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【第１日目】　９月１６日(水)

【講演会･シンポジウム】 時　　間 内　　容　　等

受　付 12:00～13:00 いわて県民情報交流センター【アイーナ7階ホール】

開　会、　挨　拶 13:00～13:20

講　演 13:20～14:10 放牧畜産の取り組みと地域活性化

　東北農業研究センター　　　須山　哲男　氏

14:10～14:40 放牧畜産基準認証制度について

　(社)日本草地畜産種子協会　上野　孝志　氏

事例発表 14:40～15:20 急速に拡大!!いわての放牧

　岩手県県南広域振興局一関総合支局　　小川　音々　氏

休　憩 15:20～15:30

事例発表 15:30～16:10 相の沢牧野、ゼロからの取り組み

　岩手県滝沢村経済産業部農林課　　田沼　政司　氏

16:10～16:50 日本短角種の高付加価値化の取り組み

　岩手県岩泉町農林水産課　　佐々木　修二　氏

休　憩 16:50～17:00

パネルディスカッション 17:00～18:00 「放牧が拓く地域農業の未来」

閉　会 18:00

懇親会 18:30～ 「ホテルメトロポリタン盛岡」

【第2日目】　９月１７日（木)

【現地検討会】 時　　間 内　　容　　等

　■集　合 8:15 盛岡駅西口駐車場　

　バス出発 8:30

　バス移動

　現地検討会 Ⅰ公共牧野コース

　　　（相の沢牧野・くずまき高原牧場）

Ⅱ集落営農～里山放牧コース　

　　　（大平地域営農活性化組合・須川営農団地）

　閉会(解散) 14:30 Ⅱコース「一ノ関駅」

15:35 Ⅰコース　「盛岡駅」

15:40 Ⅱコース「花巻空港」

16:35 Ⅰコース「花巻空港」　Ⅱコース「盛岡駅」　

日　　　　　　　　程　　　　　　　　表



Ⅰ　公共牧野コース（相の沢牧野・くずまき高原牧場）

集　合 盛岡駅西口駐車場

盛岡駅出発 8:30

バス移動

相の沢牧野着 9:10 60分滞在予定

出　発 10:10

バス移動　（道の駅「石神の丘」経由）

くずまき高原牧場着 12:00

12:00 ～12:30 昼食（もくもくドーム）

くずまき高原牧場農場 12:30 90分滞在予定

出　発 14:00

バス移動

盛岡駅着 15:35

バス移動

花巻空港着 16:35

Ⅱ　集落営農～里山放牧コース（大平地域営農活性化組合・須川営農団地）

集　合 盛岡駅西口駐車場

盛岡駅出発 8:30

バス移動　（前沢SA経由）

大平地域営農活性化組合着 10:30 45分滞在予定

出　発 11:15

バス移動

平泉レストハウス着 12:00 昼食

出　発 13:00

バス移動

須川営農団地着 13:30 45分滞在予定

出　発 14:15

バス移動

一ノ関駅着 14:30

バス移動

花巻空港着 15:40

バス移動

盛岡駅着 16:35

行　　　　　程　　　　　表

8:15

8:15
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「放牧畜産の取り組みと地域活性化」

東北農業研究センター 須山 哲男



「放牧畜産基準認証制度について」

社団法人日本草地畜産種子協会 上野 孝志



「急速に拡大 いわての放牧」!!
～岩手県一関地域の放牧推進の取り組み～

岩手県県南広域振興局一関総合支局 小川 音々



「相の沢牧野、ゼロからの取り組み」

～集約放牧による草地管理と経営の改善～

岩手県滝沢村 田沼 政司



「日本短角種の高付加価値化の取り組み」

～放牧と粗飼料による高付加価値化～

岩手県岩泉町 佐々木 修二



現地検討会資料

◆ ◆(公共牧野コース）相の沢牧野

◆ ◆(公共牧野コース）くずまき高原牧場

◆ ◆(集落営農～里山放牧コース）大平地域営農活性化組合

◆ ◆ (集落営農～里山放牧コース）須川営農団地























