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１０月の活動報告  ●は本会主催 

〇みどりの食料システム戦略における基本計画策定に

係るヒアリング（政策提言委員会活動の一環） 

 10/6（木）13：30～ One Drop Farm（市原市） 
出席者 千葉県農林水産部 

政策課 森田寛江様、小林陽介様 
安全農業推進課 佐藤侑美佳様 

     みどり産業㈱千葉工場 工場長 加藤正俊様 
     ㈱つなぐファーム 代表取締役 富岡弘典様 
    千葉県農業協会 

会長  實川勝之様 
     副会長 豊増洋右様、宇津木裕幸様 
     事務局長 松木英明 

生産者サイドより、有機農業の現状や今後の展開方法に 

ついて意見を述べた。 
 

〇自民党政調会における政策提言策定に係る意見交換会 
 出席者 自民党千葉県連 農林水産部会 
     部会長   高橋 秀典 様 
     副部会長  小路 正和 様 
           小池 正昭 様 
            實川 隆 様 
     千葉県農業協会 
     会長    實川勝之 様（梨、米） 
     副会長   宇津木 裕幸 様（米） 
     副会長   豊増 洋右 様（蜂蜜、有機野菜） 
     監事    宮澤 哲雄 様（養鶏） 
     養豚部会長 髙橋 秀樹 様（養豚） 
     酪農部会長 若月 一成 様（酪農） 
     事務局長  松木 英明 
     千葉県農林水産部（オブザーバー） 
     担い手支援課長 石井 克文 様 
     畜産課 副課長  菊地 里佳 様 
 当協会より、政策提言委員会の活動の一環として、

7/27 の県農林水産部長との意見交換時にまとめた意見・

要望を参考として提示するとともに、生産者より、中長

期的な政策も大切だが、現時点では今をどうやって乗り

切るかが重要と訴えた。 
 

●第 44 回千葉県鶏卵品質改善共進会 

10/12（水）9：30～ 千葉県畜産総合研究センター 

32 農場が 121 点を出品。畜産総合研究センターの研究

員を審査員として、目視と㈱ナベルの卵質測定装置

「DET600」を使って卵殻や卵黄、卵白などの鶏卵品質

を審査いただきました。受賞者は次の通りです。 
☆農林水産大臣賞      (農)宮 澤 農 産 様 
☆千葉県知事賞       (有)サンファーム 様 
☆農林水産省畜産局長賞   (株)秀 鶏 園 様 
☆農林水産省関東農政局長賞 鳥 飼 農 場 様 
☆日本養鶏協会長賞     鳥 飼 農 場 様 
☆千葉県畜産総合研究センター長賞 
              (有)北 川 鶏 園 様 
☆千葉県農業協会長賞     (有)北 川 鶏 園 様 
☆特別賞 
 もっこり賞       (有)太 田 農 産 様 
 殻元気賞       （有)牛 尾 農 場 様 
 美人賞         (有)宮 本 養 鶏 様 
 黄身は最高賞      (有)太 田 農 産 様 
 色白賞         千葉エッグファーム㈲ 様 
 桃色賞         (有)太 田 農 産 様 

 小麦色賞       （有）光永ファーム 様 
 鶏朗賞         (有)元 木 養 鶏 様 
 激レア賞        鳥 飼 農 場 様 

 

〇専門学校授業における当協会員による講義 第３弾 

 10/19（水）10：30～ ハッピー製菓調理専門学校 

講師 髙安恵子 様（愛東ファーム（株）代表取締役） 

鈴木治彦 様（鈴木養豚 代表） 

内容 ・養豚や SPF システムの解説 

・三元豚の説明 

・東庄町、「JA かとり東庄 SPF 豚研究会」の紹介 

・豚肉（東の匠 SPF 豚のロースとバラ）の試食 
 

〇令和４年度第１回食と農の連携シンポジウム  

 10/21（金）13：30～ ホテルプラザ菜の花 

報告「農業生産における気候変動の考え方」 

   千葉大学 副学長 松岡延浩 様 

講演「千葉の農と食の革新とバリューチェーン」 

   千葉大学 名誉教授 斎藤 修 様 

講演「海業の振興と漁業の革新」 

   東京海洋大学 副学長 婁 小波 様 
講演「農業経営の成長戦略と経営者の役割」 
  （一社）千葉県農業協会 会長 

 ㈱アグリスリー 代表取締役 實川勝之 様 
パネルディスカッション 
「千葉の食農と海業の革新の方向」 
コーディネーター：千葉大学 名誉教授  斎藤 修 様 
パネリスト：上記講演者 4 名  

