
報告事項１ 平成２８年度事業報告の件 

 

１．会員の構成（平成 29年 3月 31日現在の会員数） 

 部会 個人 法人 小計 計 

1号 

農業経営者 

稲 作 068 003 71 

470 

野菜・花卉 

果樹生産  
051 25 76 

養 鶏 017 031 48 

養 豚 101 56 157 

肉 用 牛 039 007 46 

酪 農 016 004 20 

企画交流  005 7 12 

小 計 297 133 430 

2号 消 費 者  002 

3号 関係団体等  033 

4号 学識経験者  005 

 

２．事務所所在地 千葉県千葉市中央区中央四丁目 10番 12号 

 

３．会議等の開催状況 

 

１）定時総会 

   平成 28年 6月 20日（マロウドインターナショナルホテル成田） 

   決議事項 

   第 1号議案 平成 27年度決算の承認の件 

   第 2号議案 任期満了に伴う役員選任の件 

   報告事項 

   平成 27年度事業報告の件 

   平成 27年度公益目的支出計画実施報告の件 

   平成 28年度事業計画の件 

   平成 28年度収支予算の件 

 

 

 

 

 

 



２）理事会 

 

  第 1回理事会 

   平成 28年 5月 20日（蚕糸会館） 

   決議事項 

   会員の入退会の承認について 

   平成 27年度事業報告について 

   平成 27年度決算報告について 

   平成 27年度公益目的支出計画実施報告書について 

   任期満了に伴う役員選任について 

   平成 28年度定時総会開催について 

 

  第 2回理事会 

   平成 28年 6月 20日（マロウドインターナショナルホテル成田） 

   決議事項 

   代表理事、副会長の選定について 

 

  第 3回理事会 

   平成 28年 12月 1日（蚕糸会館） 

   決議事項 

   会員の入退会の承認について 

   平成 29年賀詞交歓会について 

   人材確保事業について 

   平成 28年度第 4回理事会について 

 

  第 4回理事会 

   平成 29年 3月 22日（蚕糸会館） 

   決議事項 

   会員の入退会の承認について 

   平成 29年度事業計画及び収支予算(案)について 

 

３）監査会 

   平成 28年 5月 13日（本会事務所） 

 

 

 

 

 



４）第 1回正副部会長会議 

   平成 28年 10月 5日（ヒューマンプラザ黄鶴） 

   議題 

   会員の入退会について 

   平成 29年度賀詞交歓会開催について 

   各部会活動について 

   人材確保事業について 

   平成 28年度関東ブロック農業法人等交流会 inちばの開催について 

 

４．農業振興事業の実施報告 

 

  青葉の森ゴールデンウィークイベント 

   平成 28年 5月 7日（青葉の森公園） 

 

  農業経営者講習会 

   平成 28年 6月 20日（マロウドインターナショナルホテル成田） 

   講演 

   地域に潜在する人材を掘り起こすには。 

   株式会社トラコムソリューションズ 

   代表取締役社長 西田 貴一郎 氏 

 

  花の丘 deおまつりだ！ 

   平成 28年 9月 11日（千葉県立北総花の丘公園） 

 

  東京食肉市場まつり 

   平成 28年 9月 26・27日 

   （第一ホテル東京シーフォート、東京都中央卸売市場食肉市場） 

 

  第 10回千葉県畜産フェア 

   平成 28年 10月 22日（船橋競馬場） 

 

  第 7回ファーマーズ＆キッズフェスタ 2016 

   平成 28年 12月 10・11日（日比谷公園） 

 

 

 

 

 



  平成 28年度北総・海匝地域畜産経営技術講習会 

   平成 29年 2月 9日（ヒューマンプラザ黄鶴） 

   講演 

   夢は叶えるもの 

   株式会社大平畜産工業 代表取締役 CEO 川合 昭夫 氏 

   つくる農業から売れる農業 

   農業生産法人株式会社たけやま 会長 伊藤 正起 氏 

   情報提供 

   最新の種雄牛情報について 

   一般社団法人家畜改良事業団 前橋種雄牛センター 原澤 幹夫 氏 

   外国人労働者受け入れ特区について 

   千葉県農林水産部畜産課 企画経営室 室長 井出 基雄 氏 

   事業性評価融資について 

   株式会社日本政策金融公庫 農業食品第二課 課長 中野 眞一 氏 

 

５．全体事業における実施報告 

 