集落営農組織による和牛繁殖経営の取組みについて 

 大平地域営農活性化組合  

１．背景 

大平集落は、岩手県の南部、奥州市衣川区の北西部に位置し、平成２３年度の世界遺産登録を目

指す、中尊寺金色堂で知られる平泉文化圏域の、豊かな自然に恵まれた中山間地域の中にあります。 

集落は、戸数１７戸・人口７５名で区内最高の高齢化率(４２%)、担い手不足、耕地(面積:２３

ha)の半分以上が集落外等、多くの問題を抱えている。 

平成１２年、国の中山間直接支払い制度の取組みを契機に、大平地域営農活性化組合を設立し、

水路の補修、道路の草刈等、共同取組みを開始した。共同作業の中でいつも出るのが、俺たちがや

っている農業を、「息子、孫達は引き継いでくれるだろうか」、「息子は、いてもいないのと同じだ」、

農業より「手間取りに出た方が良いのでは」等、先行きに対する不安感だった。 

平成１５年、「愚痴ばかり言ってもしょうがない」「このままだと集落がなくなる」「集落の活性

化のため何かやろう」という声が上がり、平成１６年秋～１７年春にかけ、何回となく、全員で話

合った。組合が経営する事業を畜産、水稲、花卉、特産の４事業に決め最初に取組む事業を転作田

の放牧利用が可能で殆どの人が飼養経験のある和牛繁殖経営とした。 

 

２．取組みの概要 

平成１７年度に約３ｈａの転作田に関係機関の現地指導を受けながら、集落全員で電気牧柵を設

置し、繁殖牛を６頭放牧。 

【組織概要】 

組織名 大平地域営農活性化組合 

農家戸数 １７戸 

経営形態 水稲＋畜産＋花卉＋特産 

飼養頭数 繁殖雌牛 １０頭 

農地面積 農地  ２３．０ｈａ 

放牧面積 
水田放牧 ４．５ｈａ 

林間放牧 ４．０ｈａ 

  翌年の平成１８年には、引き続き放牧地に共同牛、個人牛の計１１頭を放牧すると共に、牛舎建

設に取組んだ。 

  牛舎建設は、県の補助事業を活用し、補助残は中山間直接支払交付金を充てた。 

牛舎は、１６頭規模（１５５．５２㎡）の木造で、施工は、直営施工とし、組合員皆で作り上げ

た。牛房内のません棒は、組合員の山の間伐材を利用して、１本ずつ手作業で作成した。 

牛舎は、１２月に完成し、同月２４日に牛舎の落成式を組合員、関係機関で行った。 

活気に満ちた笑顔でいっぱいの顔・顔・顔。やり遂げたささやかな満足感、高齢者も若者も同じ

目的で一体になり、個人単独経営から集落共同経営への大きな力を実感した１日となった。 

 

 

 

 



 

   

     

 

 翌年には、堆肥舎を建設した。 

 平成１９年度には、水田放牧地に隣接する保安林を利用し、林間放牧に取り組んだ。これは、水田

放牧の拡大が進まない中にあって、眠っている地域資源(保安林)を有効に活用したいという組合員の

思いが、関係機関を動かし実現したものである。 

  

３．今後の計画 

私たちは、「身の丈にあったところから始めよう」と「1戸1頭」を目標に、今後とも、①水田放牧

地と林間放牧地の拡大②血統的に優れた牛の導入による増頭に取り組みたいと考えている。又、林間

放牧地は人が管理する木炭の原木山でシメジ山であったことから、牛が管理するきのこ山に復元でき

ないかと考え、今年度、試験的にハタケシメジの栽培に取り組んでいる。 

私たちは、個人経営の「農」から、集落が共同で行う畜産を基幹とした企業的経営の「業」を目指

し、今後とも、収益の上がる農業を展開しようと考えている。 



須川営農団地における遊休農地の放牧利用 
 

１．須川営農団地の概要 

須川営農団地は、昭和３２年に計画が始まり、昭和４５年に着工、昭和６２年に完成と足掛け３０年に及ぶ年月を

費やして行われた国営総合開拓パイロット事業により整備された大規模開拓農地です。総事業費約１１９億円。権

利関係者は６４７人に上る。 

耕地面積は６２６．４ha。うち５３ha（H１７年現在）が遊休農地となっています。原因は農業情勢の変動や耕作者の

高齢化など。 

主な作付け作目は、水稲、果樹、葉たばこ。 

 

