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Ⅶ 研修及び技術指導Ⅶ 研修及び技術指導Ⅶ 研修及び技術指導Ⅶ 研修及び技術指導

2.研修会・講習会（畜試主催）

   開催無し

人数
2
7
1
2
1
20

1

1

8
1
3
1
2
2
1
3

1.研修生受入

研　　修　　者　　名 受入月日 区　分
星槎国際高等学校 4/18～4/18 大学等学生
酪農学園大学 5/9 大学等学生
日本甜菜製糖株式会社 5/14～6/1 企業等技術者
新得高等学校 6/20～6/22 大学等学生
岩手大学農学部 7/2～10/13 大学等学生
音更町和牛研修会 7/23 地域産業担い手（農業者）

酪農学園大学 7/23～7/27 大学等学生

酪農学園大学 8/27～8/31 大学等学生

酪農学園大学 8/31 大学等学生

岩手大学農学部 10/1～10/12 大学等学生

帯広畜産大学 9/18～9/28 大学等学生
北海道立農業大学校 9/24～9/28 大学等学生

酪農学園大学 11/26～11/30 大学等学生
酪農学園大学 2/6～2/7 大学等学生
理化学研究所 3/11～3/20 企業等技術者
酪農学園大学 3/14～3/15 大学等学生

3.普及指導員研修

人数 内容

4
黒毛和種の測尺方法と外0貌審査につい
て実際に牛を用意して説明した。

21
和牛審査の資格試験受講のための研修と
して牛の審査方法および体尺方法につい
て実際に牛を用いて研修が開催された。

4

13
黒毛和種への接し方や外貌審査について
実際に牛を用意して初心者にもわかりや
すく説明した。

36
マイコプラズマ乳房炎の発生実態等を説
明

30 池田町における取組み事例を説明

研　　修　　名 受入月日 研修対象

普及員専門研修（肉牛繁殖） 7/10～12 普及指導員

認定講習会事前研修（会場・研修牛の
対応）

8/22～24
農協、普及員、
黒毛和種関連団体

高度専門技術研修（肉牛） 9/4～9/8 普及指導員

肉牛研究懇話会 12/1 普及指導員

普及員研修新任者早期養成研修カリ
キュラム

9/24～9/28 普及指導員

9/29 普及指導員酪農研究懇話会
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4.技術指導4.技術指導4.技術指導4.技術指導

