化第１回目と

なる「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２０１５～」を引き

継ぎ、２０１６年３月１１日（金）１０：００～１２：３０、１３：３０～１７：００で法人化第２回目を開催

した。 

 

アンケートで様々な意見をいただいたので、アンケートに基づき報告を行う。 

会場は２年続いて東京大学弥生キャンパス〈農学部〉で行った。 

農学部鈴木宜弘教授のご尽力に感謝いたします。参加者は、昨年に引き続き、１７０名の盛会であった。 

通常２４０名収容可能な教室であるが、日常は学生の授業で使用する設備であるので、参加者には狭さを感じ

るとの意見もあり、今後の運営に生かしてゆきたい。 

また、農水省には、後援をいただき、生産局長、飼料課長の講演をいただくなど、過去の取り組みの中でも特

筆すべきシンポジウムとなったと考えます。 

更に、初めて、午前１０時～午後５時までの長時間の開催となり、体力的にきつい等の意見をいただいた。 

アンケートにあるように好評価と併せて、手厳しいご指摘をいただいているが、すべて、今後への期待とご支

持と考え、身を引き締めて活動を積み上げてまいりたいと存じます。 

 

「飼料米を活かす日本型循環畜産推進交流集会」のアンケートを添付しました。 

  

●シンポジウム会計報告 

 飼料用米普及のためのシンポジウム２０１６ 会計報告 

収入 協賛金                 ３００，０００円 

   振興協会負担金             ３６７，１８８円    

                       ６６７，１８８円 

 

支出 シンポジウム費用 

会場費（東京大学）教室             ３１，５００円 

              会議室        ９，０００円 

      配布講演資料（プリントパック）  ２１７，６００円 

      配布用チラシ（プリントパック）    ９，８４０円 

      講師謝礼             ２０９，９０２円 

      展示会場看板等          １４２，５６０円（ピースマイル） 

      諸掛（紙皿、講師弁当、講師お茶代、受付交通費、懇親会充当費用）         

                        ４６，７８６円   （６６７，１８８円）  

 

振興協会負担金として、３５７，１２８円を補てんした。農水省より後援名義を頂いているが、その際の会計

処理は黒字にならないことを条件としており、特段の処理を行わずこのままの処理とした。 

 

第３回 飼料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～ 

への反映について（事務局） 

 

参加者のアンケートで、会場の設定、運営から内容に至るまで多岐に亘るご意見を賜りました。 

運営に関しては、十分なる改善を図ります。 
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Ⅴ．第３回 シンポジウムの開催の準備状況報告 

２０１７年３月１７日（金）に第３回目（通算１０回目）の「飼料用米普及のためのシンポジウム２０１７」

を計画し、２０１５年度第１１回理事会（２０１６年３月２９日（火） １４時～１６時）で開催準備について

承認をいただき、準備を進めてきた。 

今年の反省を踏まえ、また、記念すべき通算１０回目のシンポジウムとして、会場として東京大学弥生キャン

パス内の弥生講堂・一条ホールを確保し、申し込みをいたしました。（鈴木宣弘教授の紹介で、鈴木教授より直

接申し込みを行ってほしいとのご指示をいただきましたので、５月１２日（木）に弥生講堂に若狹が赴き、使用

願を提出しました。 

 

改善する項目は様々ありますが、主なものとして、次の通りを実施いたします。 

 会場の広さ：３００名収容可能。 

 展示場  ：講演会場の前のロビーが広く、一か所で展示がすべて可能です。 

 試食会場 ：講演会場の１回に別室の会場を用意しました。 

 運営   ：事前準備、講演時間の調整などのご要望（受け付け、資料準備、休憩時間）に応えて、 

開会時間、講演時間等の調整を行います。 

  運営試案：午前１１時、試食、展示の開催。 

講演時間を１３時～１７時。休憩タイムを１５時頃に１５分程度確保  

費用見込（会場費用、資料代、講師代、展示試食費用、その他） 

【使用料金】 

弥生講堂使用料金（1時間あたり） （平成26年4月1日改定） 

使用料室名 施設使用料 ※実費負担額 計 

一条ホール （300名） 

6,700円 5,300円 12,000円 

会議室 （40名） 

800円 1,300円 2,100円 

支出 

一条ホール ９：３０～１８：００    １０２，０００円 

会 議 室 ９：３０～１５：００     １１，５５０円  合計  １１３，５５０円 

資料代   ３００部 × ６００円 ＝ １８０，０００円 

講師代                 １５０，０００円 

パネル、看板等             １７０，０００円 
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その他                  ５０，０００円    

