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平成 25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 

テーマ：地域農業を支えるコントラクター・ＴＭＲセンター 

 飼料増産を進めるうえで、農家の高齢化、労働力不足、機械の過剰投資等の課題から、コン

トラクター・ＴＭＲセンターによる飼料生産の外部化が推進され、今やコントラクター・ＴＭ

Ｒセンターは、地域の中核的飼料生産の担い手として、地域の生産者やＪＡ等の生産者団体の

理解と協力、さらには行政の支援等を得て発展してきた。 

 一方で、コントラクター・ＴＭＲセンターの運営が行き詰まったとき、農家の機械の再装備

や、労働力の確保等の課題から、地域の自給飼料生産基盤が失われることとなりかねない。 

 このため、コントラクター・ＴＭＲセンターが抱える課題とその解決方向について情報を交

換し、コントラクター・ＴＭＲセンターが地域農業の中核として健全に発展できるよう情報連

絡会議を開催することとし、今年度についてはコントラクターとＴＭＲセンターの連携をテー

マに会議を開催する。 

 

第２ 開催時期・場所等 

 １ 開催時期     平成 26 年 1 月 28 日（火）、29 日（水） 

 ２ 開催場所等 

  １）28 日 情報交換会  時間 13：00 開会（12：30 開場） 

場所 那須塩原市黒磯文化会館 小ホール  

栃木県那須塩原市上厚﨑 490  TEL：0287-63-3219 

２）29 日 現地視察    時間  那須塩原駅西口 9：30 発、黒磯駅西口 9：45 発 

場所 (株)那須の農（なすのみのり） 

栃木県那須郡那須町大字漆塚 567 TEL：0287-71-1085 

    

第３ 開催内容 

１ 1月 28日 情報交換会 

１）開会 

 

２）基調講演（13:10～14:00） 

    「畜産経営と TMR センター（TMRセンターがかかえる課題と対応方向）」 

酪農学園大学 教授 荒木 和秋 氏   

３）事例報告 

    コントラクターと TMRセンターが連携している事例を中心に 

   ① 北海道の事例 （14:00～14:40） 

     （TMR原材料の飼料作物をコントラクターが供給している事例） 

      アグリサポートばろう 代表取締役       菊池 厚 氏（予定） 

 ② 東北地域の事例（14:40～15:20） 

（飼料用米利用 TMR 施設が稲WCS 等を利用している事例） 

    真室川町農業協同組合 営農経済部 営農販売課 係長   丹 康之 氏   
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  ③ 九州地域の事例（15:35～16:15） 

   （食品残渣とコントラクターの生産するイネWCS 等を利用する TMR センターの事例） 

   鹿児島きもつき農協 畜産関連事業部長       末吉 雄一 氏  

  ④ 現地視察先紹介（16:15～16:40） 

株式会社那須の農    事務局長             藤原 基男  氏 

  ⑤ 意見交換（16:40～17:30） 

    座長 荒木和秋教授 

パネラー 農林水産省及び講演者 

 

２ 1月 29日 現地視察（借上げバス利用）     

集合 那須塩原駅西口 9：20  黒磯駅西口 9：30 

出発 那須塩原駅西口 9：30  黒磯駅西口 9：45 

（集合場所は参考２周辺地図参照） 

現地視察 10：15～11：30    

視察先：(株)那須の農 

栃木県那須郡那須町大字漆塚 567 TEL：0287-71-1085 

     解散 11:30 

 

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、中央・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出先機関、試験研究機関、農林水産省及び

全国飼料増産行動会議構成員等の関係者 

 

第５ 参加申し込み 

別添 出席申込書による 

 

第６ 主催 

  全国飼料増産協議会 

   (一社)日本草地畜産種子協会 

 

 

         

 

 

 

 

   担当者  

    全国飼料増産協議会  

      事業部  矢﨑 聖二 

TEL：03-3251-6506   E-mail： yazaki@s-zousan.jp  



別添

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

申し込み期限：　平成２６年１月１５日（水）

 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８アセンド神田紺屋町ビル４階　

　　　　　全国飼料増産協議会　　事業部主幹　　矢﨑　聖二

　　　　　　　 FAX：03-3251-6515、TEL：03-3251-6506、E-mail：yazaki@s-zousan.jp

　参加費及びバス代は無料です。

1/29のみ
参加

（〇） 現地→那
須塩原駅

①　１月２８日のみ参加される方は該当欄に〇印をご記入下さい。

②　１月２９日のみ参加される方は該当欄に〇印をご記入下さい。

③　両日参加される方は該当欄に〇印をご記入下さい。

1/28会場
まで公用
車等で来
られる方
（○）

⑤　公用車、自家用車等で来られる方は該当欄に〇印をご記入下さい。

⑩　１月29日の現地検討会会場への自家用車での移動は駐車場所が無いためご遠慮下さい。

1/28のみ
参加

（〇）

⑦　１月28日、ＪＲ黒磯駅西口から会場の那須塩原市黒磯文化会館までバスを利用される方は該当欄に〇印をご記入下さい。

⑧　１月29日、現地視察先からＪＲ那須塩原駅までバスを利用される方は該当欄に〇印をご記入下さい。

懇親会
参加

（〇）
氏　　名 所属又は職業

連絡先
（電話、FAX
又はE-Mail）

④　懇親会に参加される方は該当欄に〇印をご記入下さい（会費4,000円）。那須塩原市文化会館から懇親会場へは借上げバスで移動します（出発5時30分目処）。

現地→黒
磯駅

　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。

平成25年度全国コントラクター等情報連絡会議（開催日：平成26年1月28日～29日）

出　　席　　申　　込　　書

⑨　１月29日、現地視察先からＪＲ黒磯駅までバスを利用される方は該当欄に〇印をご記入下さい。

⑥　１月28日、ＪＲ那須塩原駅西口から会場の那須塩原市黒磯文化会館までバスを利用される方は該当欄に〇印をご記入下さい。

両日
参加

（〇）

1/28　行き
（駅→会場）

那須塩原
駅→会場

黒磯駅→
会場

1/29　帰り
（現地→駅）



参考１ 

集合場所、移動方法等について 

 

