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環境リサイクル肉牛協議会第 16 回総会 

特定非営利活動法人 環境リサイクル肉牛協議会第 7 回通常総会 

                     議  案  書 

 

2015 年６月６日（土） 午前１０時００分から ホテルグランテラス帯広 

会議次第  

１．開会挨拶 

２．議事録署名人 2 名の選出、書記 1 名選出 

３．議事 

 １）第１号議案 2014 年度事業報告及び収支決算に関する件 

 ２）第２号議案 2015 年度事業計画及び収支予算に関する件 

 ３）第３号議案 役員の改選 

4．そのほか 

5．閉会 

 

第 1 号議案 

Ⅰ．2014 年度事業報告 

 １．2014 年度会員募集 (2015 年 3 月末) 

   個人会員  17 名(+2) 

   団体会員  13 団体(+1)    合計 30(+3) 

   内訳）   生産者・生産者団体 10(+1) 

               食肉流通業者        4(+1) 

               消費者団体     1 

               学研・指導機関   9(+1) 

               飼料・食品業者   6 

 

 ２．総会・理事会等の開催 

  １）第 15 回総会   

2014 年 6 月 7(土) ランチョエルパソ２Ｆ 参加者：15 名 

・２０１3 年度事業報告・２０１3 年度決算報告 

・２０１4 年度事業計画・２０１4 年度予算 

・役員改選(2 年任期で更新なし) 

２）理事会 

第１回 2014 年 4 月 24 日（木）17:00  帯広市 とかちプラザ 

出席予定：９名 

① 次年度に向けて日程および準備確認 

  ・決算について 竹川会計事務所との打ち合わせ別添 

② シンポジウム  開催企画書・会場・講演者・話題提供 
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③ 補助事業への参入 

④業務報告 ・e－びーふニュースほか 

    第２回 2015 年 1 月 16 日（金）17:00～18:30 

新得町 北海道畜産試験場 研修施設 

出席予定：８名 

①シンポジウム総括 事業終了報告書・総括集・参加者名簿・収支報告 

②補助関連 

   ３）シンポジウム実行委員会    3 回開催； 

     8/22、9/19、2015/1/16 

   ４）カルビー ポテトピール検討会 5 回開催； 

第１回 4/24(木) カルビーポテト㈱帯広工場 １４名参加  

平成 26 年度エコフィード緊急増産対策事業実施主体検討 

第２回 6/6(金) カルビーポテト㈱帯広工場 １４名参加 

第３回 8/22(金) カルビーポテト㈱帯広工場 １0 名参加 

第４回 9/19(金) カルビーポテト㈱帯広工場 １0 名参加 乾燥テスト機運転 

第５回 2/25(木) カルビーポテト㈱帯広工場 8 名参加 

平成 27 年度エコフィード緊急増産対策事業実施主体検討 

2015 年度目標；2016 年度経産省の補助制度を活用し、カルビーポテト㈱帯

広工場が設備導入で進める。農水省のエコフィード緊急増産対

策事業実施主体は同次年度導入で農政事務所と調整中。 

 

 ３．学術情報の収集と肉牛飼養技術研修会の開催 

１） 学術情報の収集 

関連加入団体 ７ヶ所 年会費 23,500 円 

肉用牛研究会      (事務局/京都大学 年会費/3,000 個人窓口/左) 

家畜栄養生理研究会(九州大学高原実習室     4,000 左) 

日本畜産学会      (東京 公益社団法人      4,000 左) 

日本産肉研究会    (東北大学大学院農学研究科 3,000 左) 

畜産システム研究会(京都大学畜産資源学     3,000 花房) 

北海道畜産草地学会(                       2,500 左) 

北海道畜産技術連盟(北海道酪農畜産協会     4,000 左) 

 

２） 肉牛飼養技術研修会の開催 

第１回 ６月７日（土）10:00～場所：帯広市 ランチョ・エルパソ 参加１５名 

・グラスサイレージ給与による黒毛和種去勢牛の育成 畜試 遠藤氏 

・とうもろこしサイレージ給与による黒毛和種去勢牛の育成 齋藤氏 

・イアコーンサイレージ給与による黒毛和種去勢牛の肥育  糟屋氏 

第２回１月１６日（金）14:00～場所：新得町北海道畜産試験場内研修施設 10 名 

・肉牛研究の概要             畜産試験場 山本場長 
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・とうもろこしサイレージ給与による肥育  畜産試験場 佐藤氏 

     

 ４．第 11 回資源循環型牛肉生産シンポジウムの開催 

 10 月 17 日(金) とかちプラザ（帯広市） 

内容 

1)基調講演  「飼料米の肉牛生産における利活用」  

(独）農研機構・畜産草地研究所 樋口 幹人 主任研究員 

2)話題提供 1.「北海道内の飼料米の生産実例愛別町(合)A の一大村代表 

話題提供 2.「肉牛における飼料米の給餌実例」足寄町ひだまりファーム沼田氏 

話題提供 3. 「飼料米ととうもろこしサイレージを活用した肉牛生産技術の開発」

斎藤 早春研究員 (道総研畜産試験場 肉牛Ｇ) 