                    ６６３，５５０円 

収入 

協賛金                 ３００，０００円 

協会負担金               ３６３，５５０円    

                          ０円 

 

 

  

７．特別報告 

   「飼料用米収量日本一」表彰事業について 

 

事業名称：飼料用米多収日本一 表彰事業  ２０１６年３月１５日～２０１７年３月３１日 

 主  催：一般社団法人日本飼料用米振興協会および農林水産省の共同開催 

 

農林水産省所管 農林水産省政策統括官付 穀物課 企画班 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 

 TEL 03-3502-8111（4846）（PHS 89372） FAX 03-6744-2523 

 特別会計 

  飼料用米収量日本一表彰事業 

   協賛金         2,800,000円 

   全国農協中央会（全中）、全国農業協同組合連合会（全農）、協同組合飼料工業会 

 

 本体事業よりも財政規模が大きいことから、当協会の銀行口座（三菱東京ＵＦＪ銀行八王子支店口座のほかに、 

移転した事務所の所在地の同銀行中野支店に新たな専用口座を開設した。 

 

 新規口座 三菱東京ＵＦＪ銀行（０００５） 中野支店（１５１） 

      普通預金口座 ０１１１４３７ 
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「飼料用米多収日本一」実施要領 

 

１．趣旨 

飼料用米については、食料・農業・農村基本計画（平成 27年３月閣議決定）に定める生産努力目標の確実な達

成及び「日本再興戦略」改訂 2015（平成27年６月閣議決定）に定める、10年後に担い手の60kg当たりの生産コ

ストを５割程度低減させるというＫＰＩの実現に向け、生産性を向上させるための取組が重要である。 

これらの目標実現に向けて、飼料用米生産農家の生産にかかる技術水準の向上を推進するため、「飼料用米多

収日本一」を開催し、生産技術の面から先進的で他の模範となる経営体を表彰し、その成果を広く紹介する。 

 

２．実施主体 

本事業は、一般社団法人日本飼料用米振興協会及び農林水産省の共催により行う。 

また、全国農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会及び協同組合日本飼料工業会が後援することとする。 

 

３. 事務局 

事務局は、一般社団法人日本飼料用米振興協会に置くこととする。 

 

４．対象地域 

全都道府県を対象とする。 

 

５．表彰区分 

表彰区分に次の２部門を設けるものとする。 

（１）単位収量の部 

（２）地域の平均単収からの増収の部 

 

６．参加資格 

次の要件を全て満たす経営体であること 

（１）経営所得安定対策等実施要綱（平成 23年４月１日付け 22経営第7133号農林水産事務 

次官依命通知）（以下「実施要綱」という）Ⅳの第２の３の交付対象者あるいはそれに相当する取組を

行う者であって、多収品種（※１）の飼料用米の生産を行い、かつ、その生産面積がおおむね１ha以上

であること。 

（２）日頃から生産技術の改善に努め、飼料用米の単収が地域の平均より相当程度高くなることが見込まれる

こと。 

 

（３）生産コストの低減や規模拡大など、生産性の高い経営に取り組んでいること。 

（４）区分管理方式による出荷（※２）を行っており、実施要綱様式第 12－２等の根拠書類によって生産面積

及び出荷数量の確認を行うことができること。 

（５）原則として過去３年以内に「飼料用米多収日本一」において農林水産大臣賞を受賞していないこと。 

※１ 需要に応じた米生産の推進に関する要領（平成 26年４月１日付け25生産第3578号農林水産省生

産局長通知）別紙３の第４の３に規定する品種 

※２ 需要に応じた米生産の推進に関する要領別紙４の第４に規定する出荷方式 

 

７．参加申込み及び必要書類の提出 

（１）参加を希望する経営体は、生産年の６月末日までに参加申込書（別記様式１）を実施要綱Ⅲの１の（１）

に定める営農計画書等の根拠書類の写しとともに、各地方農政局（北海道にあっては北海道農政事務所、

沖縄にあっては内閣府沖縄総合事務局）に設置する飼料用米多収日本一ブロック事務局（以下「ブロッ

ク事務局」という。）（別紙１）へ提出すること。 

（２）ブロック事務局は、提出のあった参加申込書（別記様式１）を取りまとめ、参加資格を満たしているも

のについて、生産年の７月末日までに事務局に報告すること。 
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（３）参加申込みを行った経営体は、生産数量が確定次第速やかに、実施要綱様式第 12－２に記載した生産面