  平成 29年新春賀詞交歓会 

   平成 29年 1月 16日（三井ガーデンホテル千葉） 

   新春講演会 

   千葉駅エキナカの開発について 

   株式会社千葉ステーションビル  

   ニューペリエ計画推進部 担当部長 峰川 寛 氏 

   情報提供 

   農業界と経済界の連携による先端モデル農業確立実証事業について 

   有限会社あずさ監査法人 マネージング・ディレクター 原 誠 氏 

 

  三越伊勢丹千葉店へ出展 

   三越伊勢丹千葉店（千葉市中央区） 

 

   平成 28年 4月 20日～26日 

   出店 

   ひふみ養蜂園（ハチミツ等） 

   ホームオブマザーズ（ジェラート） 

   杉本好一（小玉スイカ） 

   亀や和草（和菓子等） 

 

 



   平成 28年 5月 9日～17日 

   株式会社生産者連合デコポン（野菜） 

   有限会社西野（卵） 

 

   平成 28年 6月 15日(水)～20日(月) 

   出店 

   宇井憲司（ハンバーグ等） 

   ジェリービーンズ（焼売等） 

   有限会社河野製茶工場（お茶） 

   いも工房（干し芋） 

   武藤弘行（野菜） 

   農業生産法人株式会社耕す（野菜） 

   有限会社九十九里ファーム（とりそぼろ、卵焼き） 

 

  平成 28年度海外派遣農業研修生候補者選考会 

   平成 28年 8月 24日・10月 12日（千葉県庁 南庁舎） 

 

  平成 28年度関東ブロック農業法人等交流会 inちば 

   平成 28年 10月 26日・27日（マロウドインターナショナルホテル成田） 

   内容 

   三重県における大規模施設園芸の取り組みおよび生産管理手法について 

   株式会社浅井農園 代表取締役 浅井 雄一郎 氏 

   トークセッション 

   現地視察 

   ファームサポートかとり株式会社、THE FARM 

 

  第 11期牧草栽培事業 

   肉用牛部会、酪農部会が主体となり、環境に配慮した循環型自給飼料の栽 

  培を実施しました。 

   対象地区：旭市萬歳地区 

   堆肥搬入：69台（4t車換算） 

   収穫量：122本（ロールサイレージ） 

 

 

 

 

 

 



  家畜防疫互助事業 

   海外悪性伝染病が発生した場合に備えて生産者が積立を行い、発生時に 

  経営再開までに必要な経費等を相互支援する事業に本会も協力しました。 

   加入実績 

   契約数（牛）15戸 

   契約数（豚）15戸 

 

  県産銘柄牛肉（せんば牛）の事務局 

   せんば牛グループ及びコウゴ牛の事務委託を行いました。 

 

  農業簡易帳簿の販売 

   本会オリジナルの農業簡易帳簿を 117部販売しました。 

 

   牛肉販売 

   夏期と冬期の年二回、牛肉の販売を行いました。 

   販売実績（夏期）42個 

   販売実績（冬期）42個 

 

  CAA通信の発行 

   広報誌 CAA通信を月末に発行し、行事予定の案内や実施事業の報告及び 

  農業に関する情報提供を行いました。 

 

６．専門部会の活動報告 

 

１）稲作部会 

 

  平成 28年度農地中間管理事業に関わる稲作部会意見交換会 

   平成 28年 6月 24日（山武市文化会館のぎくプラザ） 

   議題 

   平成 28年度農地利用集積推進について 

   意見交換会 

 

  第 41回全国稲作経営者現地研究会 inふくおか 

   平成 28年 7月 11日・12日（ホテル日航福岡） 

 

  第 1回稲作部会現地研修会 

   平成 28年 7月 14日 

   （県総合研究センター水田利用研究室、香取市小見川社会福祉センターさくら館） 



 

  第 2回稲作部会現地研修会 

   平成 28年 11月 8日（三井化学アグロ株式会社、東部台文化会館） 

 

  第 26回関東地区稲作経営者現地研究会 

   平成 28年 12月 13日・14日（伊香保温泉古久家） 

 

  第 1回稲作部会全体会議 

   平成 29年 1月 11日（蚕糸会館） 

   議題 

   平成 29年度事業計画について 

 

２）企画交流部会 

 

  三越伊勢丹千葉店へ出展 

   三越伊勢丹千葉店（千葉市中央区） 

 