２．放牧利用に至るまでの経緯 

◇背景と目的 

須川営農団地には５０haを超す遊休農地があり、一方畜産では、転作田や遊休農地において、電気牧柵による

放牧が盛んに取り組まれており、今後も拡大が期待されている。そこで、須川営農団地の遊休農地を貴重な「資

源」と捉え、放牧による畜産的利用を図ることを目的に取り組みをはじめた。 

 ◇１年目（H18年度）：現状把握と畜産農家に対する放牧の理解醸成 

・耕作放棄地の現地調査、現状把握を実施 

・土地の地権者へ放牧利用可否の意向調査を実施 

・候補地３圃場を選定 （第１、２、３圃場） 

・利用農家募集のための畜産農家説明会を実施 

・放牧研修会、候補地見学会を開催 

 ◇２年目（H19年度）：農業委員会及び農業委員との協同関係構築と牧柵設置 

     ・土地の貸借手続きを迅速に進めるため、農業委員会に趣旨を説明し農地の貸借や交渉などの協力を得る 

・当該地区を担当する農業委員と接触し、経過や今後の方針を説明し、賛同を得る 

・農業委員会総会において、全地区の農業委員を対象に放牧講習会を実施し、遊休農地解消対策として放

牧による畜産的利用が有用であると紹介 

・第３圃場の利用希望者が現れるが、隣接地との境界不明により断念 

・第１、第２圃場の利用者が現れ、農業委員の仲介のもと境界立会、地権者との貸借手続きを進める 

・第１、第２圃場に電牧柵を設置 

 ◇３年目（H20年度）：放牧の実施 

・第１、第２圃場で放牧開始 （放牧馴致、衛生対策の指導） 

    

・再度第３圃場の利用希望がある 

・現地の再調査を実施し、境界杭を発見 

・農業委員の仲介のもと、貸借手続きを進める 

・第３圃場に電牧柵を設置し、放牧開始 

  



３．苦労した点 

 ・土地の貸借手続き （一枚の圃場に短冊状に地権者が存在） 

 ・境界線の確保    借受時と返還時に両者立会による境界線の合意が必要 

               返還時に境界が不明であれば借受者負担による測量の実施を求められる場合も 

 ・長年にわたり耕作放棄された荒廃地を再利用するには、多くの人手と労力を要した 

 

４．電牧柵設置にかかったコスト 

◇第２圃場 （ ０．７１ha 、外周 ３２０m 、 三段張り ） 

資材名 仕様 単価 数量 金額（税込） 

コーナー支柱 単管パイプ 2m ７００ １３本 ９，１００ 

中間支柱 りんご支柱 ２５０ ３６本 ９，０００ 

クランプ 自在 １５０ ５個 ７５０ 

ドリルねじ 碍子固定用 24mm以上 ２ ２５５本 ５１０ 

チェーン ゲート １２０ １６m １，９２０ 

ゲートハンドル  ２７８ ４個 １，１１２ 

アンダーグラウンドケーブル  ７０ １５m １，０５０ 

碍子 ＷＰ ピンロック ２６ １２８個 ３，３２８ 

コーナー碍子 瀬戸 ６８ ６個 ４０８ 

緊張具  ２９８ ６個 １，７８８ 

緊張ハンドル  ２，５７３ １丁 ２，５７３ 

電牧器 B0.5 ２９，８００ １台 ２９，８００ 

ソーラーパネル 13w ２１，０００ １枚 ２１，０００ 

パネルスタンド  ５００ １本 ５００ 

バッテリー  １３，０００ １個 １３，０００ 

収納ボックス  １，２００ １個 １，２００ 

フェンシングワイヤー 2.5mm 650m ８，９２５ ２巻 １７，８５０ 

危険表示板  ２４８ ５枚 １，２４０ 

フェンスアラート  ２，９８０ １個 ２，９８０ 

計    １１９，０８３ 

 