開催月日

肉牛G肉牛G肉牛G肉牛G
4月4日
4月5日

4月18日
5月10日
5月17日
6月4日
6月4日

6月11日
6月18日
6月27日
7月4日
7月4日

7月5日

7月6日
7月10日
8月17日
8月20日
9月4日

9月19日
9月20日
9月20日

10月10日
10月10日
10月12日
10月15日
11月7日
11月9日
11月7日
12月4日
12月6日

12月18日
1月9日

1月10日
2月24日
1月31日
2月1日

2月15日
2月18日
2月25日
2月28日
3月14日
3月15日

3月25日

農協黒毛和種の測尺方法と外貌審査について

黒毛和種の交配計画＆飼養管理について 農業者
子牛の発育改善策について 農協

牛肉の美味しさ評価等に関する学習会：遺伝子情報による美味
しい牛肉生産の可能性とは

農業団体

子牛の発育改善策について 農協
JICA研修：黒毛和種の育種改良・飼養管理について JICA研修生
和牛研修会：池田町における牛群改良の取り組みについて 農業者

去勢について 農業者
育種価の見方とその活用法について 普及指導員
黒毛和種の交配計画＆飼養管理について 農業者

黒毛和種の交配計画＆飼養管理について 農業者
子牛の発育改善策について 農協
牛肉のおいしさに関わるデータ活用について 各和牛生産振興協議会

池田町和牛研修会 農業者
黒毛和種の交配計画＆飼養管理について 農業者
子牛の発育改善策について 農協

黒毛和種の交配計画＆飼養管理について 農業者
子牛の発育改善策について 農協
ジェネティクス北海道種雄牛造成委員会における助言 農業団体

ＪＡネットワーク(和牛振興対策事業推進会議） 農業団体
新得町

黒毛和種の交配計画＆飼養管理について 農業者
子牛の発育改善策について 農協

レディースファーム講義

黒毛和種の交配計画＆飼養管理について 農業者
子牛の発育改善策について 農協
帯広市民大学 一般

雌牛1産取り肥育について 企業
黒毛和種の交配計画＆飼養管理について 農業者
子牛の発育改善策について 農協

黒毛和牛生産技術講習会 農業者

黒毛和牛生産技術講習会 農業者

子牛の発育改善策について 農協

子牛の発育改善策について 農協
肥育牛の飼養管理について 農業大学校
黒毛和種の交配計画＆飼養管理について 農業者

浦河町和牛研修会 和牛改良組合
ＪＡネットワーク(和牛振興対策事業推進会議） 農業団体
黒毛和種の交配計画＆飼養管理について 農業者

ジェネティクス北海道種雄牛造成委員会における助言 農業団体
黒毛和種の交配計画＆飼養管理について 農業者
子牛の発育改善策について 農協

名　　　　　称 主催者・対象者

黒毛和種の交配計画＆飼養管理について 農業者
子牛の発育改善策について 農協

5月24日

6月22日

9月18日
12月3日

3月4日

6月7日、8日

9月13､14日

12月12日～
12月14日

7月2日､3日

3月15日農業団体、農業者

中小家畜G中小家畜G中小家畜G中小家畜G

農業団体、農業者

名寄市ＳＰＦ農場生産技術検討会 農業団体、農業者

ハイコープ豚クラブ講習会

同上 農業団体

同上 農業団体

当別町ＳＰＦ農場生産技術検討会 農業団体、農業者

同上 農業団体、農業者

同上

本別町養豚場の技術指導 市町村、農業者
ホクレンスワインステーション種豚センターの「ハマナスＷ
２」維持の支援

農業団体

同上 農業団体
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開催月日

4月5日
4月6日
4月6日

4月10日

4月13日

4月16日

4月20日
4月27日
5月10日
5月11日

5月16日
5月21日
5月23日
5月28日

5月31日
5月31日
6月12日

6月14日
6月18日
6月21日
6月27日

6月28日
6月29日
7月4日

7月5日
7月5日

7月13日
7月13日
7月13日

7月20日
7月24日
7月30日
8月6日

8月10日

8月10日
8月17日
8月20日
8月21日

8月22日
8月23日
8月31日
9月3日
9月4日

9月5日
9月7日
9月7日

9月14日
9月18日

9月19日

9月21日
9月24日
9月25日

9月26日

9月26日

名　　　　　称 主催者・対象者

飼料用とうもろこし根腐病対策について 農業団体

十勝管内の肥育農家の肥育技術向上 農業団体
北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について

農協
十勝管内の肥育農家の肥育技術向上

TMRセンターサイレージ調製検討会講師 企業、普及センター
交雑牛生産に使用する黒毛和種種雄牛について
牛乳の自発性酸化臭対策について 市町村

農協

ＪＡ道東あさひ植生改善担当職員強化合宿研修会講師 農協、農業団体

大樹町の黒毛和種育成牛の発育改善

TMRセンターサイレージ調製検討会講師
TMRセンター、農協、およびコント
ラクター職員16名

大樹町の黒毛和種育成牛の発育改善 農協
ｷｸｲﾓに侵入された大豆畑のｸﾘｰﾆﾝｸﾞ法 普及センター

北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について 市町村

農業団体
牧草サイレージ収穫調製技術研修会講師 農業団体

牛乳の自発性酸化臭対策について 市町村
北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について 市町村
鹿追町の飼料用とうもろこしの欠株について 普及センター
士幌町コントラ会勉強会 農協、およびコントラクター職員

北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について 市町村
黒毛和種飼養管理の巡回指導 農業団体
黒毛和種改良打合せ 市町村
交雑牛生産に使用する黒毛和種種雄牛について 農協

北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について 市町村
北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について 市町村
北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について 市町村

津別町肥育農家の肥育技術向上 普及センター
北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について 市町村
黒毛和種飼養管理の巡回指導 農業団体
平成２４年度普及指導員専門技術研修（肉牛） 普及指導員4名
北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について 市町村

普及ｾﾝﾀｰOJT研修 普及センター
第５回しほろﾃﾞｲﾘｰｾﾐﾅｰ 農協
牛乳の自発性酸化臭対策について 農協
管内畜産担当者会議研修会講師 普及センター
北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について 市町村

牛乳の自発性酸化臭対策について 市町村
飼料用とうもろこし根腐病発生調査技術指導（十勝北部） 農業団体
北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について 市町村
コープさっぽろ　商品開発室との連携 一般

大樹町の黒毛和種育成牛の発育改善 農協
大樹町の黒毛和種の肥育技術の改善 農協
平成24年度釧路館内和牛専門技術員養成研修 農協
オホーツク自給飼料品質向上セミナー 技術普及室

飼料用とうもろこし根腐病発生調査技術指導（十勝南部） 農業団体
北海地鶏Ⅱの飼育方法について 市町村
十勝管内の肥育農家の肥育技術向上 農業団体
飼料用とうもろこし根腐病発生調査技術指導（十勝北部） 農業団体

十勝管内の肥育農家の肥育技術向上 農業団体

牛肉パックの１０ケタ番号-牛のトレーサビリティ制度につい
て-

帯広市民大学

飼料用とうもろこし根腐病発生調査技術指導（十勝南部） 農業団体

畜産試験場の研究と施設概要 技術普及課
飼料用とうもろこし生産技術研修会 企業

平成２４年度普及指導員新任者早期養成研修（集合研修・後
期）講師

H24採用新人普及職員12名

大樹町の黒毛和種育成牛の発育改善 農協

技術支援G技術支援G技術支援G技術支援G

市町村
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開催月日

9月28日

10月3日
10月4日

10月5日
10月13日

10月17日
10月19日
10月22日

10月23日
10月24日
10月30日
11月6日
11月9日

11月12日
11月14日

11月16日

11月19日
11月21日

11月21日
11月27日

11月28日

11月29日
11月29日

12月1日
12月12日

12月14日

12月17日
12月18日

12月20日

12月21日

1月15日

1月18日

1月24日

1月29日

1月30日
2月6日

2月7日

2月8日
2月9日

2月13日

2月18日
2月18日
2月22日
2月28日
3月1日
3月4日

3月11日

3月12日

3月18日

3月19日

3月27日
3月27日

名　　　　　称 主催者・対象者

平成２４年度 普及指導員研修（高度専門技術研修・乳牛･飼料
作物）

普及センター

津別町肥育農家の肥育技術向上 普及センター
公社と試験研究機関の連携について意見交換、会議 北海道、農業公社

北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について 市町村

ジャージー牛の肉質について 畜産公社
広尾町の肥育農家のビタミンＡ 農業団体

北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について 市町村
肥育牛の肉質について 市町村

JA営農生産販売部門(酪農・畜産)研修会における講演 農協学校　生徒15名
大樹町の黒毛和種育成牛の発育改善 農協
雑草防除セミナーでの講演 雑草学会員50名
H24年度日高管内植生改善対策検討会講師 北海道
スクラム十勝シンポジウム2012における講演 セミナー会員他、80名