   平成 28年 4月 20日～26日 

   出 店 

   ひふみ養蜂園（ハチミツ等） 

   ホームオブマザーズ（ジェラート） 

   杉本好一（小玉スイカ） 

   亀や和草（和菓子等） 

 

   平成 28年 5月 9日～17日 

   株式会社生産者連合デコポン（野菜） 

   有限会社西野（卵） 

 

   平成 28年 6月 15日(水)～20日(月) 

   出 店 

   宇井憲司（ハンバーグ等） 

   ジェリービーンズ（焼売等） 

   有限会社河野製茶工場（お茶） 

   いも工房（干し芋） 

   武藤弘行（野菜） 

   農業生産法人株式会社耕す（野菜） 

   有限会社九十九里ファーム（とりそぼろ、卵焼き） 

 



  平成 28年度海外派遣農業研修生候補者選考会 

   平成 28年 8月 24日・10月 12日（千葉県庁 南庁舎） 

 

  平成 28年度関東ブロック農業法人等交流会 inちば 

   平成 28年 10月 26日・27日（マロウドインターナショナルホテル成田） 

   内 容 

   三重県における大規模施設園芸の取り組みおよび生産管理手法について 

   株式会社浅井農園 代表取締役 浅井 雄一郎 氏 

   トークセッション 

   現地視察 

   ファームサポートかとり株式会社、THE FARM 

 

  第 7回ファーマーズ＆キッズフェスタ 2016 

   平成 28年 12月 10日・11日（日比谷公園） 

 

  野菜・花卉・果樹生産部会、企画交流部会（産直ネットワーク）合同研修会 

   平成 29年 3月 7日（マロウドインターナショナルホテル成田） 

   講演 

   農業における販路開拓について 

   NPO法人日本プロ農業総合支援機構 コンサルタント 高田 裕司 氏 

   情報提供 

   株式会社アグリスリーの経営紹介 

   株式会社アグリスリー 代表取締役 實川 勝之 氏 

   農林中央金庫からの融資紹介 

   意見交換及び平成 29年度各部会活動について 

 

３）肉用牛部会 

 

  肉用牛部会酪農部会合同 全体会議及び(株)日本政策金融公庫との交流会 

   平成 28年 6月 30日（のさか望洋荘） 

   内容 

   県農林水産部畜産課意見交換会について 

   BVD－MDについて 

   肉用牛部会、酪農部会の活動について 

   株式会社日本政策金融公庫との交流会 

 

 

 



  畜産部会合同 県農林水産部畜産課との意見交換会 

   平成 28年 7月 19日（ホテルプラザ菜の花） 

   内容 

   県農林水産部畜産課からの情報提供 

   県農林水産部畜産課と会員との意見交換 

 

  第 45回肉用牛部会枝肉勉強会 

   平成 28年 11月 24日（東京都中央卸売市場食肉市場） 

   受賞 

   千 葉 県 知 事 賞 伊藤 茂雄 氏 

   東京食肉市場賞 土佐 英樹 氏 

   千葉県農業協会賞 山崎 巌 氏 

   千葉県農業会議賞 株式会社しあわせ牛 

 

  平成 28年度第 2回肉用牛部会全体会議 

   平成 29年 2月 9日（ヒューマンプラザ黄鶴） 

   議題 

   平成 28年度事業計画並びに事業実績について 

   平成 29年度事業計画について 

 

  平成 28年度北総・海匝地域畜産経営技術講習会 

   平成 29年 2月 9日（ヒューマンプラザ黄鶴） 

   講演 

   夢は叶えるもの 

   株式会社大平畜産工業 代表取締役 CEO 川合 昭夫 氏 

   つくる農業から売れる農業 

   農業生産法人株式会社たけやま 会長 伊藤 正起 氏 

   情報提供 

   最新の種雄牛情報について 

   一般社団法人家畜改良事業団 前橋種雄牛センター 原澤 幹夫 氏 

   外国人労働者受け入れ特区について 

   千葉県農林水産部畜産課 企画経営室 室長 井出 基雄 氏 

   事業性評価融資について 

   株式会社日本政策金融公庫 農業食品第二課 課長 中野 眞一 氏 

 

 

 

 



４）酪農部会 

 