◇第３圃場 （ ０．８８ha 、 外周 ４６０m 、 三段張り ） 

資材名 仕様 単価 数量 金額（税込） 

コーナー支柱 単管パイプ 2m ７００ １８本 １２，６００ 

中間支柱 りんご支柱 ２５０ ３４本 ８，０００ 

クランプ 自在 １５０ １７コ ２，５５０ 

ドリルねじ 碍子固定用 24mm以上 ２ ２７０本 ５４０ 

アンダーグラウンドケーブル  ７０ ２０m １，４００ 

碍子 ポリWP型 25ヶ入り ９４５ ６袋 ５，６７０ 

コーナー碍子  １４０ １０個 １，４００ 

緊張具  ２９８ ６個 １，７８８ 

フェンシングワイヤー 2.0mm 1,000m １３，６５０ １巻 １３，６５０ 

計    ４７，５９８ 

 

◇総コスト     １１９，０８３円 ＋ ４７，５９８円 ＝ １６６，６８１円   

→  １mあたりコスト ２１４円  



農業経営の概要

放牧地Ａ (第2圃場)  ０．７１ｈａ 放牧地Ｂ (第3圃場)　０．８８ｈａ

①
H16.10.8
H19.9.19

H19.11.16
H19.11.22
H19.11.28
H19.12.7

②
H20.5.27

H20.5.31
H20.7.9
H20.7.23
H20.7.30

H20.5.16 H21.6.12
H20.7.24 H21.6.23
H20.8.22 H21.7.10
H20.9.24 退牧 H21.8.3

区　分 H12年 H13年 H14年 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年
繁殖雌牛 4 4 5 4 6 6 8 9 10
子牛 2 2 1 4 4 3 7 7 8

子牛生産率 - 50.0 25.0 80.0 100.0 50.0 116.7 87.5 88.9

7）　子牛売上 (千円）

販売月日 性別 生年月日 母 父 祖父 祖々父 日齢 体重 販売
H20.3.6 ♀ H19.5.2 たにくに 福栄 北国７の８ 菊谷 309 239 237
H20.6.12 去 H19.8.13 としはれなみ 安茂勝 福利桜 糸晴波 304 340 344
H20.7.10 去 H19.8.22 さくら 菊安舞鶴 福之国 安平 323 298 251
H20.8.7 去 H19.10.19 はつこ３１ 菊安舞鶴 安平 上福 293 289 411
H20.8.7 去 H19.10.8 みどり２４８ 安茂勝 安平 平茂勝 304 305 450
Ｈ20.911 去 H19.11.12 ひとみ 菊安舞鶴 福桜 安平 304 293 451
H20.12.11 ♀ H20.2.24 あみ 安茂勝 紋次郎 茂重波 291 290 329

H21.3.12 去 H20.5.20 よしこ 菊安舞鶴 安平 糸秀 296 313 492
H21.5.14 ♀ H20.7.23 たにくに 勝忠平 北国７の８ 菊谷 295 335 545
H21.8.6 ♀ H20.9.24 さくら 安茂勝 福之国 安平 316 327 364

