別紙

平成３０年度全国コントラクター等情報連絡会議開催要領
第１

趣旨
国際的な経済環境は、TPP11 や EU との EPA 協定、さらに米中の強硬な貿易対立が進行する中

で、畜産飼料を先行き不安定な輸入飼料に過度に頼ることは、畜産経営の存在そのものを危ういも
のにしていきます。
このようなことから、現在、国産飼料の増産の取り組みがなされていますが、そのかなりの部分
をコントラクターや TMR センターが担っています。コントラクターや TMR センターは、利用する
畜産農家の経営安定を図るための支援組織であり、如何に良質で低価格な飼料を利用者に安定的に
提供できるかが重要なポイントとなってきます。このため、コントラクターやＴＭＲセンターにお
いては、地域の飼料資源の効率的な利用、組織の経営安定化、最近の人手不足への対応が必要とな
っており、これらに関する情報連絡会議を開催し、コントラクター及び TMR センターの育成・発展
に資することとします。
第２
１
２
３

開催時期・場所等
開催時期
平成３１年１月３１日（木）～２月１日（金）
受付時間
平成３１年１月３１日（木）１２時００分～１３時００分
開催場所等（詳細は参考１の地図１をご覧下さい。
）
１）１日目 情報連絡会議
場所；日田市民文化会館「パトリア日田」
住所；大分県日田市三本松一丁目 8 番 11 号
電話；0973-25-5000
時間；13：00～17：50 （12：30 開場）
２）２日目

第３

現地調査

場所；㈲大分県酪農振興公社飼料混合飼料供給センター
サッポロビール九州日田工場（ＴＭＲ原料醸造粕供給元）
住所；大分県日田市緑町一丁目 30-10 他
時間；9：00～11：45

開催内容

1 月３１日（木）

情報連絡会議

１）開会（13：00）
開会挨拶（13：00～13：15）
２）講演１（13：15～14：00）
「大分県内コントラクターの活動と県内 TMR センターとの連携」
大分県農林水産部畜産技術室 室長補佐
髙木喜代文
３）講演２（14：00～14：45）
「地域農業とコントラクター（コントラクター経営安定の留意点）」
北海道コントラクター組織連絡協議会会長
林
敬貴
４）講演３（14：45～15：30）
「作業別原価計算エクセル様式による原価計算のシミュレーション」
一般社団法日本草地畜産種子協会常務理事
岡野
※

休憩 15 分（15：30～15：45）

和夫

氏

５）講演４（15：45～16：30）
「空から診る技術を活用した圃場管理の省力化・生産性向上の実現」
国際航業株式会社営農支援サービスチーム チームリーダー
鎌形

哲稔

氏

６）講演５（16：30～17：10）
「最近のスマート農業技術の紹介」
ヤンマーアグリジャパン株式会社農機推進部

洋祐

氏

（１）平成３１年度のコントラクター等関連事業の紹介（17：10～17：30）
農林水産省生産局畜産部飼料課 飼料生産振興班
入江

浩

氏

（２）牧草飼料作物等公的育成品種の紹介（17：30～17：50）
一般社団法日本草地畜産種子協会参与

正勝

阿部

７）情報提供

※

小林

情報連絡会議終了後、１８時３０分から意見交換会を開催（会費５，０００円）
会場；日田森のビール園（大分県日田市大字高瀬 6979）
送迎；パトリア日田からバス利用。

２月１日（金）
集
合
出
発
現地調査
調査先名
住
所

解

散

現地調査（バス利用）
ＪＲ久大本線日田駅前（8：50 厳守） 詳細は「参考２」をご覧下さい。
9：00
9：30～11：20
① ㈲大分県酪農振興公社混合飼料供給センター（ＴＭＲセンター）
大分県日田市緑町 30-10
② サッポロビール九州日田工場（ＴＭＲ原料醸造粕供給元）
大分県日田市大字高瀬 6979
上記２ヵ所を２班体制で視察
ＪＲ久大本線日田駅前（11:45～12:00）

※

現地調査先には駐車場がないため自家用車等での現地参加はお断りします。参加者全員、
事務局が用意したバスで移動いたします。
※ 解散後、ＪＲ久大本線日田駅までバスでお送りします。
第４

参集機関等
コントラクター、ＴＭＲセンター、全国コントラクター等経営高度化協議会会員、全国連・農協
連及び農協、畜産団体、地方畜産団体、都道府県及び市町村の畜産主務課及び出先機関、農業改
良普及センター所管主務課及び農業改良普及センター、試験研究機関、農林水産省、家畜改良セ
ンター及びマスコミ関係者等

第５

主催
一般社団法人
大分県

第６

日本草地畜産種子協会

参加申込み等
現地検討会への参加は、別紙１の参加申込書に必要事項を記入の上、平成３１年１月２１日
（月）までに、一般社団法人日本草地畜産種子協会・種子部矢崎あてファックスまたはメール
等でお申し込み下さい。
（※締め切り厳守）
会場までのアクセス、駐車場のご利用、現地への移動及び現地検討終了後の移動等について
は参考２をご覧ください。
以上

