平成２９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
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飼料費を下げるこ

とが喫緊の課題となっており、コントラクターや TMR センターには、家畜の嗜好性が高く、品質が
良く低コストな飼料の供給が求められています。
コントラクター等組織は、経営安定化に向けて生産原価の低減が重要な課題であり、特に、作業
効率向上のための作業機械や労働力の効率的な運用が必要となります。
そのためには、地理情報システム（GIS）と情報通信技術（ICT）をクラウドサービスで融合させ
た「農作業・営農支援システム」や、飼料稲、飼料用米の品種と品質の違いが家畜と畜産経営に及
ぼす影響等の最新情報について知ることが重要です。更に、地域の土地資源の有効活用として、飼
料イネ等の表作だけでなく水田裏作を活用した飼料用麦類の導入による飼料用稲麦二毛作栽培や飼
料用トウモロコシ等の拡大も視野に入れる必要があります。
このようなことから、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 センターの経営の安定及び発展に資することとします。
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開催時期・場所等
開催時期
平成３０年２月１３日（火）
、１４日（水）
受付時間
１２時１５分～１３時００分
開催場所等（詳細は「参考１」をご覧下さい。）
１）１日目 情報連絡会議
場所；ホテルメルパルク岡山 「泰平Ⅰ」
住所；〒700-0984 岡山県岡山市北区桑田町 1-13
電話；086-223-8101
時間；13：00～17：45 （12：30 開場）
２）２日目

現地調査

場所；コントラクター「アグリライフ岡山」 本社
有限会社カーライフフジサワ 代表取締役 藤澤 輝久
住所；〒700-0952 岡山県岡山市北区平田 140-105
場所；藤田ライスセンター（岡山県岡山市南区藤田）
場所；新地下水位制御システム「FOEAS（フォアス）」圃場
（岡山県岡山市南区藤田）
時間；9：45～11：15

氏
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開催内容
２月１３日（火） 情報連絡会議
１）開会（13：00）
２）講演１（13：10～13：55）
コントラクター等の作業機械及び労働力の効率的な運用に向けて
～地理情報システム（GIS）と情報通信技術（ICT）をクラウドサービスで融合させ
た「農作業・営農支援システム」の導入～
有限会社カーライフフジサワ 代表取締役
藤澤 輝久
氏
有限会社カーライフフジサワ 取締役
藤澤 正光
氏

３）講演２（13：55～14：40）
岡山県での自給飼料に係る概要・取り組みについて
岡山県農林水産部畜産課生産振興班

副参事

三木

干拓地の水田での飼料用トウモロコシの生産について
岡山県備前県民局 農林水産事業部 農畜産物生産課
畜産班 主幹
朝倉

隆司

氏

麻由子

氏

４）講演３（14：40～15：25）
地域密着型の和牛 TMR センターを活用した“庄原型耕畜連携”の取り組みについて
広島県庄原市 企画振興部 農業振興課 畜産振興係
延藤 祐一
※

氏

休憩 10 分（15：25～15：35）

５）講演４（15：35～16：20）
畜産経営が求める良質な自給飼料の提供に向けて
～飼料用稲の品種と品質の違いが家畜と畜産経営に及ぼす影響等～
広島県立総合技術研究所 畜産技術センター センター長
新出

昭吾

氏

６）講演５（16：20～17：05）
飼料用稲麦二毛作栽培導入による経済性について
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 畜産研究部門
草地管理研究領域 草地管理ユニット 上級研究員

恒川

磯雄

氏

７）情報提供
（１）牧草飼料作物等公的育成品種の紹介（17：05～17：25）
一般社団法人日本草地畜産種子協会

小林

正勝

氏

入江

浩

氏

参与

（２）平成２９年度のコントラクター等関連事業の紹介（17：25～17：45）
農林水産省 生産局 畜産部飼料課
飼料生産振興班係長

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）
会場；ホテルメルパルク岡山 1 階「泰平Ⅱ」
※ 意見交換会の参加者確定は 2 月 7 日（水）です。以降の“欠席”はご遠慮願います。