平均 304 303 387

・

・
・

・
・

地域ぐるみで放牧に関心を持っていただいた事が良かった。

【良かった点】

３）　施設、機械

５）　放牧状況

Ｂ牧区（０．８８ｈａ）

子牛生産率：各年の子牛頭数÷前年末繁殖牛頭数×100

8）　まとめ

Ｂ牧区耕作放棄地を借りる（放牧地として使う条件）
Ｂ牧区電牧の設置完成

Ｂ牧区の測量と資材の精算

平成21年9月17日

ＡＢＥ　ＦＡＲＭ

知人の協力により無事交渉成立

代表　阿部恵二

２回目の交渉になるので地権者の知人に交渉を依頼

Ａ牧区電牧の設置完成

Ａ牧区に放した牛を見ていると、牛のためにもっと広い面積が欲しいと思い
向かい側の耕作放棄地を借りようと思ったが、以前に放牧の話が
とりやめになった経緯があった

【改　善　点】

４）　放牧取組までの経緯
Ａ牧区（０．６７ｈａ）うち私有地０．２６ｈａ

Ａ牧区3頭入牧
放牧中の分娩で1頭退牧
Ａ牧区2頭入牧
Ｂ牧区へ移動（現在４頭放牧中）

6）　繁殖雌牛飼養頭数、子牛生産頭数の推移

放牧を通し、多くの人と情報交換やｱﾄﾞﾊﾞｲｽを受けられた事、

電牧機の威力が強く、適切に管理すれば牛は自然の中がいいと実感しました。

１）　農地面積

２）　飼養頭数

Ａ牧区１頭入牧

水稲作付　１．７ｈa　転作牧草　３．８ha　草地　０．５ｈａ

電柱繋ぎ牛舎９９㎡　ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ牛舎（ﾌﾘｰﾊﾞｰﾝ）１９９㎡
トラクター２３ｐｓ、４２ｐｓ、モア、ヘーメイカ、９０ｃｍロールベーラ
ラップマシン、軽ダンプ、１．５トラック

繁殖牛１１頭

Ａ牧区２頭入牧

外周の草払、ﾘｻｲｸﾙ資材のりんご支柱を購入

3日に1度350ℓの水を運んでいるが、新鮮なわき水をうまく利用したい。

須川改良区の勧めで耕作放棄地を借りる（１０年後草地化の条件）
草地造成の資金等で思案していたところ農業委員より
重機の草地造成のほか電牧で牛を放す方向も考えるようｱﾄﾞﾊﾞｲｽを受ける
普及ｾﾝﾀｰから電牧について説明を受ける
大雪の中Ａ牧区の測量と資材の積算

飼料費の節約、管理の省力化、繁殖障害防止、農地の有効利用、景観の保全などのメリットがありました。

Ｂ牧区へ移動

牛舎から5㎞も離れた場所へ牛を放す事に不安があったが、思っていた以上に

放牧により捕まえにくくなる牛がある。
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第９回放牧サミット開催要領