  酪農部会セミナー 

   平成 28年 5月 12日（マロウドインターナショナルホテル成田） 

   講演 

   今いる経産牛にもうひと働きして貰う為に 

   株式会社 COWOX 代表取締役 コンサルタント獣医師 川上 太郎 氏 

   今後の道産乳用初妊牛の出回り予測 

   ホクレン農業協同組合連合会 酪農部家畜販売課 中江 航 氏 

   豪州産ホルスタイン輸入牛について 

   株式会社アグリーム 部長 吉田 誠 氏 

   受胎率向上対策 

   家畜改良事業団前橋種雄牛センター 主任 原澤 幹夫 氏 

   ジェネティクス北海道広域事業所業務課長 川又 満幸 氏 

   導入牛助成事業等の紹介 

   千葉県農林水産部畜産課 

   平成 28年度公庫資金について 

   株式会社日本政策金融公庫千葉支店 

 

  肉用牛部会酪農部会合同 全体会議及び(株)日本政策金融公庫との交流会 

   平成 28年 6月 30日（のさか望洋荘） 

   内容 

   県農林水産部畜産課意見交換会について 

   BVD－MDについて 

   肉用牛部会、酪農部会の活動について 

   株式会社日本政策金融公庫との交流会 

 

  畜産部会合同 県農林水産部畜産課との意見交換会 

   平成 28年 7月 19日（ホテルプラザ菜の花） 

   内容 

   県農林水産部畜産課からの情報提供 

   県農林水産部畜産課と会員との意見交換 

 

  豪州産ホルスタイン雌牛の導入希望調査 

 

 

 

 



  第 1回酪農部会全体会議 

   平成 29年 2月 9日（ヒューマンプラザ黄鶴） 

   議題 

   平成 28年度事業計画並びに事業実績について 

   平成 29年度事業計画について 

 

  平成 28年度北総・海匝地域畜産経営技術講習会 

   平成 29年 2月 9日（ヒューマンプラザ黄鶴） 

   講演 

   夢は叶えるもの 

   株式会社大平畜産工業 代表取締役 CEO 川合 昭夫 氏 

   つくる農業から売れる農業 

   農業生産法人株式会社たけやま 会長 伊藤 正起 氏 

   情報提供 

   最新の種雄牛情報について 

   一般社団法人家畜改良事業団 前橋種雄牛センター 原澤 幹夫 氏 

   外国人労働者受け入れ特区について 

   千葉県農林水産部畜産課 企画経営室 室長 井出 基雄 氏 

   事業性評価融資について 

   株式会社日本政策金融公庫 農業食品第二課 課長 中野 眞一 氏 

 

５）野菜・花卉・果樹生産部会 

 

  野菜・花卉・果樹生産部会、企画交流部会（産直ネットワーク）合同研修会 

   平成 29年 3月 7日（マロウドインターナショナルホテル成田） 

   講演 

   農業における販路開拓について 

   NPO法人日本プロ農業総合支援機構 

   コンサルタント 高田 裕司 氏 

   情報提供 

   株式会社アグリスリーの経営紹介 

   株式会社アグリスリー 代表取締役 實川 勝之 氏 

   農林中央金庫からの融資紹介 

   意見交換及び平成 29年度各部会活動について 

 

 

 

 



６）養鶏部会 

 

  千葉県産鶏卵消費促進イベント 

   平成 28年 6月 15日～20日（三越伊勢丹千葉店） 

   イベント中、第 27回千葉県鶏卵品質改善共進会の上位受賞者（有限会社北 

   川鶏園、有限会社光永ファーム、千葉エッグファーム有限会社、有限会社宮 

   本養鶏）の鶏卵 30パックを配布 

 

  第 1回養鶏部会全体会議 

   平成 28年 6月 20日（マロウドインターナショナルホテル成田） 

   議題 

   平成 27年度の活動報告・決算報告について 

   平成 28年度の活動計画について 

 

  平成 28年度養鶏研究大会 

   平成 28年 6月 21日・22日（伊香保温泉福一） 

 

  畜産部会合同 県農林水産部畜産課との意見交換会 

   平成 28年 7月 19日（ホテルプラザ菜の花） 

   内容 

   県農林水産部畜産課からの情報提供 

   県農林水産部畜産課と会員との意見交換 

 

  平成 28年度養鶏部会研修会 

   平成 28年 9月 13日（蚕糸会館） 

   養鶏部会全体会議 

   講演 

   ワクモ駆除剤エコノサドについて 

   日本イーライリリー株式会社 川口 倫寛 氏 

   穀物情勢について 

   株式会社カーギルジャパン 平部 大博 氏 

   ワクチンについて 

   森久保薬品株式会社 青木 茂美 氏 

 