積及び収穫量等を基に、生産数量報告書（別記様式２）を作成し、実施要綱様式第 12－２等の根拠書類

の写しと共にブロック事務局に提出すること。 

（４）ブロック事務局は、提出された生産数量報告書（別記様式２）を取りまとめ、生産年の翌年の２月 10

日までに事務局に報告すること。 

 

８．審査 

（１）審査委員会 

飼料用米多収日本一の審査を実施するため、事務局が委嘱した学識経験者等をもって構成する審査委

員会を設置する。 

（２）審査項目 

審査は、次に定める事項について、生産技術の向上あるいは生産コストの低減等、生産性の高い経営

に取り組んでおり、先進的で他の経営体の模範となりうるものであるか否かを総合的に判断するという

視点で進めるものとする。 

① 請者が自ら経営する水田に作付けした全ての多収品種の 10a当たり収穫量（※３） 

②  生産コスト低減の取組 

※３「10a当たり収穫量」とは、実施要綱様式第 12-2に記載された生産面積及び収穫量から算出されるも

のをいう。 

 

（３）審査方法 

審査委員会は、参加申込のあった出品調査書に記載された内容等に基づいて、８の 

（２）の審査項目に係る審査を行うとともに、必要に応じてブロック事務局による現地調査を行い、総合的に

判断して受賞者を決定するものとする。 

 

９．褒賞の区分 

褒賞の区分は次のとおりとする。 

・農林水産大臣賞 

・政策統括官賞 

・全国農業協同組合中央会会長賞 

・全国農業協同組合連合会会長賞 

・協同組合日本飼料工業会会長賞 

・日本農業新聞賞 

 

10．表彰 

（１）参加申込みのあった経営体のうち、審査委員会で審査し、特に優秀と認められた経営体に対し、農林水産

大臣賞を授与する。 

（２）参加申込みのあった経営体のうち、優秀と認められた経営体に対し、政策統括官賞、全国農業協同組合中

央会会長賞、全国農業協同組合連合会会長賞、協同組合日本飼料工業会会長賞、日本農業新聞賞のいずれか

を授与する。 

（３）次に掲げる基準のいずれかに該当し、かつ経営主の配偶者の貢献度が高いと認められる場合にあっては夫

婦連名で表彰することができる。 

① 家族経営協定を締結していること。 

② 推薦書などにおいて経営主の配偶者の作業分担、従事日数などがおおむね５割に達していると確認でき

ること。 

③ 普及指導センター、または農林漁業についての類似の普及指導組織などによる意見書が添付されている

こと。 

 

11. 日程 

５月上旬応募開始 

６月末日応募締切 
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翌年２月上旬生産数量報告書提出 

２月中旬審査 

３月上旬表彰 

 

 

                        全国審査委員会 名簿（候補者）  審議事項 

 

 

  国立大学法人 山形大学 客員教授                吉田 宣夫 

 

  国立研究開発法人農業・食品産業技術研究機構              松村  修 

    中央農業総合研究センター北陸研究センター北陸農業研究監 

 

  全国農業協同組合中央会 農業対策部長                    生部 誠治 

 

  全国農業協同組合連合会 営農販売企画部長            久保 省三 

 

  協同組合日本飼料工業会 専務理事                平野 昭 

 

    消費者団体  この人選は、一般社団法人日本飼料用米振興協会に依頼されており、現在、人選中である。 

 

  日本農業新聞（編集局 論説委員室長                       児玉 洋子 

 

  農林水産省政策統括官                     柄澤 彰  

 

 

８．第４議案 ２０１５年度決算報告、監査報告（別紙報告書による） 

   事務局若狭より、議案書に基づき活動計算書、貸借対照表、財産目録について報告する。 

決算は、昨年に引き続き、吉野会計事務所（さいたま市桜区西堀２－１３－１０）による監査を受け、 

本協会の遠藤雄士監事の監査を受けた。 
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会計監査報告書 

 

