第 19 回全国山羊サミット in ぎふ（2017）

第 19 回全国山羊サミット in ぎふ 大会プログラム
大会 1 日目：11 月 4 日（土） シティホテル美濃加茂
9：00

受付

9：45

開会挨拶

司会進行：櫻井 靖子

大会実行委員長 八代田 真人
全国山羊ネットワーク代表 今井 明夫
東海農政局生産部長 松井 宏聡
岐阜県農政部畜産課長 森 敦
美濃加茂市長 藤井 浩人
10：15

基調講演
山羊さん除草隊 山羊街道を整備する
渡辺 祥二（農業生産法人(有)FRUSIC 代表）
ヤギさんが、小学校へやってきた～人とヤギと学校と～
井戸 千恵子（美濃加茂市立蜂屋小学校前校長）

12：00

昼食

12：15

全国山羊ネットワーク総会

13：00

一般講演（各演題 15 分）

13：00–14：15

セッション 1：山羊を学ぶ（山羊の飼育管理と健康管理：演題 1～5）
休憩（10 分）

14：25–15：40

セッション 2：山羊と働く（山羊による地域活性：演題 6～10）
休憩（10 分）

15：50–17：05

セッション 3：山羊を感じ，つながる（山羊との絆：演題 11～15）

17：10–17：30

総合討論
閉会挨拶

18：30

交流会

座長：安部 直重，中西 良孝（全国山羊ネットワーク）
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大会 2 日目：11 月 5 日（日） 日本昭和村
9：00～
10：00～15：00

講習会場に向けて出発（バスまたは自家用車による移動）
技術講習会受付（防疫のため要予約）
山羊の飼育技術講習会（共催：（公社）畜産技術協会）


1～3：やまびこ学校前の芝生にて開催



4：双六学校北の休憩所にて開催



5：里山ふれあい牧場付近で開催

1.初級者・中級者のための山羊の飼育管理
今井 明夫 （全国山羊ネットワーク）
2.ＮＬＢＣ簡易人工授精法と削蹄
上園 美紗・髙村 憲和（（独）家畜改良センター茨城牧場長野支場）
3.防疫管理
立川 昌子・森本 陽美記（岐阜県中濃家畜衛生保健所）
4.山羊乳によるキャラメルづくり（要予約※）
林 義明（名城大学農学部）
5.山羊さんふれあいイベント
酒向 一也・土井 和也
（美濃加茂市土木課・岐阜大学大学院連合農学研究科）
その他：
山羊カフェ（昭和村 F.F こもれびにて営業）
15：00

閉会
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第 19 回全国山羊サミット in ぎふ 講演要旨
講演時間

演題・講演者名

目次
ページ

基調講演
演題 1

山羊さん除草隊 山羊街道を整備する

10:15

渡辺 祥二（農業生産法人(有)FRUSIC 代表 ）

演題 2

ヤギさんが、小学校へやってきた～人とヤギと学校と～

11:05

1–6
7–12

井戸 千恵子（美濃加茂市立蜂屋小学校前校長）

一般講演
演題 1
13:00

日本ザーネン種の魅力

13–14

加藤 信夫・上園 美紗
（（独）家畜改良センター 茨城牧場長野支場）
家畜改良増殖目標（山羊）について
大竹 匡巳（農林水産省 生産局畜産部畜産振興課）

演題 2
13:15

山羊関節炎・脳脊髄炎の検出系と感染制御について

15–16

大松 勉・粉川 幸樹
（東京農工大学 国際家畜感染症防疫研究教育センター）

演題 3
13:30

副次的にヤギに与える粗飼料の硝酸態窒素の測定

17–20

三谷 真由美・紅林 眞美
（農場さくら動物診療室，NPO 法人ソラノワ）

演題 4
13:45

演題 5

自家牧場ヤギミルクの食品化学特性
川添 建太郎（川添ヤギ牧場）
泌乳雄ヤギの 2 世

23–24

14:00

山崎 博道（淡路島開業獣医）

演題 6

美濃加茂市がはじめた“ヤギさん除草”

14:25

21–22

25–26

～みどり、ふれあい、ひろがり～
酒向 一也（美濃加茂市役所土木課）

演題 7
14:40

山羊による緑地管理：

27–28

放牧による耕作放棄地の植生およびヤギの栄養状態の変化
土井 和也（岐阜大学大学院連合農学研究科）

演題 8
14:55

ヤギの放牧を活用したダム堤体における維持管理について

29–32

―岐阜大学との共同研究―
松田 英典（（独）水資源機構 木曽川用水総合管理所）

演題 9
15:10

山羊さんの置き土産から手土産プロジェクト：
塩麹ドーナツの商品開発に向けて
小鞠

百栄・竹腰

瑞希（岐阜県立加茂農林高校）

33–37
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演題 10

地域のかけはし「ヤギさんの除草隊」

15:25

冨田 清（可児市帷子公民館）

演題 11

ヤギとのふれあいイベントがもたらす効果

15:50

38–40

41–42

～美濃加茂市を事例として～

松原 喜絵（日本獣医生命科学大学）
演題 12
16:05

生活科・総合的な学習の時間におけるヤギの飼育活動

43–46

〜発達段階を踏まえた飼育活動の検討〜
中村 健太（岐阜聖徳学園大学附属小学校）

演題 13
16:20

演題 14
16:35

演題 15
16：50

ヤギは人のために 人はヤギのために

47–50

今井 幹男（あいちエコヤギネットワーク）
グローバルなヤギの絆〜国際ヤギ協会の歩みと活動

51–54

塚原 洋子（国際ヤギ協会）

「おおぞら・すまいる」

別紙

～やぎが教えてくれた命の大切さと人とのつながり～
赤堀 詩子・田中 直美・小竹 佐和
（新潟県柏崎市立 半田小学校）

技術講習会
資料 1

山羊の削蹄

55–56

（独）家畜改良センター茨城牧場・長野支場

資料 2

山羊の除角

57–59

（独）家畜改良センター茨城牧場・長野支場

資料 3

簡易式山羊の人工授精

60

～人工授精にチャレンジしてみませんか？～
（独）家畜改良センター茨城牧場・長野支場

資料 4

山羊乳キャラメルの作り方

61–63

林 義明（名城大学農学部）

協賛・後援

64