※

２

２月１４日（水） 現地調査（借上げバス利用）
有限会社カーライフフジサワは異業種（車両の整備販売業）からの参入で、副業であった農業を
本格化させるため農業生産法人へ移行し、さらに稲わら収集組合やコントラクター組織「アグリラ
イフ岡山」を設立しました。
耕種農家として、主食用米、酒米、大麦、WCS 用稲、飼料用米、飼料用トウモロコシ生産に取
り組み、コントラクターとして、WCS 用稲と飼料用トウモロコシの収穫・調製に取り組んでいま
す。常勤職員６名（内事務２名）と多忙な時期は短期バイト 17 名を雇用し、さらに、労力分散と
労働効率の向上を図るため、地理情報システム（GIS）と情報通信技術（ICT）をクラウドサービ
スで融合させた「農作業・営農支援システム」を導入、飼料用トウモロコシの技術開発実証（岡山
県・西日本農研）にも協力するなど、飼料作物生産の多品目化と大規模化の可能性を拡げています。
特に、常勤職員は冬場には全農へ出向し、籾の温湯消毒等の作業、圃場効率管理につながる畦飛
ばし作業、籾すり作業に従事するなど、年間にわたって従業員の雇用安定を積極的に図っています。

本組織は基本的に稲中心の生産・作業体系で、主食用米と飼料用米の乾燥施設も自前で持ってい
ます。これらの施設は郊外の稲生産圃場内（購入土地）に位置し、将来の地域からの受託も想定し
余裕がある設定としています。
集

合

出
発
現地調査
調査先名

解

散

岡山市営駅南駐車場 内（8：45 厳守）（詳細は「参考２」をご覧下さい。）
（岡山駅東口から南へ約 350m、徒歩で約 5 分です。）
（岡山県岡山市北区下石井 1 丁目 32-2）
岡山市営駅南駐車場 内（9：00）
9：45～11：15
①コントラクター「アグリライフ岡山」 本社
有限会社カーライフフジサワ 代表取締役 藤澤 輝久 氏
（〒700-0952 岡山県岡山市北区平田 140-105）
②藤田ライスセンター
（岡山県岡山市南区藤田）
③新地下水位制御システム「FOEAS」圃場（岡山県岡山市南区藤田）
岡山市営駅南駐車場 内（12：00 予定）

※

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。
※ ご希望者には解散後、岡山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
一般社団法人

日本草地畜産種子協会
岡山県畜産協会
以上

参考１
１．２月１３日（火）の開催会場（ホテルメルパルク岡山）までのアクセス
（１）電車・新幹線を利用して会場に来られる方
JR 岡山駅で下車し、徒歩で会場までおこし下さい。徒歩での所要時間は約 7 分です。
電車等のダイヤをご確認の上、乗車をお願いいたします。

［地図１；会場までの道順（赤い線が目安）］

JR 岡山駅 後楽園口(東口)

（２）岡山空港から開催会場に来られる方へ
飛行機を利用して来られる方は、岡山空港のバス停から JR 岡山駅行き連絡バスに乗車（約 40
分）され、JR 岡山駅で下車後、徒歩（約 7 分）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。
※ タクシー利用の場合：岡山空港→（タクシー約 35 分）→ホテルメルパルク岡山
（３）自家用車等を利用して開催会場に来られる方（メルパルク専用駐車場 80 台）
自家用車等で会場に来られる方は、山陰自動車道の「岡山 I.C」を降り、
「地図２」に従って JR
岡山駅を目指して会場までお越し下さい。所要時間は、岡山 I.C から約 20 分です。
会場は駐車場（80 台）を完備していますが、満車の場合は周辺の有料の駐車場をご利用下さい。
なお、駐車場代金は個人での負担をお願いいたします。