 

平成 28年5月23日 

 

一般社団法人日本飼料用米振興協会 

理事長 海老澤惠子 殿 

 

 

監事 遠藤 雄士 

 

 私は、一般社団法人日本飼料用米振興協会の監事として一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 199条

の規定に基づき、一般社団法人日本飼料用米振興協会の２０１５年４月１日～２０１６年３月３１日までの事業

年度の財務諸表の作成に係る会計帳簿、領収書等について会計監査を行った。 

 

 会計監査の基準は、財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることであり、わが国に

おいて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。 

またこの会計監査には当該財務諸表の表示について検討し、助言することも含んでいる。 

 

 私は、上記財務諸表が、わが国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、一般社

団法人日本飼料用米振興協会の当該財務諸表に係る会計期間の財産の状況を適正に表示しているものと認める。 

 

 

８．第５議案 ２０１６年度活動方針の提案および審議 

   事務局より、議案書に基づき提案する。 

  

中期計画に従い、事業計画を策定および提案 

  

２０１６年度 活動計画 

 

骨子 中期計画に従い、来年度事業計画を策定する。 

 

目 標 

 １） 飼料用米生産及び給与の本格的な拡大と定着      → 一層の実態把握を強める 

 ２） 飼料用米を給与した畜産物の一般消費者への普及と定着 → 普及啓発活動の一層の推進 

 ３） 食料自給率と飼料自給率の向上            → 事業の確実な積み上げを図る 

事業計画 

１） 多収穫米および飼料用米生産の本格的な拡大と定着 

 ① 調査事業等 

  多収穫米および飼料用米生産と保管・流通の実態把握とコスト低減策の提案 

  多収穫米および飼料用米の実態把握と普及定着の推進 

  多収穫米および飼料用米の生産、栽培技術、専用品種、助成金、検査等の実態調査 

  多収穫米および飼料用米の給与による畜産生産技術に関わる情報 

 ② 飼料用米検査制度の実態把握と課題整理 

２） 飼料用米を給与した畜産物の一般消費者への普及と定着 

 ① 情報広報活動の推進（先進事例のネットワークの構築） 

   飼料用米普及へ向けての経験交流、意見交換討論集会の開催 

   （通算第１０回 飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会） 

第３回 全国飼料用米普及推進交流集会を開催する。２０１７年３月１７日（金）、東京大学弥生講堂 
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一条ホール、同会議室を確保した。 

      先進事例の見学会、セミナーの開催 → セミナーの実施 

               → 飼料用米 田植え、生育、刈り取り実践セミナー 

 ② 耕畜連携による循環型畜産の構築 

   畜糞堆肥の有効活用、食物残渣の利用・エコフィードの調査と普及 

               → エコフィードの実態調査、見学ツアーセミナー等 

３）食料自給率（力）と飼料自給率（力）の向上 

  ① 循環型畜産を普及、定着させる活動 

    大学、研究機関等による飼料用米の肥培管理、給与方法などの研究成果の活用 

    多収穫米および飼料用米などの低経費生産の実践事例の把握と分析 

  ② 農政に対する提言の推進    → 部会を設置して検討を加える。 

    飼料用米および多収穫米の普及定着に向けた関係機関への提言 

    飼料用米交付金制度の継続と運用改善への提言 

  ③ 消費者、生産者、配合飼料メーカー、流通業者、関連事業界及び行政への 

情報発信の強化 

事業計画 ① シンポジウムの継続開催。 

事業計画 ② 見学ツアーの開催。 

  飼料用米作付、給餌事例などをセミナーと併せて開催する 

事業計画 ③ 飼料用米に関心の高い報道記者との協力関係の構築 

事業計画 ④ 相談事業の追究 → 飼料用米の新規開発への協力 

事業計画 ⑤ 組織拡大。   → 生協、企業、団体に向けての働きかけを行う 

事業計画 ⑥ 農文協などとの提携を強化し、情報の発信拡大、ホームページなど情報発信の充実を図る 

 相談事業の追究に関わって、新開発種子の試験植え付け等の事業について、前向きに検討を進める。 

 

９．第６議案 ２０１６年度予算案の提案および審議 

 