池田町高島の繁殖農家技術支援 農協
飼料アップ陸別における講演 組合員、普及員、ＪＡ職員など30

北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について 市町村

平成24年度「自給飼料利用研究会」における講演 試験研究
北海道ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ組織連絡協議会H24秋季研修会における講演 協議会会員80名

交雑牛生産に使用する黒毛和種種雄牛について 農協
北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について 市町村

北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について 市町村

北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について 市町村
大樹町の黒毛和種育成牛の発育改善 農協

北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について 市町村
新得レディースファームスクールにおける講義 生徒10名、役場職員1名

牛乳の自発性酸化臭対策について 市町村

牛乳の自発性酸化臭対策について 市町村
交雑種肥育牛の肉質診断 市町村

草地植生改善技術指導
農協、農業団体、農業振興公社、
普及センター、試験場等12名

十勝総合振興局草地植生改善意見交換会
振興局、普及センター、種苗会
社、農協連、公社など30名

「草地の植生改善研修会」講師
農協、農業団体、農業振興公社、
普及センター、試験場等、農業者
など33名

北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について 市町村

草地植生改善現地指導
農協、農業団体、農業振興公社、
普及センター、試験場等、農業者
など26名

交雑種肥育牛の肉質診断 市町村

北海地鶏Ⅱの種鶏の飼育方法について 市町村
平成24年度 日高管内普及指導員新技術伝達研修 普及センター

平成24年度 上川管内普及指導員新技術伝達研修 普及センター

肥育牛の肉質向上 農業者
全共出品者対象の枝肉勉強会講師 農業者、農協、農業団体など約100

草地植生改善技術指導
農協、農業団体、農業振興公社、
普及センター、試験場等、農業者
など12名

肥育牛の飼養管理指導 農業者、農業団体、農協

北海道自給飼料改善協議会セミナー 農業団体、道庁、農家、種苗会
肥育牛の飼養管理指導 肥育センター、農業者、市町村、
肥育牛の肉質向上 農協、普及センター

草地植生改善技術指導
農協、農業団体、農業振興公社、
普及センター、試験場等、農業者
など12名

事例調査にかかる協力 普及センター
繁殖雌牛の飼養管理指導 農業者、普及センター

おいしい地鶏のはなし 高校１年生28名

日高地域農業技術支援会議 関係者会議における講習

稚内和牛振興協議会研修会講師

交雑種雌牛の肉質診断
交雑牛生産に使用する黒毛和種種雄牛について

地域農業技術支援会議

和牛振興協議会20名、農協3名、農
業団体3名、ＡＩセンター、普及セ
ンター

市町村
農協
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開催月日

4月11日
6月1日

6月29日
9月28日

9月29日

10月4日

10月30日

8月24日

9月29日
11月15日

2月6日
2月7日

2月18日～
2月19日
2月27日
3月1日

4月21日
6月29日
7月26日
7月31日
10月3日

10月4日
10月11日
10月19日
11月19日
11月22日
3月21日

4月17日
5月10日
7月4日

7月17日
8月20日
9月5日

9月20日

9月24日
10月2日

10月25日
11月19日
11月28日
1月16日

7月10日
10月24日

10月18日

10月29日～
10月30日

11月8日

農協

大樹町家畜自衛防疫対策協議会

平成24年度ホクレン・くるるの杜食のセミナー 農業団体

肉牛現地堆肥化試験（切り返し時） 農協、普及センター
レディースファーム講義 市町村

基盤研究部長基盤研究部長基盤研究部長基盤研究部長
獣医予防衛生学 大学

家畜衛生G家畜衛生G家畜衛生G家畜衛生G

飼料環境G飼料環境G飼料環境G飼料環境G

畜産工学G畜産工学G畜産工学G畜産工学G

子牛の疾病対策

JICA

酪農ヘルパー研修 酪農ヘルパー協会

酪農ヘルパー研修 酪農ヘルパー協会
JICA研修 JICA

肉牛現地堆肥化試験（事前） 農協、普及センター

飼料作物　講義 市町村
JICA研修

市町村

農大講義 農業大学校

飼料作物　講義 市町村
肉牛現地堆肥化試験（開始時） 農協、普及センター

帯広市民大学講義 市町村

普及員講習

札幌消費者協会　食グループ学習会 札幌消費者協会

家畜人工授精師養成講習会 農業大学校

家畜人工授精師養成講習会 農業大学校
家畜人工授精師養成講習会 農業大学校

生物工学講義 農業大学校

札幌消費者協会　食グループ学習会 札幌消費者協会
リピートブリーダー牛調査に関わる勉強会 農業団体

札幌消費者協会　食グループ学習会 札幌消費者協会
畜産経営学講義 農業大学校

帯広市民大学講座

農業団体、農業者

畜産物の衛生管理・品質管理 JICA
十勝管内ほ育・育成預託農場研修会 農業者、普及センター

とかちETネットワーク とかちETネットワーク

搾乳牛の下痢症について 共済組合

預託哺育農場における子牛の疾病対策 農業者

北海道酪農研究懇話会 懇話会

獣医師会

預託哺育農場における子牛の疾病対策

