
全国和牛ハイスクール

サミット in こばやし

第１回

和牛づくりの夢を

共有できる仲間づくりに

参加しませんか！？

宮崎県立小林秀峰高等学校
森岡 亜美さん、曽山 撤丙太さん

会場 宮崎県小林市
令和元年

2019 10/２３４水 木 金

小林で育む 和牛の仲間 若人の力 結集せよ

●対象　高等学校（生徒・教職員）　定員 200 人

　　　　※ 10 月 3 日（木）のシンポジウムは 1,000 人（一般参加可）

10 月 2 日（水）
●オープニング
[ 宮崎県の取組紹介 ]
①口蹄疫からの復興
②全国和牛能力共進会
　への歩み

夜の部
●交流会（第１部）
仲間づくりのための
交流会

10 月 4 日（金）
●選択研修（５プラン）
①超音波診断の実演研修※妊
娠確認 ②肉用牛の育種改良
に関する研究、畜産新技術

（ET・ICT 等 ） の 実 用 化 に
向けた取組 ③ GLOBALG・
A・P 認証 ④超音波を利用
した生体肉質診断 ⑤宮崎牛
をリードする種雄牛たち

10 月 3 日（木）
●宮崎県
　畜産共進会見学

夜の部 ●交流会（第２部）
将来の経営ビジョンに関する
意見交換等

●シンポジウム
[ 基調講演 ]
講師：肉牛農家

鎌田 秀利氏

[ パネルディスカッション ]
テーマ：畜産の夢を育むキャリアデザ
イン（仮）
コーディネーター：原田 英男氏

[ 申し込み ] 大会ホームページから申込用紙をダウンロードしてお申し込みください。
（メール及び郵送）

全国和牛ハイスクールサミット in こばやし実行委員会
〒 886-8501　宮崎県小林市細野 300 番地　（小林市 畜産課内）

●イベントに関する問い合わせ先
　℡ 0984-23-0313　（窓口：小林市 畜産課）
●お申込みに関する問い合わせ先
　℡ 0984-23-0424　（窓口：小林市 学校教育課）事務局 メール　k_summit@city.kobayashi.lg.jp



参加申し込みのご案内

参加申込方法１
●申込用紙

所定の申込用紙を郵送・メール両方で提出
■申込用紙ダウンロード方法

大会ホームページ (https://wagyu-hischool-
summit.com) の参加申込のページからダウン
ロードできます。
・申込書（宿泊を伴う参加用）
・申込書（シンポジウムのみ参加用）
・アレルギー調査表（宿泊を伴う参加者のみ）

●申込受付
　【郵送】

〒 886 － 8501
宮崎県小林市細野３００番地
全国和牛ハイスクールサミット in こばやし
参加申込専用窓口 宛　（小林市 学校教育課内）

　【メール】

全国和牛ハイスクールサミット in こばやし
参加申込メールアドレス
　k_summit@city.kobayashi.lg.jp

●申込に関するお問い合わせ
全国和牛ハイスクールサミット in こばやし
事務局　（小林市　学校教育課内）
℡０９８４－２３－ 0 ４２４

（平日８：３０～１７：１５）

●申込期限

令和元年 7 月 22 日（月）まで
※申込を受け付けたのちに、参加受付証を送付   
　します。
※参加受付証は当日受付で提示ください。

参加料2

　原則無料です。
　ただし１０月３日の昼食が必要な場合は、５００円
いただきます（１０月２日の受付時に受領）。御池青
少年自然の家での交流会に参加される方の費用（宿泊、
朝食、夕食等）は無料（実行委員会負担）です。
　なお、イベント間のバス移動及び空港等への大会専
用送迎バスについては無料ですが、それ以外の交通費・
旅費等は参加者負担となります。

参加対象・定員3
①宿泊での参加
【対象】高等学校（生徒・教職員）
【定員】２００人

②シンポジウム
【対象】高等学校、一般参加
【定員】１，０００人

事前提出・携行品等4
●事前提出物

■宿泊での参加の方
　各校の和牛づくりの取組を A4 片面一枚カラ
ーにまとめ、令和元年 7 月 22 日（月）までに、
データ（6.5MB 以下）で参加申込メールアド
レスまで送付ください。（交流会の資料、シン
ポジウムでパネル掲示用として使用します）

●携行品
■共通

・参加受付証（参加受付後に郵送します）

■宿泊での参加
・生徒用名刺 150 枚程度（交流会用）
・お風呂にはボディソープのみありますので、
　その他必要なものは持参ください。
・体育館シューズ、上履き
・タオル
・その他宿泊で必要なもの