 

 

 

 



  平成 28年度家きん勉強会 

   平成 28年 9月 7日（ヒューマンプラザ黄鶴） 

   主催 海匝地域畜産振興協議会 

   共催 一般社団法人千葉県農業協会 

   講演 

   最近の鶏病及びワクチン接種について 

   有限会社坂井利夫家禽・家畜診療所 坂井 利夫 氏 

   鳥インフルエンザに関する情報提供 

   千葉県東部家畜保健衛生所 専門員 中代 浩之 氏 

 

  卵料理勉強会 

   平成 28年 11月 2日（畜産総合研究センター） 

   講師 

   成田東武ホテルエアポート 総料理長 林 秀之 氏 

   メニュー 

   スタッフ ド エッグ 

   チキンのソテー とろーり卵とオランデーズソース 

   ベーコンとホウレン草のキッシュ風 

   キャビネットプリン 

 

  第 38回千葉県鶏卵品質改善共進会 

   平成 28年 11月 2日（畜産総合研究センター） 

   農林水産大臣賞 有限会社北川鶏園 北川 礼子 氏 

   千 葉 県 知 事 賞 有限会社光永ファーム 光永 瞳 氏 

   農林水産省生産局長賞 有限会社サンファーム 澤田 英治 氏 

   農林水産省関東農政局長賞 有限会社北川鶏園 北川 富基 氏 

   日本養鶏協会長賞 有限会社九十九里ファーム 林 恵子 氏 

   畜産総合研究センター長賞 有限会社たまご農場 実川 祐司 氏 

   千葉県農業協会長賞 有限会社髙津農場 牛尾 実 氏 

 

  第 2回養鶏部会全体会議 

   平成 28年 12月 5日（蚕糸会館） 

   議題 

   第 38回千葉県鶏卵品質改善共進会の報告 

   第 38回千葉県鶏卵品質改善共進会 表彰式 

   鳥インフルエンザに関する情報提供 

 

 



  平成 28年度養鶏研修会 

   平成 28年 12月 8日（千葉市生涯学習センター） 

   主催 公益社団法人千葉県畜産協会、一般社団法人千葉県農業協会 

   講演 

   アニマルウェルフェアの動向 

   東西産業貿易株式会社 長島 貴啓 氏 

   動物検疫所における鳥インフルエンザ防疫体制について 

   農林水産省動物検疫所成田支所 遠藤 明仁 氏 

 

  第 3回養鶏部会全体会議 

   平成 29年 1月 16日（蚕糸会館） 

   議題 

   平成 29年度事業計画について 

 

７）養豚部会 

 

  ゾエティス・ジャパン株式会社 講演会 

   平成 28年 4月 19日（ヒルトン成田） 

   講演 

   疾病は進化している！我々はどうか？～PED、PRRS、PRDCの最新事業～ 

   株式会社スワイン・エクステンション＆コンサルティング 

   代表取締役 大竹 聡 氏 

 

  第 1回養豚部会全体会議 

   平成 28年 4月 26日（マロウドインターナショナルホテル成田） 

   内容 

   養豚経営安定対策補完事業について 

 

  畜産部会合同 県農林水産部畜産課との意見交換会 

   平成 28年 7月 19日（ホテルプラザ菜の花） 

   内容 

   県農林水産部畜産課からの情報提供 

   県農林水産部畜産課と会員との意見交換 

 

  平成 28年度千葉県肉豚共進会 

   平成 28年 10月 4日・5日・6日（株式会社千葉県食肉公社） 

   主催 公益社団法人千葉県畜産協会 

   後援 一般社団法人千葉県農業協会 



  第 105回日本養豚学会大会 

   平成 28年 11月 10日・11日（ホテルポートプラザちば） 

   主催 日本養豚学会 

   後援 一般社団法人千葉県農業協会 

 

  千葉県養豚振興協議会・養豚部会合同全体会議 

   平成 28年 12月 24日（マロウドインターナショナルホテル成田） 

   内容 

   平成 29年度農林水産関係予算説明会 

   平成 29年度畜産物価格等決定について 

 

  千葉県養豚振興協議会・養豚部会合同役員会 

   平成 29年 1月 15日（童夢） 

   内容 

   平成 29年度活動計画について 

 