１．１月２８日の会場への移動方法 

１）公用車等で直接会場へ来られる方 

地図(参考２)及び下記 URLを参考に、那須塩原市黒磯文化会館に直接お越し下さい。 

会場住所；〒325-0026 栃木県那須塩原市上厚﨑 490  

電話番号； 0287-63-3219  会場等を示す URL；ttp://www2.ocn.ne.jp/~kuro-bun/ 

２）ＪＲを利用される方の集合場所 

   ①ＪＲ黒磯駅を利用される方；事務局が用意した借上げバス（西那須野観光バス。以下

同）がＪＲ黒磯駅西口 12時 10分に出発し、会場へ移動いたしますので、出発時間前

までにＪＲ黒磯駅西口に集合して下さい。集合場所を示した地図は参考２に記載して

おります。 

   ②ＪＲ那須塩原駅を利用される方；事務局が用意した借上げバスがＪＲ那須塩原駅西口

（板室温泉側）を 12時 15分に出発し、会場へ移動いたしますので、出発時間前まで

にＪＲ那須塩原駅西口に集合して下さい。集合場所を示した地図は別添３に記載して

おります。 

  注）昼食は、会場付近には食堂がありませんので、バス乗車までにお済ませ下さい。また、

借上げバスに乗り遅れた方及び利用されない方は、両駅からタクシーで会場までお越

し下さい。(距離：４km程度、所要時間：10分程度) 

３）注意事項 

会場への飲食物の持ち込みは堅く禁じられておりますのでご協力ください。 

 

２．１月２９日の現地視察地「株式会社那須の農」への移動方法 

現地視察地へは、参加者全員事務局が用意した借上げバスで移動します。視察する「株式

会 

社那須の農」には駐車可能な場所が無いので、自家用車等での移動は御遠慮下さい。なお、

集合場所はＪＲ那須塩原駅西口とＪＲ黒磯駅西口になります。集合は、那須塩原駅西口午前

9 時 20 分、黒磯駅西口午前 9 時 30 分です。また、出発は、那須塩原駅西口午前 9 時 30 分、

黒磯駅西口午前 9 時 45 です。乗り遅れないようご集合下さい。 

 

３．帰りの移動方法（１月２９日） 

株式会社那須の農の視察が終了したら、事務局が用意した借上げバスでＪＲ黒磯駅西口と

ＪＲ那須塩原駅西口に分かれて移動します。ご希望のコースを別添２の参加申込書に記入し

て下さい。 

 

 

http://www2.ocn.ne.jp/~kuro-bun/


参考２　会場（黒磯文化会館）周辺の地図

宇都宮方面からはJR那須塩原駅
白河・郡山方面からはJR黒磯駅をご利用いただいたほうが便利です

バス待ち合

わせ場所（Ｊ

Ｒ黒磯駅西

口） 

バス待ち合わせ場

所（ＪＲ那須塩原駅

西口） 

那須ガーデンアウトレット 

那須塩原駅 

懇親会場（榊

原会館） 
0287-63-

0462 



〇１月２８日

　＊東京方面から参加される方（新幹線利用）

東京駅発（ＪＲ新幹線なすの255号） 10:20

那須塩原駅着　 11:35

　＊仙台方面から参加される方（新幹線利用）

仙台駅発（ＪＲ新幹線やまびこ134号） 10:21

郡山発（ＪＲ新幹線なすの272号） 11:06

那須塩原駅着　 11:29

　＊郡山方面から参加される方（在来線利用）

郡山駅発 9:06

黒磯駅着 10:07

郡山駅発 10:01

黒磯駅着 11:03

〇１月２９日
　＊東京方面へ帰られる方（新幹線利用）

那須塩原駅発（やまびこ212、なすの274号） 12:30 13:30 時刻表等で再確認して下さい。

東京駅着 13:44 14:44

　＊仙台方面へ帰られる方（新幹線利用）

那須塩原駅発（やまびこ209号） 12:35 時刻表等で再確認して下さい。

仙台駅着　 13:45

那須塩原駅発（なすの257号） 13:35

郡山発（やまびこ139号） 14:29

仙台駅着　 15:16

　＊郡山方面へ帰られる方（在来線利用）

黒磯駅発 12:34 時刻表等で再確認して下さい。

郡山駅着 13:36

黒磯駅発 13:33

郡山駅着 14:37

注）借上げバスを利用されない方、上記出発時間に間に合わなかった方は、タクシーをご利用いただき会場までお越し下さい。

交通機関等の時刻
下記に公共交通機関の時刻を参考までに示しましたのでご利用下さい。なお、時刻表等で再確認していただければ幸いです。

那須塩原駅東口（板室温泉方面） 
 

借上げバス出発 
 

午前１2時１５分 

黒磯駅東口   
 

借上げバス出発 
 

午前１2時１０分 