主 催 社団法人日本草地畜産種子協会

後 援（予定） 岩手県、社団法人岩手県農業公社

１ テーマ

「放牧の推進で地域は変わる」 －放牧推進の効果とその担い手－

放牧は、輸入飼料への依存から脱却し、飼料基盤に立脚した循環型畜産を実現する手

段として、その推進が重要となっている。このような中、全国各地において水田や耕作

放棄地等を活用した放牧、酪農の集約放牧などさまざまな放牧の取り組みが進められて

おり、これらの取組みが地域農業さらには地域社会の維持、活性化にも寄与している。

今回のサミットでは第１回放牧サミットを開催した岩手県において放牧を推進した効果

等を検証し、地域活性化推進の手段としての放牧の役割と今後の放牧畜産の展開方向を

探る。

２ 日時 平成２１年９月１６日（水）～１７日（木）

３ 場所

（１） 講演会・パネルディスカッション（９月１６日（水 ））

岩手県盛岡市盛岡駅西通１-７-１ TEL：019-606-1717

いわて県民情報交流センター【アイーナ７階ホール】

（２） 現地検討会（９月１７日（木 ））

Ⅰ 公共牧野コース

Ⅱ 集落営農～里山放牧コース

４ 日程

第１日目 ９月１６日（水 【講演会・パネルディスカッション】）

（受付） １２：００～１３：００

（１） 開会、挨拶 １３：００～１３：２０

（２） 講演 １３：２０～１４：４０

「放牧畜産の取り組みと地域活性化」

東北農業研究センター研究管理監

須山 哲男氏 １３：２０～１４：１０

「放牧畜産基準認証制度について」

（社）日本草地畜産種子協会主幹

上野 孝志氏 １４：１０～１４：４０

（３） 事例発表（各人４０分） １４：４０～１６：５０

「急速に拡大 いわての放牧」 ～岩手県一関地域の放牧推進の取り組み～

岩手県県南広域振興局一関総合支局農林部主任

小川 音々氏 １４：４０～１５：２０

（休 憩） １５：２０～１５：３０



「相の沢牧野、ゼロからの取り組み」 ～集約放牧による草地管理と経営の改善～

岩手県滝沢村経済産業部農林課主任主査

田沼 政司氏 １５：３０～１６：１０

「日本短角種の高付加価値化の取り組み」 ～放牧と粗飼料による高付加価値化～

岩手県岩泉町農林水産課主査

佐々木 修二氏 １６：１０～１６：５０

（休 憩）会場模様替え １６：５０～１７：００

（４） パネルディスカッション（６０分） １７：００～１８：００

「放牧が拓く地域農業の未来 （質疑応答時間込み）」

司会：落合放牧アドバイザー

パネラー：農林水産省、講演・事例発表者

（５） 閉会 １８：００

（６） 懇親会 １８：３０

第２日目 ９月１７日（木 【現地検討会】 ０８：３０～１６：３５）

Ⅰ 公共牧野コース 昼食（くずまき高原牧場もくもくドーム）

相の沢牧野・くずまき高原牧場

Ⅱ 集落営農～里山放牧コース 昼食（平泉レストハウス）

大平地域営農活性化組合・須川営農団地

（Ⅰ）コースは、盛岡出発～盛岡駅経由～花巻空港着

（Ⅱ）コースは、盛岡出発～一ノ関駅・花巻空港経由～盛岡駅着

５ 会費

懇親会費（１６日夜） ５，０００円

現地検討会参加費（１７日昼食代） １，０００円

６ 参加申込み方法

別紙放牧サミット参加申込書によります。



○ 行程表

Ⅰ 公共牧野コース 盛岡駅発08:30 所要時間 40分

相の沢牧野着09:10 相の沢牧野滞在時間09:10～10:10 60分

相の沢牧野発10:10 所要時間 110分（途中道の駅「石神の丘」経由）

くずまき高原牧場着12:00

くずまき高原牧場もくもくドーム滞在（昼食）12:00～12:30 30分

くずまき高原牧場農場12:30 滞在時間 90分

くずまき高原牧場発14:00 所要時間 95分

盛岡駅着15:35

盛岡駅発15:45 盛岡ＩＣ16:00 花巻空港ＩＣ16:30 花巻空港着16:35

Ⅱ 集落営農～里山放牧コース 盛岡駅発08:30 盛岡ＩＣ08:40 平泉前沢ＩＣ09:40

東北道経由所要時間 60分 （途中前沢ＳＡ経由）

一般道所要時間 60分

大平地域営農活性化組合着10:30

大平地域営農活性化組合滞在時間10:30～11:15 滞在時間 45分

大平地域営農活性化組合発11:15 所要時間 45分

平泉レストハウス着12:00