酪農懇話会

釧路獣医師会台動物獣医学講習会

預託哺育農場における子牛の疾病対策 農業者、普及センター

大樹町家畜伝染病予防対策研修会

北海道大学獣医学部生産獣医療学演習 大学

平成24年度家畜保健衛生総合検討会 北海道

平成24年度全国家畜診療技術講習会 農業団体

畜産セミナー 音更町営農対策協議会畜産部門

平成24年度和牛女性部研修会

牛白血病の診断法について

普及センター

北海道公共牧場会「哺育部会」研修会 北海道公共牧場会

共済組合

十勝管内におけるマイコプラズマ乳房炎の発生実態と心電計を
使った低カルシウム症診断Ver.2

名　　　　　称 主催者・対象者
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5.技術相談5.技術相談5.技術相談5.技術相談

月日 相手方

肉牛G肉牛G肉牛G肉牛G
4月12日 農業団体
5月21日 普及センター
5月21日 農協
6月6日 北海道

6月7日 農業団体
6月28日 和牛改良組合
7月12日 農業団体
8月3日 企業

9月19日 農業団体
9月25日 技術普及室

10月12日 畜産振興課
10月23日 農協
10月24日 農協
11月8日 北海道
12月4日 企業
12月6日 農協

12月11日 普及センター
12月17日 農業団体
1月11日 農協
3月27日 農業団体

中小家畜G中小家畜G中小家畜G中小家畜G
4月17日 企業
6月2日 普及センター

6月15日 企業
6月26日 企業
9月 農業者
8月 岡山県
9月 農業者
9月 普及センター
10月 市町村
10月 社会福祉法人
12月 普及センター

技術支援G技術支援G技術支援G技術支援G
4月2日 農協
4月3日 大学
4月6日 普及センター
4月6日 報道機関
4月9日 普及センター
4月9日 普及センター
4月9日 普及センター

4月11日 普及センター
4月11日 北海道
4月12日 市町村
4月16日 普及センター
4月20日 農業団体
4月24日 普及センター
5月22日 農協
5月22日 農業大学校
5月23日 普及センター
5月25日 農協
5月30日 北海道
5月30日 公益財団法人
5月31日 試験研究機関
6月1日 農業団体
6月5日 普及センター
6月5日 普及センター

6月11日 北海道
6月13日 農協
6月15日 普及センター
6月15日 普及センター

除草剤「ﾊｰﾓﾆｰ」の使用時期について
緑肥作物について
バンカーの詰め込みの件
飼料用とうもろこしの追肥について
水分が少ないとうもろこしの再梱包について

JAめむろにおける細断型コンビラップ導入利用結果
良質粗飼料増産の取組について
カボチャサイレージについて
根腐病の発生系統について
諸外国の草地更新の考え方について
草地更新手引き書の入手法

麦と牧草の同伴技術について
雑草種の同定について
ヒエの防除法について

メドーフォックステール（ＭＦＴ）対策について
根腐病耐病性品種について

ﾘｰﾄﾞｶﾅﾘｰｸﾞﾗｽの栄養価について

鶏へのそば給与について
養豚場および汚水処理施設の新設について
鶏の斃死率の表記方法

飼料用とうもろこしの施肥量について

アメリカオニアザミに対する化学的防除（除草剤）について
野菜の有機栽培におけるリビングマルチ用シロクローバについて
飼料用とうもろこしの分施について
「コスト削減耳寄り情報　健全な草地の重要性」原稿内容の確認
草地更新手引き書の入手法
とうもろこしサイレージの価格
ほ場台帳GISｿﾌﾄについて

ﾛｰﾙﾍﾞｰﾙｻｲﾚｰｼﾞの安定調製法と品質評価法について

TMRｾﾝﾀｰにおける牧草ｻｲﾚｰｼﾞ調製について

北海地鶏の飼料コスト等について

繁殖台帳ソフトの活用について
２０１３年３月育種価評価時の総合指数重み付け値について

ホタテうろの飼料化について

農場の衛生対策について

羊蹄耕法の放牧圧について
福祉施設におけるめん羊飼育について
めん羊の鑑血去勢について

脂肪酸データの分析方法について

繁殖台帳ソフトの活用について
高能力牛の認定について
種雄牛造成について

採卵鶏の卵について
農産副産物の飼料化

あか牛版繁殖台帳ソフトの作成について

全共肥育牛のＳＣＤ遺伝子型について

枝肉格付け向上について
２０１２年９月育種価評価時の総合指数重み付け値について

繁殖台帳ソフトの活用について
全道枝肉共励会の枝肉成績について

今後の肉牛改良事業について
全共肥育牛のＳＣＤ遺伝子型について
池田町における牛群改良状況について

内                        容

２０１２年３月育種価評価時の総合指数重み付け値について
２０１１年枝肉市場成績について
池田町繁殖牛の育種価について

交配シミュレーションソフトの説明資料について
乳雄の品質向上について
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月日 相手方
6月17日 普及センター
6月19日 普及センター
6月21日 普及センター
6月26日 北海道
6月27日 普及センター
6月28日 普及センター
6月29日 普及センター
6月29日 普及センター
6月29日 試験研究機関
6月29日 農協
8月1日 普及センター
8月2日 普及センター
8月8日 普及センター
8月16日 農協
8月16日 普及センター
8月20日 農業団体
8月22日 農協
8月30日 普及センター
8月31日 北海道
8月31日 大学
9月3日 企業
9月3日 北海道
9月4日 試験研究機関
9月4日 普及センター
9月5日 北海道
9月5日 農業団体
9月11日 企業
9月11日 普及センター
9月20日 大学
9月21日 農業団体
10月3日 普及センター
10月4日 農業団体
10月5日 普及センター