参考１
１．１月３１日（木）の開催会場（パトリア日田）までのアクセス
（１）電車を利用して会場に来られる方
JR 久大本線日田駅で下車し、下記地図を参考に、徒歩で会場までおこし下さい。日田駅から
会場（パトリア日田）までの所要時間は徒歩で約 7 分です。
［地図１；大分自動車道及び日田市内］

大分自動車道

日田ＩＣ入口

玉川交差点

本庄町交差点

中央公園

（２）自家用車等を利用して開催会場に来られる方
自家用車等で会場に来られる方は、大分自動車道の「日田 I.C」を降り、日田 I.C 入口交差点を
右折し、玉川バイパスに入り、玉川交差点で左折し、玉川三叉路を右方向に進んで、本庄町交差
点を左折し 90m 進み右折すると左側に「パトリア日田」が見えます。所要時間は、日田 I.C から
約 10 分（2.8km）です。
パトリア日田の駐車場は、施設の駐車場として 2 か所、52 台と 69 台（それぞれ車いす使用者用
の駐車スペース 2 台分あり・上記地図参照／Ｐのマーク）の駐車スペースがあります。
その他、市営駅北第 2 駐車場（156 台・上記地図参照）もご利用ください。
パトリア日田の利用者及び入館者の駐車場使用料は、無料です（市営駅北第 2 駐車場も同様に無料）。
※開館時間内に、駐車券の無料化処理が必要です。１階の会館事務室で無料化処理の手続を行ってくだ
さい。

（３）高速バスを利用して会場に来られる方
日田バスセンターで下車し、徒歩で約 7 分です。福岡天神又は福岡空港から日田バスセンター
まで、約 1 時間 30 分～2 時間です。

参考２
１．２月１日（金）の現地調査地への移動
現地調査地へは、参加者全員事務局が用意したバスで移動します。
両現地調査先には駐車可能な場所がありません。自家用車等での移動は御遠慮ください。
なお、集合場所は「地図２」の「ＪＲ久大本線日田駅」前です。集合時間は下記のとおりです。乗
り遅れのないようご集合ください。
（１）集合場所
（２）出発時間
（３）現地調査
（４）調査先名

：
：
：
：

（５）調査先名

：

ＪＲ久大本線日田駅（8：50 厳守）
9：00
9：30～11：20
① ㈲大分県酪農振興公社混合飼料供給センター（ＴＭＲセンター）
大分県日田市緑町 30-10
② サッポロビール九州日田工場（ＴＭＲ原料醸造粕供給元）
大分県日田市大字高瀬 6979
１号車Ａ班 日田駅前発 9:00→9:30 ＴＭＲセンター着
ＴＭＲセンター発 10:00→10:15 元気の里着（休憩）
元気の里発 10:35→10:50ＴＭＲ原料醸造粕供給元着
ＴＭＲ原料醸造粕供給元発 11:20→11:45ＪＲ日田駅着
２号車Ｂ班

（６）解

散

：

日田駅前発 9:00→9:30ＴＭＲ原料醸造粕供給元着
ＴＭＲ原料醸造粕供給元発 10:00→10:15 元気の里着（休憩）
元気の里発 10:35→10:50ＴＭＲセンター着
ＴＭＲセンター発 11:20→11:45ＪＲ日田駅着

ＪＲ久大本線日田駅前（11:45～12:00 予定）

［地図２；ＪＲ久大本線日田駅前］

集合場所
ＪＲ久大本線日田駅前

別紙１

平成３０年度全国コントラクター等情報連絡会議（開催日：平成31年1月31日（木）～2月1日（金））
参

氏

名

所属又は職業

加

申

込

書

連絡先
（電話番号等）

①

②

③

④

1/31のみ
参加
（〇）

2/1のみ
参加
（〇）

両日
参加
（〇）

意見交換会参加
（〇）

①

1月31日（木）の「情報連絡会」のみ参加される方は「①の欄」に“〇”印をご記入下さい。

②

2月1日（金）の「現地調査」のみ参加される方は「②の欄」に“〇”印をご記入下さい。

③

両日参加される方は「③の欄」に“〇”印をご記入下さい。

④

意見交換会に参加される方は「④の欄」に“〇”印をご記入下さい（※ 会費5,000円）。
意見交換会会場は、日田森のビール園（大分県日田市大字高瀬6979 サッポロビール九州日田工場内）です （開会；１８時３０分）。
会議終了後、すぐに会場からバスで意見交換会場へ移動しますので、ホテルチェックインは、会議が始まる前か、意見交換会終了後（21:00時以降）
にお願いします。

⑤

２月１日（金）の現地研修地までは全員バスで移動します。
帰りは現地調査終了後、現地からＪＲ久大本線日田駅までバスで移動します。
なお、バス出発場所はＪＲ久大本線日田駅前、「参考２」 の地図２を参考にして下さい。
ご不明の点ございましたら、下記までお問い合わせ下さい。
申し込み期限：

平成３１年１ 月２１ 日（月）

申込先：FAX、郵送又はEメールで下記へお申込み下さい。
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町８ＮＣＯ神田紺屋町ビル４階
一般社団法人日本草地畜産種子協会 種子部主幹 矢﨑聖二 FAX：03-3251-6507、TEL：03-3251-6501、E-mail：yazaki@souti-fsa.or.jp

