
平成２８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 

輸入飼料に依存した畜産経営は、穀物の国際価格や為替の国際相場の影響を大きく受けることから、

これらに左右されない安定的かつ収益性の高い畜産経営を実現するためには、飼料自給率を向上させ

ることや飼料費を下げることが重要な課題となっています。 

そのため、飼料生産の担い手であるコントラクターや混合飼料を畜産農家に提供するＴＭＲセンタ

ーによる自給飼料生産・供給の重要性が益々高まってきている状況にあり、コントラクター等の経営

の安定化がわが国の畜産経営を支えると言っても過言ではありません。 

コントラクター等が健全な経営を営むためには、作業原価の把握とこれに基づく適切な作業料金の

設定、労働力を安定的に確保すること及び地域の畜産情勢に応じた良質の飼料供給体制を図っていく

こと等が重要です。 

このため、コントラクター及びＴＭＲセンターの組織運営、飼料生産・調製及び優良品種選定等の

技術問題に関する各組織の相互の情報交換・共有化を推進するための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 開催時期・場所等 

１ 開催時期  平成２９年３月１日（水）、２日（木） 

２ 受付時間  12 時 15 分～13時 15分 

 ３ 開催場所等（詳細は参考１をご覧下さい。） 

  １）１日 情報連絡会議  場所；成田市文化芸術センター 

 住所；〒286-0033 千葉県成田市花崎町 828-11 スカイタウン成田 3F 

 電話；0476-20-1133 

時間；13：15～17:35 （12：45 開場） 

  

２）２日 現地調査     場所；ファームサポートかとり株式会社ＴＭＲセンター 

住所；〒289-0425 千葉県香取市大角 1625 番地４ 

時間；10：00～11:00  

 

第３ 開催内容 

１ ３月１日 情報連絡会議 

１）開会（13:15） 
２）基調講演（13:25～14:15） 

コントラクターにおける適正な作業料金の設定について（仮題） 

      九州大学大学院農学研究院助教        森高 正博  氏 

３）事例報告 
（１）事例１（14:15～14:55） 

異業種からのコントラクター参入 
～建設業のノウハウを生かしたコントラクター運営～ 

       熊本県 県南広域本部 球磨地域振興局農業普及・振興課技師 荒木 絵梨香 氏 

       株式会社 興陽農援 代表取締役              久留 一雄  氏 

休憩（14:55～15:05）10分 

  （２）事例２（15:05～15:45） 

鹿追町のコントラクター事業とＴＭＲセンター稼働による 
良質粗飼料生産体制整備による生乳生産の向上 

       鹿追町農業協同組合営農部コントラ課課長     五十川 利広 氏 

 



  （３）事例３（15:45～16:25） 

地域農業の活性化と夢のある畜産を目指して（仮題） 

漆畑ファーム株式会社 代表取締役社長      漆畑 善文  氏 

 
４）情報提供 

 （１）牧草飼料作物等公的育成品種の紹介（16:25～16:45） 

一般社団法日本草地畜産種子協会参与       小林 正勝 

 

 （２）サイズの違うロールも潰さずに握れるベールグラブの開発（16:45～17:05） 

徳島県立農林水産総合技術支援センター 畜産研究課 

                     専門研究員     福井 弘之  氏 

 

  （３）平成２９年度のコントラクター等関連事業の紹介（17:05～17:35）  
農林水産省生産局畜産部飼料課 

飼料生産振興班係長 小野寺 健一 氏 
 

   ＊情報連絡会議終了後、１８時００分から意見交換会を開催します（会費５，０００円） 
     （参考２参照） 
 
２ ３月２日 現地調査（借上げバス利用）  

   ファームサポートかとり株式会社は、ＴＭＲセンターとコントラクター機能を兼ね備えた農業生

産法人として、平成２５年６月に香取市内の酪農家５人により設立された乳牛用飼料会社です。 

ＴＭＲ部門では、現在１０戸の酪農家（内5戸は設立農家）にＴＭＲを供給し、香取市の耕畜連携

の拠点とし活躍しています。同社では現在約３５０頭の乳牛に対して、１日当たり（実働8時間）約

４００頭分の餌（18トン）の生産を行っています。香取地域で作られる稲ＷＣＳ とデントコーンサ

イレージ を主原料として調製をおこない、国産飼料にこだわったＴＭＲの生産を行っています。ま

た、コントラクター部門では、稲ＷＣＳ収穫作業８５ha、デントコーン収穫作業８haを受託してい

ます。 

 