10月18日 普及センター
10月18日 北海道
11月7日 農業団体

11月15日 大学
11月21日 農業団体
11月27日 北海道
12月14日 試験研究機関
12月17日 企業
12月17日 試験研究機関
12月18日 普及センター
12月19日 企業
12月19日 普及センター
12月19日 普及センター

1月7日 企業
1月8日 企業
1月10日 普及センター
1月28日 企業
2月6日 市町村
2月8日 普及センター
2月12日 企業
2月25日 普及センター
3月1日 大学
3月1日 一般
3月8日 農業団体
3月12日 普及センター

3月14日 普及センター

3月14日 企業
3月15日 北海道
3月15日 普及センター
3月18日 普及センター
3月22日 技術普及室
3月26日 北海道
3月29日 普及センター

ﾛｰﾙﾍﾞｰﾙｻｲﾚｰｼﾞの2次発酵について
雑草種の同定について
ｷｸｲﾓの防除法について
植生改善関連資料について
試験ほ場の除外区のとりかた
飼料用とうもろこしの測芽について
ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ刈遅れの対応
ｷﾞｼｷﾞｼの防除
ｲﾈ科牧草の複数種播種について
牧草追肥時期と肥料焼けについて
雑草種の同定について
コーンクラッシャの程度
陸別町酪農家のとうもろこし生育について
簡易更新機種の特徴
除草剤ｼｬﾄﾞｰの使い方
とうもろこし＋ライ麦の２毛作の特徴
飼料用とうもろこしのｽﾀｯｸｻｲﾛについて
イタリアンライグラスについて
ﾊﾞﾝｶｰｻｲﾛの重しについて
公共牧場について
夜間の牛床照明について
ﾊﾞﾝｶｰｻｲﾛの重し（石詰めﾊﾞｯｸﾞ）について
メドーフォックステール（ＭＦＴ）対策について
ほ場のパッチ型のカビについて
ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝの二毛作について
草地整備（植生改善）の効果
稲わらに添加する乳酸菌について
根腐病の発生系統について
ホルスタイン心奇形のゲノム解析について
幕別町忠類における飼料用とうもろこしの病害について
とうもろこしの熟期と雌穂乾物率について
牧草個体数について
とうもろこしサイレージのネズミ防除について

アージランの農薬登録変更内容について

サイレージ分析値について
公共牧場関する資料
乾草の収量・品質と乳牛の疾病発生状況について
草地におけるコガネムシ被害について
ﾋﾒｽｲﾊﾞに優占されたほ場について
草地整備改良事業におけるライムケーキの活用について

道内TMRセンターの牧草サイレージ品質の評価について
完全更新と簡易更新の経済試算比較について
H24年に十勝で発生した根腐病の状況について
植生改善について
交雑種雌牛の肉質改善

家畜飼料の粗繊維含量の単位（％ m/m）について
乳用牛の健康管理に関して
馬の哺乳能力評価について
根腐病に関する資料の添削
飼料用トウモロコシ病気の判定

TMR調製時における添加微量要素の混和について
未去勢雄牛の肥育について
イタリアンライグラスを活用したヒエの防除について
放牧地におけるペレニアルライグラス追播事例について
牧草播種組み合わせとグラスシーダを使ったチモシー播種量の節減程
度について

デントコーンの作付け必要性について
オニアザミの防除について
表層撹拌簡易更新作業機および根腐れ病について
グレートプレインを用いたデントコ ーン播種について
草地植生調査のための調査票について
褐毛和種肥育牛のビタミンＡについて

内                        容

乳用種肥育牛の肉質向上について

エン麦飼料化の現地試験成績について
飼料用とうもろこしの精算費用について
グラスシーダを使ったチモシーの播種量について

イタリアンライグラスを活用した雑草防除技術
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月日 相手方