（１）会費収入計画 

継続会員会費  5事業体 500,000円 

           その他  150,000円 

                      その他   100,000円 

      新規会員    2事業体  300,000円 

   協賛金          300,000円   

概算収入見込み  1,350,000円  

   特別会計（別の口座を開設する） 

   飼料用米終了日本一表彰事業 

   協賛金         2,800,000円                         

      概算収入見込み  2,800,000円        総合計収入見込み 2,800,000円 

 

 本体事業よりも財政規模が大きいことから、当協会の銀行口座（三菱東京ＵＦＪ銀行八王子市手口座のほかに、 

移転した事務所の所在地の同銀行の支店に新たな専用口座を開設した。 

２０１６年度 活動計算書（予算） 

２０１６年 ４月 １日から２０１６年 ３月３１日まで 

一般社団法人日本飼料用米振興協会 

単位：円 

科      目 ２０１４年度実績 ２０１５年度計画 

Ⅰ 経常収益         

１ 会費収入 690,000   850,000   

２ 入会金収入 162,000   200,000   
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３ 協賛金 300,000   300,000   

４ 特別会計（日本一協賛金）   2,800,000  

７ 雑収入 73   100   

経常収益計   1,060,073   4,150,100 

     

Ⅱ 経常費用         

交通費（調査費込） 50,000   150,000   

通信費（インターネット等） 52,168   60,000   

会議費（会議室等） 40,500   150,000   

会議費（予備費） 0   13,000   

資料作成費（シンポジウム） 227,440   180,000   

事務用品費 111,496   50,000   

講師謝金（シンポジウム） 279,335   150,000   

租税公課 106,400   120,000   

外注費（シンポジウム） 142,560   150,000   

会計事務所監査費用 50,000   80,000   

特別会計（日本一表彰事業）   2,800,000  

予備費   30,000  

経常費用計   1,121,959   3,933,000 

当期経常増減額   -61,886   217,100 

Ⅲ 経常外収益 0   0   

経常外収益計   0   0 

Ⅳ 経常外費用         

経常外費用計   0   0 

税引前当期正味財産増減額   0   0 

当期法人税、住民税及び事業税   0   0 

当期正味財産増減額   -61,886   217,100 

前期繰越正味財産額   -133333   -195,219 

次期繰越正味財産額   -195,219   21,881 

 

８．定時社員総会の日程と役員改選について 

 

 

１０．第７議案 役員選出 

    事務局より、次の理事を推薦することが提案する。 

  理事候補 

  重任 海老澤惠子（中野区消費者団体連絡会 副会長） 

  重任 木村友二郎（木徳神糧株式会社 グループセールス事業部長） 

  重任 信岡 誠治（東京農業大学農学部畜産学科 准教授）  

  重任 加藤 好一（生活クラブ事業連合生活協同組合連合会 会長）  

  重任 若狭 良治（ＮＰＯ未来社 副理事長） 

  新任 遠藤雄士 （全国農業協同組合連合会 営農販売企画部 飼料用米対策課長） 

  新任 谷井勇二 （個人社員／田中産業株式会社 営業企画顧問） 

監事候補 

    新任 庭野千草  （中野区消費者団体連絡会 会員） 

  

 

１１．総会を暫時休憩し、第１回理事会を開催して、理事の役割を審議いただく。 
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１２．総会を再開し、理事会での理事の役割について報告を行う。 

  

１３．代表理事 挨拶 
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第２回 飼料用米普及のためのシンポジウム２０１６ 

アンケート 結果 

 