集  合   京成本線成田駅近くのコンフォートホテル成田前 8：45  

（詳しくは、参考１の地図３参照） 

出  発   コンフォートホテル成田前 9：00   

現地調査   10：00～11：00    

調査先名   ファームサポートかとり株式会社 ＴＭＲセンター 
住  所   〒289－0425  千葉県香取市大角 1625 番地 4 

    解  散   現地 11:00 

 

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、

事務局が用意した借り上げバスで移動いたします。また、解散後は、京成本線成田駅近くの

コンフォートホテル成田前及び成田空港まで借り上げ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、中央畜産団体、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 日本草地畜産種子協会 
  



参考１ 

１．開催会場（成田市文化芸術センター・スカイタウン成田３階）までのアクセス 

    

 （１）電車を利用して会場に来られる方 

ＪＲ成田駅または京成本線成田駅で下車し、徒歩で会場までおこし下さい。徒歩での所要時間

は下記のとおりです。ダイヤをご確認の上、乗車をお願いいたします。 

① ＪＲ成田駅東口出口（通称参道口）から徒歩約 1分 

② 京成本線成田駅西口出口（通称参道口）から徒歩約 1分 

地図１；会場までの道順（青い線が目安） 

 

 （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、東関東自動車道の成田ＩＣ又は富里ＩＣを降り、下記地図

２に従って JRもしくは京成成田駅を目指して会場までおこし下さい。所要時間は、両ＩＣから約

１０分です。会場及びその近辺には無料の駐車場はございませんので、有料の駐車場をご利用下

さい。駐車場代金は個人での負担をお願いいたします（駐車場の場所は地図３のとおりです。）。 

               

 （３）成田空港から開催会場に来られる方 

飛行機を利用して来られる方は、第一ターミナル及び第二ターミナル地下にあるＪＲ成田線ま

たは京成本線に乗車され、ＪＲ成田駅または京成本線成田駅で下車後徒歩にて会場までおこし下

さい。道順は地図１のとおりです。ダイヤをご確認の上、乗車をお願いいたします。 

左 ＪＲ成田駅（東口）    右 京成本線成田駅（西口） 

地図２；高速を降りてからの道順 



 ２ 駐車場の場所 

地図３  

 

 

上図の色付きローマ字に対応する各駐車場名は下記のとおりです。なお、会場に最も近い駐車場は 

会場に隣接したＡのスカイタウン成田駐車場になります。 

 

Ａ；スカイタウン成田駐車場 

Ｂ；ナビパーク成田馬橋第一駐車場 

Ｃ；ナビパーク成田囲護台第一駐車場 

Ｄ；パラカ成田第２駐車場 

Ｅ；成田市営第２駐車場：東 

Ｆ；成田市営第１駐車場：西 

Ｇ；ナビパーク成田上町第２駐車場 

Ｈ；ナビパーク成田上町第１駐車場 

 

３ ３月２日の現地調査地「ファームサポートかとり株式会社」への移動 

  現地調査地へは、参加者全員事務局が用意した借上げバスで移動します。「ファームサポートか

とり株式会社TMRセンター」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、集合場所は下記京成本線成田駅近くのコンフォートホテル成田前です。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下さい。 

集   合   コンフォートホテル成田前 8：45（地図４を参照） 

出   発   コンフォートホテル成田前 9：00 

バス会社名    日の丸自動車興業株式会社 TEL；0476-33-1231 



地図４ 

 