【服装】
●オープニング（文化会館）…制服
●交流会（宿泊施設）…ジャージ、体操服
●共進会見学（家畜市場）
　…活動服（長靴は実行委員会で準備）
●シンポジウム（文化会館）
　…制服もしくは活動服
●選択研修…制服もしくは活動服　

申込規約・免責事項5
・イベント開催中の事故・傷病への補償は主催者が加
　入した保険の範囲内であることを了承ください。
・参加者の個人情報については、参加者との連絡・照
　合・参加証、資料等の送付、保険手続きのほか、イ
　ベント開催に必要な事項にのみ利用します。
・イベント中の映像・写真・記事等に関する、テレビ、
　新聞、雑誌、インターネット、大会募集要項等への
　掲載権と肖像権は主催者に属します。



バス移動

タイムスケジュール①

［１日目］１０月２日（水）１

※プログラムは都合により変更になる場合があります。

時　間 内　容 場　所
13：00 ～

14:00 ～ 15:00

16:00 ～ 21:30

受付

小林市文化会館

バス移動

【オープニング】テーマ：「宮崎県の取組紹介」
①口蹄疫からの復興　②全国和牛能力共進会への歩み
講師：宮崎県 農政水産部 畜産新生推進局 畜産振興課

御池青少年自然の家
（都城市）

【歓迎交流会・夕食・宿泊】
・オリエンテーションテーマ：「各校の取組と仲間づくり」
・交流会（事例発表、意見交換等）
・夕食、入浴

就寝

［２日目］１０月３日（木）2
時　間 内　容 場　所

13:00 ～ 16:00

起床・朝食・準備

バス移動

【シンポジウム】

講師：肉牛農家 鎌田 秀利氏

御池青少年自然の家
（都城市）

８:30 ～

6:30 ～ 8:30

9:00 ～ 12:00 【見学：宮崎県畜産共進会】
・昼食（※ 500 円）

小林地域家畜市場

バス移動

12：00 ～ 受付

①基調講演

②パネルディスカッション
テーマ：「畜産への夢を育むキャリアデザイン
　　　　～一人ひとりの可能性を求めて～ ( 仮 )」
コーディネーター：一般財団法人畜産環境整備機構
　　　　　　　　　副理事長 原田 英男氏
パネラー：鎌田 秀利氏、生徒代表、
　　　　　ＪＡ宮崎経済連 畜産部肉用牛課長 押川 雄三氏、
　　　　　ＪＡこばやし 和牛生産課 技師 米倉 桃子氏 　ほか