千葉県農林水産部 
生産流通戦略担当部長  越川浩樹 様 

 

１１月の活動予定 

〇畜産フェアで卵の配布 

 11/4（金）10：00～ 三井アウトレットパーク木更津 

 卵 200 パック及び卵の啓発資料を配布し、卵の消費拡

大につなげる。 
 

●養鶏講習会（千葉県畜産協会と共催） 

 11/11（金）14：00～ホテルプラザ菜の花及び WEB 

 講演「バイオセキュリティ強化について」 

    東京農工大学 教授 竹原一明 様 

 講演「高病原性鳥インフルエンザの防疫対策について」 

    千葉県農林水産部家畜衛生対策室長 島田純様 

●第２回養鶏部会全体会議 

 11/11(金) 16：00～ホテルプラザ菜の花及び WEB 

 内容 畜産課との情報共有等  
 

●第３回理事会 

 11/17（木）13：30～ 千葉県農業協会事務所及び WEB 
 決議事項 ①会員の入退会について 
      ②新春交歓会について 
 報告事項 ①各部会の活動状況について 
      ②代表理事及び業務執行理事の職務執行 
       状況について 
  

●第 51 回肉用牛部会枝肉勉強会 

 11/18（金）8：30～  東京食肉市場 

 （11/15（火）搬入、11/16（水）と畜） 
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●若き経営者のつどい ※㈱日本政策金融公庫様との共催 