家畜衛生G家畜衛生G家畜衛生G家畜衛生G
8月22日 農業団体
7月 家畜保健衛生所
8月28日 企業
10月 家畜保健衛生所
11月1日 大学

畜産工学G畜産工学G畜産工学G畜産工学G
4月15日 一般
4月25日 共済組合
4月21日 試験研究機関
6月28日 市町村
6月12日 企業

11月19日 大学

飼料環境G飼料環境G飼料環境G飼料環境G
4月6日 市町村

4月20日 企業
4月27日 農業団体
5月30日 市町村
5月30日 市町村
6月6日 市町村

6月15日 農協
6月19日 企業
6月29日 企業
7月2日 試験研究機関
7月3日 企業

7月10日 企業
7月23日 一般
7月23日 企業
9月20日 普及センター
9月25日 企業

10月26日 企業
11月7日 農業者
11月7日 農業者

12月17日 企業
1月10日 企業
1月25日 農業大学校
2月26日 企業
3月12日 企業
3月12日 農業団体
3月18日 普及センター

基盤研究部長基盤研究部長基盤研究部長基盤研究部長
7月11日 家畜保健衛生所
8月3日 農業団体

12月13日 北海道
2月15日 大学

家畜ふん尿の利用方法について

内                        容

ヨーネ病検査方法について

牛の角結膜炎（ピンクアイ）について

自給飼料のかび毒について
自給飼料のかび毒について
自給飼料のかび毒について

トウモロコシの収量について

パスチャーハローによる堆肥塊の拡散

有機性廃棄物からのガス発生量について
近赤外分析による輸入アルファルファ乾草のOb、OCW推定値逆転につい

車両消毒に用いる消毒薬について

豚受精卵の販売業者の有無について
養豚場の生産指標値について
殺菌剤の効果検証試験について、畜試で受託できるのか

家畜ふん尿処理・利用の手引き1999
家畜ふん尿中化学成分の分析方法
バイオガスプラント消化液の敷料利用について

根腐病罹病とうもろこしサイレージのかび毒について
スイートコーン加工残渣の飼料化

畜産排水について
繊維分析装置について
レディースファームスクール

豚ぷん堆肥
堆肥化、微生物資材について
ブラウンスイスの飼養調査研究上の課題、問題点について

養豚場の悪臭対策
堆肥化について

酪農業における養分収支
ヨーネ農場のふん尿処理
種鶏場の臭気

LAMP法による性判別の論文について

廃掃法の適用の関係
ふん尿の固液分離

６月２４日開催のワークショップの内容について

黒毛和種子牛の疾病発生要因の解析について

「野菜の育て方」に関する講師の紹介依頼について

直腸検査による牛白血病ウイルスの伝播について

初乳中IgGおよびラクトフェリンの測定法について

ガス滅菌のガスの入手について

育成牛のマイコプラズマ肺炎について

乳頭テーピングの方法について
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6.会議6.会議6.会議6.会議