名 称 ：第２回 飼料用米普及のためのシンポジウム２０１６ 

開催月日： ２０１６年３月１１日（金） １０：００～１７：００ 

会  場： 東京大学弥生キャンパス 農学１号館 ８番教室（２２０名 収容可能）、農経会議室 

参加者 ：１７１名  回収数 ５０枚（回収率 ２９％） 

年齢構成： ２０代（ ５ ） ３０代（ ７ ） ４０代（ ８ ） ５０代（ １７ ） ６０代（ ９ ） 

      ７０代（ ２ ） 不 明（ ２ ） 

男・女 ： 男性（ ２８ ） 女性（ ２２ ） 

所 属 ： 生協（１３）、・企業（１４）・団体（５）・研究者（６）・農業者（１）・個人（３）、その他（３） 

      行政（２）、報道（２） 

今までに「飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会」に参加したことがありますか？ 

参 加 ： 初回（３０）、 

２回以上（１５） 不明（５） 

第２回（１）、第３回（１）、第４回（１）、第５回（２）、第７回（２）、第８回（３） 

３回以上 第７回、第８回（２） 

① 理解できた。   ② 一部理解できない点があった。   ③ 理解できなかった。 

  ① ②  ③  無答 計 

① 挨  拶 41 1 
 

8 50 

② 連帯の挨拶 41 1 
 

8 50 

③ 基調講演 「我が国の食料政策について」 32 11 
 

7 50 

④ 基調講演 「飼料用米の生産拡大にむけて～ 40 6 
 

4 50 

⑤ 特別講演 「畜産の明日を担う飼料用米という農業革命 40 2 
 

8 50 

⑥ 事例研究報告 「豚への粉砕籾米の給与効果効 45 2 
 

3 50 

⑦ 事例報告 「籾米サイレージ（ＳＧＳ）生産と利用体系 41 4 
 

5 50 

⑧ 事例研究報告 「飼料用米の流通・保管 35 10 
 

5 50 

⑨ 基調講演 「飼料用米の利活用について」 37 10 
 

3 50 

⑩ 事例報告 「コープあいち 飼料用米の活用と畜産物 42 6 
 

2 50 

⑪ 事例報告 「おかやまコープにおける飼料用米の活用 39 8 
 

3 50 

⑫ 事例報告 「東都生協における飼料用米給餌生産品 38 8 
 

4 50 

⑬ 事例報告 「ＪＡ加美よつば農協における飼料用米 45 2 
 

3 50 

⑭ 特別講演 「食の自給率向上と安全保障」 36 10 2 4 50 

⑮ 閉会挨拶 32 2 
 

16 50 

①挨  拶 一般社団法人 日本飼料用米振興協会 

②連帯の挨拶 日本生活挙動組合連合会 

③基調講演 「我が国の食料政策について」 農林水産省生産局 

④基調講演 「飼料用米の生産拡大にむけて～米に関するＪＡグループの取り組み～」JA全農 

⑤特別講演 「畜産の明日を担う飼料用米という農業革命」東京農業大学農学部畜産学科畜産マネジメント研究

室 

⑥事例研究報告 「豚への粉砕籾米の給与効果について」東京農業大学農学部畜産学科 学生 

⑦事例報告 「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）畜産研究

所 

⑧事例研究報告 「飼料用米の流通・保管における取組みについて」（東京都）太陽工業 

⑨基調講演 「飼料用米の利活用について」農林水産省生産局畜産部飼料課 

⑩事例報告 「コープあいち 飼料用米の活用と畜産物普及の取り組み」（愛知県） 

⑪事例報告 「おかやまコープにおける飼料用米の活用と商品運動について」（岡山県） 
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⑫事例報告 「東都生協における飼料用米給餌生産品の取組み報告」（東京都） 

⑬事例報告 「ＪＡ加美よつば農協における飼料用米カントリーエレベーターの活用」（宮城県） 

⑭特別講演 「食の自給率向上と安全保障」東京大学大学院 

⑮閉会挨拶 一般社団法人日本飼料用米振興協会 

 

主な意見、要望など 

 

大変興味深いシンポジウムありがとうございました。 

行政、生協、研究機関のそれぞれの視点から、飼料用米使用に関して、討論がされ、とても充実した内容であっ

たと感じております今後の希望としては、畜産現場の方からの更に現実的な体験談を聞くことができればと思い

ます。 

 

実際に飼料用米を給与した豚肉、鶏肉、卵を試食し、普段食べているものと食味、色味を比較できたことは有意

義だった。トウモロコシを給与した肉や味付け無しのお肉もあるとなお良かったように思う。講演内容も政策的

な話からＪＡグループ、生協での事例を含めた取り組み内容の発表もあり、充実していた。 

 

飼料用米生産は重要で、今後も継続する必要があると考えます。ただし、これが利権となってしまわないよう、

共通理解を形づくっていただきたいです。具体的には、この場で 10 万 5 千円の交付金が適正範囲で、どれくら

いきりつめられるか、という議論がなされるとよいと考えます。主食並みの交付は一消費者として納得できない

ですし、これでは生産者の内面的発展を図ることができないと考えます。 

 

盛り沢山の内容、充実したシンポジウムでした。大変ありがとうございました。※事務局の皆様、お疲れ様でし

た。 

 