平泉レストハウス滞在時間（昼食）12:00～13:00 60分

平泉レストハウス発13:00 所要時間 30分

須川営農団地着13:30

須川営農団地滞在時間13:30～14:15 45分

須川営農団地発14:15 所要時間 15分

一ノ関駅着14:30

一ノ関駅発14:35 所要時間 15分

一関ＩＣ14:50 花巻空港ＩＣ15:35 花巻空港着15:40

花巻空港発15:45 花巻空港ＩＣ15:50 盛岡ＩＣ16:20

盛岡駅着16:35

なお、行程は目安であり、当日の道路事情等により遅れることがありますのでご了承下さい。



別紙

第９回放牧サミット参加申込書

参加申し込みは平成２１年９月４日（金）午前中必着でお願い致します。

団体名

住所（所在地）

電話

ＦＡＸ

e-mail

９月１６日（水） ９月１７日（木）（ふりがな） 職 業

現地検討会 バス降車場所参加者 所 属 講演会 懇親会 昼食

花巻空港氏 名 職 名 参 加 参 加 有無希望コース 盛岡駅

○を記入 ○を記入等 ○ × ○ × Ⅰ Ⅱ ○ ×

合 計

記入上の注意：氏名・職業欄以外は必要欄に○印を記入して下さい。

氏名記入欄が少ない場合は適宜増やして下さい。

１ 申し込みは、ＦＡＸ・郵送・メール若しくはＨＰの申込書でお願いします。

提出後に変更が生じた場合は、締切り前でしたら至急ご連絡下い。

締切り後の変更はご容赦下さい。

現地検討会コース・昼食の変更には対応できませんので、予めご了知下さい。

その場合でも昼食代は請求させていただきますので予め、ご了知下さい。

２ 講演会会場には、食事を摂る場所はありませんので、予めご承知おき下さい。

３ 現地検討会会場は駐車場がないため、参加者全員バス利用となりますので、予めご承知下

さい。また、自家用車のご利用はご遠慮下さい。

４ ９月１６日（水）当日の宿泊施設については、各人にて手配下さい。

５ ９月１６日（水）講演会の施設は全館禁煙です。煙草は遠慮いただきます。

、 、 、６ 確認のため 参加申込書到着後 受領日付を書いて当協会からＦＡＸで返送致しますので

ＦＡＸが届かない場合はご一報下さい。

７ 懇親会会場は「ホテルメトロポリタン盛岡」で開催致します。

社団法人日本草地畜産種子協会 担当 早坂

〒１０４－００３１ 東京都中央区京橋１－１９－８ 大野ビル

ＴＥＬ ０３－３５６２－７０３２ ＦＡＸ ０３－３５６２－１６５１

e-mail:hayasaka@souti-fsa.or.jp ＨＰ：http://souchi.lin.go.jp/



参 加 申 込 確 認 通 知 書

団体名

参加者数 下記合計欄記載数のとおり

９月１６日（水） ９月１７日（木）（ふりがな）

講演会 懇親会 現地検討会 昼食 バス降車場参加者

参 加 参 加 希望コース 有無 盛岡駅 花巻空港氏 名

○ × ○ × Ⅰ Ⅱ ○ × ○ ○

合 計

平成２１年 月 日確かに上記内容の参加申込書を受付け致しました。

社団法人日本草地畜産種子協会 担当 早坂



【会 場】いわて県民情報交流センター アイーナ７階ホール 

【懇親会】ホテルメトロポリタン盛岡 
 

 

 

【会場】いわて県民情報交流

センター（アイーナ） 

【懇親会】 

ホテルメトロポリタン盛岡 

【現地検討会】集合場所 

（バス乗場） 



 

 

 
 

放牧サミット 現地検討会コースⅠ 

くずまき高原牧場 

相の沢牧野 



 

 

 

放牧サミット 現地検討会コースⅡ 放牧サミット 現地検討会コースⅡ 

須川営農団地 

大平地域営農活性化組合 



　「牛」をキーワードに、一歩一歩着実に前進する取り組みを進め、

元気な岩手を全国に発信します。

　岩手には、牛にまつわる様々な資源

や歴史・文化があります。

・全国有数の畜産県

・南部牛追い唄、塩の道

・小岩井農場、牛の博物館など

そして、今年は丑年。





　「牛」をキーワードに、一歩一歩着実に前進する取り組みを進め、

元気な岩手を全国に発信します。

　岩手には、牛にまつわる様々な資源

や歴史・文化があります。

・全国有数の畜産県

・南部牛追い唄、塩の道

・小岩井農場、牛の博物館など

そして、今年は丑年。