会議名 主催者 開催日 議題 派遣者

肉牛G肉牛G肉牛G肉牛G
平成24年度第1回黒毛和種種
雄牛造成検討委員会

(社)ジェネティクス北
海道

H24.4.18 種雄牛造成について 宝寄山裕直・
酒井稔史

北海道あか牛振興協議会第1
回役員会・総会

北海道あか牛振興協議
会

H24.4.20 あか牛の振興について 糟谷広高・
鹿島聖志

第10回全国和牛能力共進会
出品委員会事務局会議

北海道酪農畜産協会 H24.5.16 全国和牛能力共進会について 酒井稔史

平成24年度和牛登録担当者
会議

北海道酪農畜産協会 H24.5.16 和牛登録事務について 酒井稔史・
森井泰子

平成24年度北海道肉牛研究
会幹事会

北海道肉牛研究会 H24.5.28 北海道肉牛研究会の運営について 宝寄山裕直

第1回牛肉の美味しさに係る
情報等活用検討委員会

北海道酪農畜産協会 H24.5.30 牛肉の美味しさに関する情報活用につ
いて

宝寄山裕直・
大井幹記

北海道あか牛振興協議会第2
回役員会

北海道あか牛振興協議
会

H24.5.30 あか牛の振興について 糟谷広高・
鹿島聖志

北海道和牛振興協議会総会 北海道和牛振興協議会 H24.5.31 北海道の和牛振興について 宝寄山裕直

第1回北海道肉用牛生産振興
対策協議会

北海道酪農畜産協会 H24.7.20 北海道の肉用牛の生産振興について 宝寄山裕直

平成24年度北海道肉牛研究
会第1回評議員会

北海道肉牛研究会 H24.8.24 北海道肉牛研究会の運営について 宝寄山裕直

第1回畜産振興課との意見交
換会

農政部畜産振興課 H24.10.6 酪農及び飼料作研究について 宝寄山裕直

第1回全国DNA育種推進会議 (社)畜産技術協会 H24.10.12 平成24年度の試験研究について 鹿島聖志

第17回北海道肉牛研究会大
会・総会・第2回評議員会

北海道肉牛研究会 H24.11.5～
H24.11.6

北海道肉牛研究会の運営について 宝寄山裕直・糟
谷広高・大井幹
記・森井泰子・
齋藤早春・鹿島
聖志・遠藤哲代

平成24年度第2回黒毛和種種
雄牛造成検討委員会

(社)ジェネティクス北
海道

H24.11.7 種雄牛造成について 酒井稔史

平成24年度高能力牛選定委
員会

北海道酪農畜産協会 H24.11.16 道内高能力雌牛の認定について 宝寄山裕直・
酒井稔史・
鹿島聖志北海道和牛産地高度化促進

協議会・北海道和牛生産戦
略会議幹事会

農政部畜産振興課 H24.12.27 北海道の和牛振興について 宝寄山裕直

国産飼料プロ(3系）推進会
議

(独)畜産草地研究所 H25.1.24 平成24年度の試験研究結果について 齋藤早春・
遠藤哲代

第2回牛肉の美味しさに係る
情報等活用検討委員会

北海道酪農畜産協会 H25.1.24 牛肉の美味しさに関する情報活用につ
いて

宝寄山裕直・
大井幹記

北海道和牛振興検討会 農政部畜産振興課 H25.1.24～
H25.1.25

北海道の和牛振興について 宝寄山裕直・
大井幹記

第２回北海道肉用牛生産振
興対策協議会

北海道酪農畜産協会 H25.2.14 北海道の肉用牛の生産振興について 宝寄山裕直

第1回畜産振興課との意見交
換会

農政部畜産振興課 H25.2.20 肉牛及び中小家畜研究について 宝寄山裕直・
酒井稔史

北海道和牛振興協議会第3回
役員会

北海道和牛振興協議会 H25.3.22 北海道の和牛振興について 宝寄山裕直

北海道和牛産地高度化促進
協議会・北海道和牛生産戦
略会議幹事会

農政部畜産振興課 H25.3.26 北海道の和牛振興について 宝寄山裕直
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会議名 主催者 開催日 議題 派遣者

中小家畜G中小家畜G中小家畜G中小家畜G
平成24年度第一回ホクレン
ＳＰＦピラミッド委員会

ホクレン農業協同組合
連合会

H24.5.25 ＳＰＦ豚農場認定申請予備審査 小泉　徹

平成24年度第二回ホクレン
ＳＰＦピラミッド委員会

ホクレン農業協同組合
連合会

H24.8.31 ＳＰＦ豚農場認定申請予備審査 小泉　徹

平成24年度第三回ホクレン
ＳＰＦピラミッド委員会

ホクレン農業協同組合
連合会

H24.11.22 ＳＰＦ豚農場認定申請予備審査 小泉　徹

平成24年度めん羊協議会役
員会

北海道めん羊協議会 H24.7.5 事業報告および計画の検討 山内　和律

イノベーション事業中間研
究推進会議

（独）農業・食品産業
技術総合研究機構

H24.8.20 事業実施内容の検討 岩上　弦太郎

実用技術開発事業推進会議 （独）農業・食品産業
技術総合研究機構

H25.2.20 事業実施内容の検討 岩上　弦太郎

技術支援G技術支援G技術支援G技術支援G
十勝地域農業技術支援会議
第１回事務局会議

十勝地域農業支援会議 H24.4.27 平成２４年度活動計画について 藤川朗

十勝地域農業技術支援会議
代表者会議

十勝地域農業技術支援
会議

H24.5.11 平成２４年度活動計画について 山本裕介・
藤川　朗

十勝地域農業技術支援会議
第２回事務局会議

十勝地域農業支援会議 H24.9.25 平成２４年度地域農業関連要望課題の
検討について

藤川朗

平成２４年度　十勝北部支
所試験成績検討会

十勝農業改良普及ｾﾝﾀｰ
北部支所

H25.1.10 十勝北部支所試験展示ほ課題成績の検
討

藤川　朗・
佐藤尚親

十勝地域農業技術支援会議
第３回事務局会議

十勝地域農業支援会議 H25.1.17 地域要望課題等の集約・プロジェクト
課題の報告について

藤川朗

十勝地域農業技術支援会議
代表者会議

十勝地域農業支援会議 H25.3.22 支援会議事業内容の報告と次年度計画
について

山本裕介・
藤川　朗

基盤研究部長基盤研究部長基盤研究部長基盤研究部長
十勝獣医師会平成24年度第1
回理事会

十勝獣医師会 H24.4.18 事業計画審議 仙名和浩

平成24年度第1回北海道獣医
師会雑誌編集委員会

社団法人北海道獣医師
会

H24.4.24 優秀論文選考 仙名和浩

平成24年度第1回新得町家畜
伝染病自衛防疫組合打合せ
会議

新得町家畜伝染病自衛
防疫組合

H24.4.25 家畜伝染病対策および事業計画審議 仙名和浩

平成24年度北海道農業技術
推進委員会畜産分科会

北海道農政部畜産振興
課

H24.5.11 平成25年度新規研究課題等の検討 仙名和浩

十勝獣医師会第64回定期総
会

十勝獣医師会 H24.5.17 事業実績および計画審議 仙名和浩

平成24年度第1回ホクレン
SPF豚ピラミッド委員会

ホクレン農業協同組合
連合会

H24.5.25 農場認定予備審査 仙名和浩

第8回北海道家畜衛生連絡会
議

動物衛生研究所北海道
支所

H24.6.8 家畜衛生に係る活動状況および課題 仙名和浩

平成24年度北海道飼料自給
率向上戦略会議

北海道農政部畜産振興
課

H24.7.13 飼料自給率向上対策　他 仙名和浩

平成24年度第2回ホクレン
SPF豚ピラミッド委員会

ホクレン農業協同組合
連合会

H24.8.31 農場認定予備審査 仙名和浩

平成24年度第3回ホクレン
SPF豚ピラミッド委員会

ホクレン農業協同組合
連合会

H24.11.22 農場認定予備審査 仙名和浩

平成24年度北海道農業試験
研究推進会議畜産草地部会

北海道農業研究セン
ター

H25.2.1 畜産草地分野における重点研究課題等
の検討

仙名和浩

平成24年度「家畜疾病防
除」大課題評価会議

動物衛生研究所 H25.2.13 平成24年度中課題および大課題の研究
成果およびその評価

仙名和浩

平成24年度動物衛生試験研
究推進会議

動物衛生研究所 H25.2.13 動物衛生研究の実施状況および重点研
究推進方向

仙名和浩

十勝獣医師会平成24年度第3
回理事会

十勝獣医師会 H25.2.22 事業計画審議 仙名和浩
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会議名 主催者 開催日 議題 派遣者