 11/18（金）16：00～  オンライン 

 10/28 の内容を踏まえたグループワーク及び講義 

※10/28 に参加された方のみ参加できます。 

●養豚部会勉強会 

 11/25（金）午後～㈱日本政策金融公庫千葉支店 

 ㈱日本政策金融公庫様との情報交換 
 

●専門学校授業における当協会員による講義 第４弾 

 11/30（水）10：30～ハッピー製菓調理専門学校 

 講師 古谷正三郎 様（㈱大地の恵み 代表） 
 

情報提供 

〇「モデル農場オンライン見学会」のお知らせ 

３号会員の渡辺パイプ株式会社様より情報をいただ

きました。 

お申込みは、11/21（月）までに当協会事務局へメール

にてご連絡ください（協会経由で会費が免除されま

す。）      ※メールアドレス caa@plum.ocn.ne.jp 

開催期日：１１月２５日（金）午後４時から 

株式会社吉ヶ﨑農園 代表 吉ヶ﨑大作様（鹿児島県） 

テーマ：「３代目キュウリ農家 着実に成功への導く

逆算の経営術」 

内 容：大学卒業後 1 年間の研修を経て鹿児島の実家

の農業を継承。「常に食卓に挙がる食材で需要

がなくなることがない」キュウリにビジネスと

しての可能性を確信。現在キュウリ１．４ｈａ、

水稲３３ｈａで生産。差別化の難しいキュウリ

を売れるキュウリにするために独自の経営ノ

ウハウを確立。大型ハウス導入や規格外を利用

した蒸留酒の製造に協力。 
 

〇全国農業経営者協会 合同セミナー 

日時 11/10（木） 14：30～17：00 

方法 WEB 会議システムを利用 

内容 ①インボイス制度や電子帳簿保存法を踏まえ

た「経理事務のデジタル化について」（仮） 

講師 吉川順子税理士事務所 

税理士・中小企業診断士 吉川順子様

②国産肥料資源の活用による「健康な土づくり」    

講師 東京農業大学 名誉教授 後藤逸男様 

11/7（月）までに当協会事務局へメールにてお申込

ください ※メールアドレス caa@plum.ocn.ne.jp 
 

〇園芸用パイプハウスの自力施工に係る研修会 

第１回 （香取農業経営者育成セミナーと合同開催） 

日時  11/29（火）12：30～16：30 

場所  JA 全農ちば営農技術センター 

 成田市並木町字大久保台 221-81 

 電話 0476-22-5131 

第２回 

日時  12/5（月）12：30～16：30 

場所  千葉県農業大学校油井農場 

東金市油井 1048 

電話 0475-78-4801 

お申込みは、11/15（火）までに当協会事務局へメール、

お電話、FAX でご連絡ください（どちらの回にご希望

かと携帯電話番号等の連絡先をお知らせください。） 
 

〇ちばアグリトップランナー経営塾 

経営者として求められる知識や技能を、営農しながら

体系的に学べる講座です。 

対象者 県内のおおむね 50 歳以下の農業者及び農業

者サポート人材※自身の経営に関する財務

情報をある程度把握されている生産者 

受講料 無料 

募 集 11/17(木)まで。原則申込先着順 → 

カリキュラム予定  

第１回 11/24(木)千葉市美術館 

    経営プラン①経営プランはなぜ必要か 

    講師 阿部梨園 マネージャー 

ファームサイド㈱  佐川友彦様 

第２回 12/8(木)千葉県農林総合研究センター(千葉市) 

    実践経営①経営の多角化に取り組む本音トーク 

    講師 ㈱One Drop Farm   豊増洋右様 

       ㈱GFK 浪川誠様 

第３回 12/22(木)千葉県農林総合研究センター(千葉市) 

     雇用管理研修  

講師 社会保険労務士 伊能賢一様 

第４回 1/13(金)オンライン（Zoom） 

    経営プラン②経営戦略とは 

    講師 阿部梨園 マネージャー 

ファームサイド㈱  佐川友彦様 

 第５回 1/27(金)㈱アグリスリー(横芝光町) 

     実践経営②６次産業化パティシエから農家へ 

     講師 経営塾卒業生  

㈱アグリスリー實川勝之様 

 第６回 2/9(木)オンライン(Zoom) 

経営プラン③伝え方・時間を意識したプレゼン 

    講師 阿部梨園 マネージャー 

ファームサイド㈱  佐川友彦様 

 第７回 2/22(水)千葉県農林総合研究センター(千葉市)

実践経営③経営塾卒業後の経営発展 

講師 経営塾卒業生 

   ㈱アグリシア JAPAN 津田乃梨子様 

 第８回 3/10（金）千葉市内予定 

     経営プラン④経営プラン発表会 

講師 阿部梨園 マネージャー 

ファームサイド㈱  佐川友彦様 

※第５回以外は、13：30～16：30 です。 

 第５回は 11：00～（昼食含む） 

※第３回は、「農家のための雇用管理研修会」と兼ねてい

る為、経営塾受講生以外もご参加いただけます。 

 

12/15 までにお申込ください → 
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〇第 60 回試験研究成果発表会 

日時 11/30（水） 13：00～16：30 

場所 いいおかユートピアセンター(旭市横根 1365-25) 
参加費無料、事前申し込み不要 
内容 
①炭酸ガス施用の効果を高める促成キュウリの環境 

制御          野菜研究室 大木浩様 
②ハウス抑制トマトの優良品種の選定 
    ～黄化葉巻病に強く、多収の新品種 
           野菜研究室 橋本奈都希様 

 ③盛夏どりのメロンの高温対策技術 
           東総野菜研究室 鈴木結花様 
 ④イノシシ被害発生の原因となる景観構造 
       ～事前に行う有効な対策とは～ 
           生産環境研究室 内田耕陽様 
 ⑤加工・業務用キャベツの端境期出荷に対応した貯蔵 

技術の確立    流通加工研究室 松本浩平様 
 ⑥「おおまさりネオ」と「Q なっつ」を活用したゆで

落花生の栽培技術 落花生研究室 青栁伸之介様 
 ⑦作型に応じたニンジン根部しみ病害（乾腐病・しみ

腐病）の防除手段  病理昆虫研究室 青木由様 
 ⑧秋まき冬どりダイコンの根重予測モデルの開発 

最重点プロジェクト研究室 小林孝太郎様 
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