試食、とても美味しく頂きました。ただ、より飼料用米での農産物の「味」を把握するために、味付けをしない

方が良いのではないかと思います。 

 

進化した飼料用米の現状を感じられ、大変参考になりました。 

 

内容が盛り沢山で情報量も多く参考になった。但し、発表者が多すぎ、時間がタイトで余裕を持った本音の話が

出来なかったように思います。進行上、午前、午後の各1回ずつの休憩があれば良かったと思います。 

 

今回はもちろん「飼料用米」をテーマにしてのことですが、国内自給を高めていくために、レパートリーを増や

す必要があると思います。国産飼料用とうもろこしの話もあるように伺っています。徐々に「飼料用穀物」を考

えていって欲しいです。 

 

会場の関係で演者とスクリーンが近すぎ、演者が説明しにくそうだった。正面スクリーンの色も悪い。朝方は会

場が寒かった。スライド操作がスムーズでなかった。試食はインパクトがあった。全量飼料用米でもおいしかっ

た。コープの発表は販売現場の努力とポリシーが感じられた。ＪＡ加美よつば産地の取り組みは大変参考になっ

た。特に、680超えの収量を上げた農家は△17円／㎏の実体。国の補助金上限を撤廃すべし。 

 

大変、興味深い報告が多くて、飼料用米生産振興に向けて有意義でした。報告の本数を少し減らした方が、より

理解が進むのではないかと思いました。 

 

展示が試食室と一緒だったり、廊下だったりしたので、全部見られたかどうかわかりません。せっかく展示して

き出さったので、一か所になっていると見落としがなかったかもしれません。試食のところの学生さんが沢山い

らしたので、もう少しお話が聞けばよかった反省しています。 

 

今回初めて参加させていただきました。自分は牛乳・卵の商務です。自身が所属する生協でも飼料用米の取り組
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みを行っていますが、飼料用米政策の現状を知ることができ、有意義な時間を過ごさせていただきました。特に、

東農大の学生さんによる豚への飼料米の実験はとても興味深く聞かせていただきました。コスト面の課題はあり

ますが、飼料米の可能性を感じた一日となりました。しかしながら、飼料米だけが保護されても、食用米が保護

されなければお米自体を作る農家が減ってしまうなど多くのことを考える機会となりました。 

 

普段聞かない言葉など多くあったので、少し学習したいと思います。特別講演、面白かったです。資料を帰って

からよく読みたいと思います。ニュースを見ていて、「なんで？」と思うようなことの裏のカラクリ？というか、

三悪人の考え方もわかってスッキリしたところもありました。飼料用米活用ガイドとＴＰＰ反対は次世代への責

任、２冊購入しましたので、よく読んで、ママ友と話せたらと思います。大型アンブレラ、ステキでした。 

 

学生の飼料米を食べさせた豚の研究は喜ばしい限りです。聞いたところ、その道に進むとか、若い人がそういう

道を選んでくれた事はとてもうれしい限りです。ぜひ、頑張ってもらいたいものです。本日の収穫でした。飼料

用米の運動を応援しています。 

 

東農大の学生さんの報告は良かった。 

 

鈴木先生、良かったです。頑張ってくださいね！ 

 

ゆで卵は水からではなく、熱湯から入れて、茹で上がったら氷水で冷やすと殻がキレイにむけます。 

 

試食（肉）・・・味付けが濃く、肉の味がわからなかった。飼料用米の取り組みの意義を語り、生協の利用につな

げていく活動をこれからもやっていく。 

 

盛り沢山で時間の設定が大変だと思います。２日間ぐらいの日程を１日で実行するのは大変なのでもう少し絞っ

た方が良いと思います。 

 

開場前の受付がダメ。誰かが案内誘導すべきなのに、資料の整頓でバタバタして、参加者そっちのけ。３０分前

には準備を整えておくように。とは一旦思いましたが、事務長が自らパワーポイントやマイクの操作をする姿を

見るにつけ、「手弁当」で運営にあたっていらっしゃる方々の努力に感謝します。 

 

途中、休憩時間がほしい。お尻が痛くなりました。 

 

マイク、パソコンの不備が気になりました。試食は味付けが肉の良さを奪っていると思う。塩、コショウで食べ

ないとわからない。 

 

会場が狭い。 

 