［地図２；高速を降りてからの道順］

２

宿泊ホテルのご案内
宿泊ホテルは、JR 岡山駅周辺に多数ありますので、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。宿泊代金等の詳細は宿泊されるホテルに、直接、お問い合
わせ下さい。
ホテル名

〒

住所

電話番号

岡山シティホテル桑田町
三井ガーデンホテル岡山
ANA クラウンプラザホテル岡山
ホテルグランヴィア岡山
ダイワロイネットホテル岡山駅前

700-0984
700-0024
700-0024
700-8515
700-0023

岡山市北区桑田町 3-30
岡山市北区駅元町 1-7
岡山市北区駅元町 15－1
岡山市北区駅元町 1-5
岡山市北区駅前町 1-1-1

086-221-0001
086-235-1131
086-898-1111
086-234-7000
086-803-0055

東横イン 岡山駅東口
アークホテル岡山
アパホテル 岡山駅東口
ホテルマイラ
岡山国際ホテル
ホテルエクセル岡山
(後楽園･岡山城前)

700-0023
700-0907
700-0907
700-0902
703-8274
700-0813

岡山市北区駅前町 1-7-3
岡山市北区下石井 2-6-1
岡山市北区下石井 1-3-12
岡山市北区錦町 8-16
岡山市中区門田本町 4-1-16
岡山市北区石関町 5-1

086-224-1045
086-233-2200
086-236-3111
086-233-1411
086-273-7311
086-224-0505

参考２
１．２月１４日（水）の現地調査地「有限会社カーライフフジサワ」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。
「有限会社カーライフフジサワ」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く
ださい。
なお、集合場所は「地図３」の「岡山市営駅南駐車場」内です。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 ： 岡山市営駅南駐車場 内（8：45 厳守）
（岡山駅東口から南へ約 350m、徒歩で約 7 分です。）
（岡山県岡山市北区下石井 1 丁目 32-2）
（２）出発時間 ： 岡山市営駅南駐車場 内（9：00）
（３）現地調査 ： 9：45～11：15
（４）調査先名 ： ①コントラクター「アグリライフ岡山」 本社
（〒700-0952 岡山県岡山市北区平田 140-105）
②藤田ライスセンター
（岡山県岡山市南区藤田）
③新地下水位制御システム「FOEAS」圃場（岡山県岡山市南区藤田）
（５）解
散 ： 岡山市営駅南駐車場 内（12：00 予定）
※

ご希望者には解散後、岡山空港まで借上げバスでお送りします。

［地図３；岡山市営駅南駐車場までの道順（青い点が目安）
］

集合場所

平成２９年度全国コントラクター等情報連絡会議（開催日：平成30年2月13日（火）～14日（水））
出

氏

名

席

申

込

書

連絡先
（電話番号等）

所属又は職業

①

②

③

④

⑤

2/13のみ
参加
（〇）

2/14のみ
参加
（〇）

両日
参加
（〇）

意見交換会参
加（〇）

現地調査終了後
岡山空港まで、
借上げバス利用
（〇）

①

２月１３日（火）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１４日（水）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、ホテルメルパルク岡山 １階の「泰平Ⅱ」（〒700-0984 岡山県岡山市北区桑田町１－１３）です。
「参考１」の地図１を参考にしてしてください（開宴；１８時００分）。

⑤

２月１４日（水）の現地研修地までは全員借り上げバスで移動します。帰りは現地調査終了後、現地から岡山市営駅南駐車場及び岡山空港まで借上げ
バスで移動しますので、岡山空港まで借り上げバスで行かれる方は「⑤の該当欄」に“〇”印をご記入下さい。なお、バス出発地は岡山市営駅南駐車
場、「参考２」の地図３を参考にして下さい。

＊

２月１４日（水）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。
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３０年 ２ 月 ７ 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

一般社団法人日本草地畜産種子協会

草地畜産部

主幹

三上

隆弘

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