3)パネルディスカッション     パネラー：講演者、消費者代表 

4)食味試験  場所：帯広東急イン  主催：帯広畜産大学 口田研究室 

内容：交雑肥育牛の加齢による食味差異 

5)意見交換会   e-びーふ試食会 

6)現地検討会：10 月 18 日(土)午前中(希望者のみ)足寄町 沼田牧場 

参加者数： 1) シンポジウム 約１1０名) 現地検討会 １５名 

シンポジウム総括集発刊 

 

 ５．機関誌発行・ホームページ編集  定款５条１－⑤ 

１） 月刊情報誌「e-びーふ NEWS 北の牧場から」 毎月発刊する。 

環境リサイクル肉牛協議会報（旧アグリサイクル）は休刊。 

２） ホームページ：インターネットを利用し情報を公開・発信する体制の充実を図る。 

 

 ６．「e-び-ふ」認証事業  定款５条１－① 

１） 新たな e-びーふ認証農家の発掘できず。 

２） ｢e-びーふ｣の商標登録１０年間権利保持(2023 年まで) 

 

 ７．助成事業の取り組み 定款５条１－③ 

主体者；一般社団法人場所文化フォーラム 

事業名；平成 26 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（地域における草の根活動支援事業） 

   助成金額；499,000 円(2015/3/30 入金) 

 

 ８．2014 年度収支決算報告 

   別紙資料 決算書・監査報告、貸借対照表および財産目録参照。 
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第２号議案 

Ⅱ．2015 年度事業計画  

 １．会員募集  

  目標会員数 35 名以上を目指す。 

 

 ２．総会・理事会の開催 

  １）2015 年度第 16 回総会(NPO 法人第 7 回通常総会)  

  ２）理事会、事務局会議は必要に応じ開催する。 

 

 ３．学術情報の収集と飼養技術研修会の開催 定款５条１－② 

  １）肉牛関連学会・研究会の学術情報調査。会として参画する。 

  ２）自給飼料・副産物活用型牛肉生産に関する飼養技術研修会の開催。 

 

 ４．第 12 回資源循環型肉牛生産シンポジウム 2015 の企画・開催 

定款５条１－④ 

１） 北海道肉牛研究会 20 周年大会と共催事業 

２） 2015 年 11 月 6 日(金) 

開催場所；新得町 道総研 畜産試験場 

３） テーマ：「北海道型肉牛生産の課題と展望」 

 

 ５．機関誌発行・ホームページ編集    定款５条１－⑤ 

１） ｢e-びーふ NEWS 北の牧場から｣の月刊情報誌の発刊。 

２） ホームページ・インターネットを利用し情報を公開・発信する体制の充実を図る。 

 

 ６．「e-び-ふ」認証事業の活性化   定款５条１－① 

１） 新たな e-びーふ認証農家の発掘。 

２） 認証適格農場の実態調査。  

３） ｢e-びーふ｣の商標の活用 

 

 ７．肥育モデル作成事業  定款５条１－③ 

１） 飼料事業の検討：カルビーポテト㈱帯広工場検討会 4 回開催し進捗状況確認 

平成 28 年度エコフィード緊急増産対策事業実施主体申請 

２） アンガス飼養実態調査・統一飼養マニュアル作成 

北海道アンガス牛振興協議会との連動 

各牧場定期調査・分析・検討会の開催 

 

８．2015 年度予算案 

   (別紙 予算書 参照) 
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 第３号議案 

その他 

１．役員改選 （任期 2015 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日まで） 

   理事 5 名（理事長 1 名、副理事長 1 名）、監事 2 名、 任期 2 年 

    理事長   

   副理事長  

   理事    

   理事    

   理事    

   監事    

   監事    

２．協議会の運営体制 

 １）総務担当  協議会の運営、会計事務  (事務局) 

                 NPO 法人関連事務     (外部委託：竹川会計事務所） 

 ２）肉牛関連学会・研究会の学術情報調査  (左理事) 

 ３）飼養技術研修会の運営         (畜試) 

 ４）資源循環型肉牛生産シンポジウムの運営 (畜試・事務局) 

 ５）e-びーふ news 編集・ホームページ担当 (事務局) 

 ６）「e-び-ふ」認定委員会          (畜試) 

 ７）補助事業申請・運営           (事務局) 

 ８）飼料事業の推進            (畜試・事務局) 

 ９）アンガス飼養実態の調査分析検討会の開催(畜試・事務局) 

 事務局体制の充実： 

３．肉牛事業について 

  経産牛の肥育事業；引き続き調査 

 

以上。 