受付の際、配布資料は前日までに準備し、開始３０分前には段取りをすることが必要です。開会等の挨拶の際は、

プロジェクターには蓋をして挨拶をしていただくのが当たり前。黙祷の際に受付が騒がしいので注意すること。

司会の方がパワーポイントの扱いに不慣れで見苦しい。第二部のプレゼンターに時間を守らない人が多かった。

信岡先生の声が聞き取りにくかった。 

 

講師の表情が見えないので、会場を明るくしてください。撮影に不向き。 

 

司会の発言が多い。控えめにお願いします。 
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質 問 票 

 

宛先：日本飼料用米振興協会 御中 

 

協会は今年、振興のための活動をどのように立てられておりますか？ 

全国各地では推進のために、閉会の挨拶以外で情報提供（農水施策、ＪＡ方針等の）実証実験、アドバイスなど

の予定はありますか？ 

ＦＲＯＭ 一般社団法人資源再生ネット 野々康明 ynono@tcoop.or.jp 

 

宛先：ＪＡ全農 遠藤 様、東農大 信岡 様、熊本県農業研究センター 鶴田 様 

生産者のコスト削減について、もう少し具体的に何を目途にどうなって実現できたのか説明をお願いしたい。 

飼料用米の潜在的需要量 1200 万トン～農水省は余裕を見て 450万トン、この差の根拠は？配合可能割合は生産

側の経済合理性を考慮した割合か？ＴＭＲセンターの説明、大変参考になった。 

 

宛先：加美よつば農協 様 

Ｈ27年産の㎏＠生産コスト及び配合飼料メーカーへの納入価格はどの位でしょうか？ 

専用カントリーエレベーターの飼料米取扱手数料は主食用の取扱手数料と同額ですか？ 

 

宛先：信岡先生、鶴岡先生 

籾やワラを飼料として利用する場合。残留農薬が大きな問題となるが、その確認は行われているのか？ 

ＦＲＯＭ 東京帝京科学大学 佐藤衆介 

 

武田 様、久間倉 様 

官能試験は全てブライド方式で行うべきではないか？なぜ、一部（学生）に教えてやったのか？ 

 

ＦＲＯＭ 田口良美 yo-tagu2@cna.ne.jp 

 

宛先：農林水産省 生産局長 今城 健晴 様 

畜産物の国内自給率を高めるには、輸入濃厚飼料のトウモロコシを国内生産に切り替えるのが率直な農業改革。

飼料用米ではなく、なぜ、積極的に取り組まないのか？ 

ＦＲＯＭ 横浜市青葉区桜台２－２１－３１ 塩原 俊 syunshiobara@gmail.com 

 

宛先：皆さま 

全てのお話が興味深かったです。学生の発表はとてもわかりやすく、新鮮で良かった。 

鈴木先生の言い方は乱暴でしたが、本質をついていたと思います。農水省の担当者よりも、先にお帰りになった

局長、課長様に聞いていただきたかった。 

消費者としては、次世代に安全・安心の食糧を提供できるように生産者と力を合せて頑張るしかありませんね。 

加美よつば農協のように小さな地域での循環農業、地域循環、地産地消を形成していき、その集合体が日本にな

る方が実現可能なのかもしれませんね。 

 

宛先：鈴木宜弘教授 様 

仏、カーン大学のセラリーニ教授の論文と写真を引用されていましたが、原論文（Food and Chemical Toxicology 

50(1) 4221-31 (2012)）は実験方法、条件、統計処理等に問題が多く、掲載取消（撤回）となっています。もっと

も、その後、再び、Enviromental Science Europe(2013) に掲載されております。いずれにしても、セラリー

ニ論文は査読付き論文として遺伝子組換作物の長期毒性を示唆した唯一のものですが、科学的妥当性に問題が多

いと言わざるを得ません。一部にはＧＭＯ反対団体のやらせではないかとの疑惑も指摘されています。 

鈴木先生の講演の目的はＧＭＯの危険性を指摘されることではないと考えます。教授の経済的側面からのＴＰＰ

批判には大いに賛同できますが、科学的な側面でセラリーニのデータを引用することにより、講演全体の信頼性

を著しく損なう結果となるのではないかと危惧します。この件に関しての回答は必要ありません。 

ＦＲＯＭ シンジェンタ・ジャパン 中澤靖彦 