 
 

４ 宿泊ホテルのご案内 

  宿泊ホテルは、ＪＲ成田駅及び京成本線成田駅近くには多数ありますので、そちらをご利用下

さい。なお、会場に比較的近いホテルは下記のとおりです。また、ホテルによっては、成田空港

ホテル間をシャトルバス運行しているところもありますので、詳しくは宿泊されるホテルにお問

い合わせ下さい。 

 

      ホテル名             住所           電話番号 

①コンフォートホテル成田 〒286-0033 千葉県成田市 花崎町 968 （0476-24-6311） 

②アジアホテル成田  〒286-0035 千葉県成田市 囲護台 2-1-2 （0476-20-2888） 

③成田Uシティホテル 〒286-0035 千葉県成田市 囲護台 1-1-2 （0476-24-0101） 

④メルキュールホテル成田 〒286-0033 千葉県成田市 花崎町 818-1 （0476-23-7000） 

⑤アパホテル 京成成田駅前 〒286-0033 千葉県成田市 花崎町 906 （0476-20-3111） 

⑥センターホテル成田 〒286-0033 千葉県成田市 花崎町 922 （0476-23-1133） 

⑦リッチモンドホテル 成田 〒286-0033 千葉県成田市 花崎町 970 （0476-24-6660） 

⑧ザエディスターホテル成田 〒286-0025 千葉県成田市東町 168-1 （0476-23-2300） 

⑨桐之家旅館  〒286-0024 千葉県成田市 田町 58  （0476-22-1245） 

集合場所 

コンフォートホテル成田 

千葉県成田市花崎町 968 



参考２  意見交換会（懇親会）会場の地図 

 

 

 

■店名 メルキュールホテル成田（新館の３階） 

■所在地 
〒286-0033 

千葉県成田市花崎町８１８－１ 

■TEL 0476-23-7000 

■FAX 0476-23-7007 

アクセス方法 

意見交換会会場のメルキュールホテル成田本館は、上の地図のとおり、ＪＲ成田駅と京成

本線成田駅の間の道路沿いにあります。情報連絡会の会場（成田市文化芸術センター・スカ

イタウン成田）の道路をはさんだ向かい側にあります。 

  

意見交換会会場 

メルキュールホテル

新館３階 

情報連絡会議会場 

スカイタウン成田 



 

① ② ③ ④

申し込み期限：　平成２９年２月２７日（金）

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　

　　　　　一般社団法人日本草地畜産種子協会　　草地畜産部主幹　　矢﨑　聖二

　　　　　　　 FAX：03-3251-6507、TEL：03-3251-6501、E-mail：yazaki@souti-fsa.or.jp
  　　　　    

⑤

平成２８年度全国コントラクター等情報連絡会議（開催日：平成29年3月1日～2日）

出　　席　　申　　込　　書

両日
参加

（〇）

①　３月１日（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。

　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。

氏　　名 所属又は職業

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、メルキュールホテル成田・新館の３階（〒286-0033　千葉県成田市花崎町８１８－１）です。
　　参考２の地図を参考に移動してしてください（開宴；18時00分）。

②　３月２日（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月２日の現地調査先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。

連絡先
（電話番号等）

⑤　３月２日の現地調査地までは全員借り上げバスで移動します。現地調査地に行くときのバス出発地はコンフォートホテル前です。参考１の地図３を参考にして下さい。
　　帰りは現地調査終了後、現地からコンフォートホテル前及び成田空港まで借り上げバスで移動しますので、⑤の該当欄に〇印をご記入下さい。

意見交換会
参加（〇）

3/1のみ
参加

（〇）

3/2のみ
参加

（〇）

現地調査終了後ｺﾝ
ﾌｫｰﾄﾎﾃﾙまで借り上
げバス利用（〇）

現地調査終了後成
田空港まで借り上
げバス利用（〇）