家畜衛生G家畜衛生G家畜衛生G家畜衛生G
平成24年度第2回ホクレン
SPF豚ピラミッド委員会

ホクレン農業協同組合
連合会

H24.8.31 SPF豚農場認定予備審査について 及川学

平成24年度第2回獣医学術委
員会

十勝獣医師会 H24.10.1 獣医学術奨励賞の決定および講習会の
開催計画について

小原潤子

平成24年度第1回農場記帳・
衛生推進委員会

北海道養豚生産者協会 H24.11.16 事業計画の審議について 及川学

平成24年度第2回農場記帳・
衛生推進委員会

北海道養豚生産者協会 H25.3.1 事業実績の審議について 及川学

畜産工学G畜産工学G畜産工学G畜産工学G
北海道家畜人工授精師協会
十勝支部役員会

北海道家畜人工授精師
協会十勝支部

H24.4.20 H23事業報告、H24事業計画 南橋　昭

北海道畜産学会評議員会 北海道畜産学会 H24.5.26 H23事業報告、H24事業計画、役員交
代、3学会統合

南橋　昭

北海道牛受精卵移植研究会
役員会

北海道牛受精卵移植研
究会

H24.8.17 研究発表会、シンポジウムについて 南橋　昭

北海道家畜人工授精師協会
十勝支部役員会

北海道家畜人工授精師
協会十勝支部

H24.8.21 H24事業進捗状況、予算執行状況 南橋　昭

北海道牛受精卵移植研究会
役員会

北海道牛受精卵移植研
究会

H24.2.16 H24研究発表会について 南橋　昭

北海道肉牛研究会評議員会 北海道肉牛研究会 H24.8.24 H23事業報告、H24事業計画、役員人事 南橋　昭

北海道畜産技術連盟世話人
会

北海道畜産技術連盟 H24.8.24 H23事業報告、H24事業計画、役員人事 南橋　昭

北海道肉牛研究会評議員会 北海道肉牛研究会 H24.11.5 H23事業報告、H24事業計画、役員人事 南橋　昭

平成24年度第2回全国DNA育
種推進会議

社団法人畜産技術協会 H25.3.4 平成24年度試験研究成績について 内藤　学

飼料環境G飼料環境G飼料環境G飼料環境G
フォレージテストミーティ
ング第36回会議

フォレージテストミー
ティング

H24.4.17 受託試験について等 出口健三郎
飯田憲司

自給飼料利用研究会幹事会 自給飼料利用研究会 H24.7.9 平成23年度総括および24年度の運営に
ついて

飯田憲司

平成24年度フォレージテス
ト新システム構築事業専門
委員会（第1回）

日本草地畜産種子協会 H24.7.13 事業のアウトライン説明、計画具体検
討

出口健三郎

フォレージテストミーティ
ング第37回会議

フォレージテストミー
ティング

H24.9.11 受託試験について等 出口健三郎
飯田憲司

平成24年度フォレージテス
ト新システム構築事業専門
委員会（第2回）

日本草地畜産種子協会 H24.9.26 アンケート回収結果報告、検量線作成
対象項目、草種の検討

出口健三郎

平成24年度フォレージテス
ト新システム構築事業全国
検討会

日本草地畜産種子協会 H24.11.20 サンプル収集要請、対象草種検討 出口健三郎

平成24年度フォレージテス
ト新システム構築事業専門
委員会（第3回）

日本草地畜産種子協会 H24.3.14 h24事業報告、h25事業計画検討 出口健三郎
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8.職員研修8.職員研修8.職員研修8.職員研修

氏　名 研　修　名 研 修 場 所

仙名和浩 H24.5.31 - H24.6.1 平成24年度新任研究部長研修 工業試験場
陰山聡一 H24.6.21 - H24.6.22 平成24年度新任研究主幹研修 道民活動センター（かでる2・7）
寺見　裕 H24.6.21 - H24.6.22 平成24年度新任研究主幹研修 道民活動センター（かでる2・7）
森田哲也 H24.8.23 - H24.8.24 平成24年度新任主査級研修 十勝総合振興局

    

期　間

9. 海外出張9. 海外出張9. 海外出張9. 海外出張

氏名 事業名 出張先

飯田憲司
ＪＩＣＥニュージーランド「科学技術
派遣（農業、食品、環境）

H24.6.6 - H24.6.16 ニュージーランド

期間

新得小学校 38

拓殖大学

視　察　・　見　学　者　名 受入月日 人　数
JICA「ゼロエミッション型農業・農総開発」 5/10 4

JICA「獣医技術研究」 6/13 10
よつ葉乳業株式会社 6/28 20
北海道大学 7/2 41
株式会社丹波屋 7/27 15
北海道大学 8/7 25
コープ札幌帯広地区東エリア 8/17 30
帯広畜産大学 8/20 2
酪農学園大学 8/30 5
JICA「獣医技術研修」 9/6 7
十勝農業改良普及センター 9/12 25
北海道畜産草地学会 9/12 25
滝川市 10/4 2

3

帯広畜産大学 10/15 44
10/10 3

社会福祉法人川東の里 10/31 4

5/17

合計 313

7.参観者等

帯広地域若者サポートステーション 11/21 10
帯広畜産大学 12/3