③共同宣言

16：20 ～

就寝

17:00 ～ 21:30

小林市文化会館

御池青少年自然の家
（都城市）

【交流会・夕食・宿泊】
・交流会（将来の経営ビジョンについての意見交換、レク
　レーション等）
・夕食、入浴

オプション
農家民泊
１泊２食
体験付

7,000 円
（税込）



集合

タイムスケジュール② ※プログラムは都合により変更になる場合があります。

［３日目］１０月４日（金）3
時　間 内　容 場　所

起床・朝食・準備

バス移動

御池青少年自然の家
（都城市）

８:30 ～

6:30 ～ 8:30

9:00 ～

【選択研修】

オ
プ
シ
ョ
ン
　
農
家
民
泊

小林市文化会館

バス送迎 空港等へ11:30 ～

プラン①
超音波診断の実演研修

※妊娠確認

プラン②
➊肉用牛の育種改良

に関する研究、
➋畜産新技術（ET・
ICT 等）の実用化に

向けた取り組み
プラン③

GLOBALG・A・P 認証

プラン④
超音波を利用した生体

肉質診断

プラン⑤
宮崎牛をリードする

種雄牛たち

大会専用送迎バス（無料）のご案内 ※集合場所等については追ってお知らせします。

宮崎空港→会場

12：30　宮崎空港発

鹿児島空港→会場 新八代駅→会場
12：30　鹿児島空港発 11：35　新八代駅発

13：30　小林市文化会館着 13：30　小林市文化会館着 12：45　小林市文化会館着

15：30　小林市文化会館発　御池青少年自然の家（宿泊施設）へ

御池青少年自然の家宿泊

８:30 　御池青少年自然の家発　小林地域家畜市場へ

12:00　小林地域家畜市場発　小林市文化会館へ

農家民泊（オプション）

16：20　御池青少年自然の家（宿泊施設）へ 16：20　農家民泊の受入農家へ

御池青少年自然の家宿泊 農家民泊（オプション）
8：30 ～　各選択研修へ 農業体験等

11：00　小林市文化会館へ集合

11：30　宮崎空港へ 11：30　鹿児島空港へ 11：30　新八代駅へ

12：45　宮崎空港着（予定） 12：30　鹿児島空港着（予定） 12：50　新八代駅着（予定）

［１日目］１０月２日（水）１

［２日目］１０月 3 日（木）２

［3 日目］１０月 4 日（金）３

11:00 ～



農家民泊［オプション］のご案内

北きりしま田舎物語推進協議会
　北きりしま田舎物語の民泊は農業です。
　実際にこの地域の畜産の現場や、農業の現場を知ることができ、魅力的
な農家さん達と出逢えるチャンスです！
　私たちは、宮崎と鹿児島にまたがる霧島連山の北東に位置する小林市、
えびの市、高原町の２市１町で、北きりしまの魅力あふれる農家民泊や体
験型観光を中心に、教育旅行の受入れなどを行っています。
　「はじめまして！の後は、もう家族。」を合言葉に、日本全国から多くの
学生さん達を受入れており、農業や田舎暮らしを体験して頂いています。
　宮崎のお父さん、お母さんが家族の様に温かく出迎えてくれます。
　サミット参加の高校生の皆様、この機会に農家に泊まってほんものの体
験をしてみてはどうでしょうか。

●申し込みの流れ
申込書（宿泊による参加用）によるお申し込みの確認後、北きりしま田舎物語推進協議会より各学校のご担当者
様へ連絡いたします。内容等の確認ができた時点でお申し込みの確定をさせていただきます。

●お問い合わせ先

北きりしま田舎物語推進協議会
℡ 0984-22-3020

E-Mail　 inaka@sound.ocn.ne.jp
https://www.kitakirishima.com

農家民泊料金 備　考

１泊２食
体験付

７，０００円
（税込）

※１０/ ３（木） １泊のみ
※文化会館から送迎有（10/3 ｰ 4）
※一軒の受入人数３名～６名まで
※受入は男女別で、他の学校と相部
　屋となる場合があります。

【主催】全国和牛ハイスクールサミット in こばやし実行委員会、自治総合センター
【後援】総務省、全日本空輸株式会社宮崎支店、MRT 宮崎放送、UMK テレビ宮崎、宮崎日日新聞社（後援依頼中：NHK 宮崎放送局、南日本新聞社、
BTV ケーブルテレビ）

講師等の紹介①

シンポジウム　基調講演講師

　宮崎県串間市で約 260 頭の和牛一貫経営を営む。第１０回、第１１回全国和牛能力共進会
に出品し、「花の７区」と評される総合評価群で優等賞首席を獲得、第１０回大会では名誉賞
である内閣総理大臣賞を獲得。平成２７年にＮＨＫ番組プロフェッショナル仕事の流儀でも「和
牛の神様」として紹介された。平成２７年度から平成３０年度まで宮崎牛肥育牛部会長会議の
部会長を務め、宮崎牛の振興に大きく寄与する。

肉牛農家　鎌田 秀利氏

シンポジウム　パネルディスカッション　コーディネーター

東京都出身。元農林水産省の畜産部長、現在は一般財団法人畜産環境整備機構の副理事長
を務めている。24 歳から３年間、小林市細野の家畜改良センター宮崎牧場で勤務した縁で現
在は、「宮崎こばやし熱中小学校」校長として活躍中。

原田 英男氏
一般財団法人畜産環境整備機構
副理事長

℡ 070-4766-3020



講師等の紹介②

パネルディスカッション　パネラー

宮崎県日向市出身。平成７年、鹿児島
大学農学部生物生産学科を卒業、同年、Ｊ
Ａ宮崎経済連入会。平成２３年、ＪＡ宮崎
経済連企画広報室課長補佐として、経済連
初の海外事務所設立に携わる。平成２４年、
ＪＡ宮崎経済連香港事務所所長、平成２７
年、ＪＡ宮崎経済連畜産部肉用牛課課長補
佐、平成２８年、現職に至る。

押川 雄三氏
ＪＡ宮崎経済連　畜産部肉用牛課

課長

パネルディスカッション　パネラー

兵 庫 県 出 身。 平 成 26
年 3 月、兵庫県立農業高
等学校動物科学科卒業。平
成 28 年、宮崎県立農業大
学校　畜産経営学科　肉用
牛コース卒業。平成28年、
こばやし農業協同組合和牛
生産課入組。

米倉 桃子氏
ＪＡこばやし　和牛生産課

技師

選択研修の概要

※パネラーは決定次第、大会ホームページでお知らせします。

プラン①

胎齢 55 日以降の子宮内胎子の生殖結節の位置を確認し、性別の判定を行う。性別を早
期に把握することで、効率的な繋養（後継牛の試算等）につながります。

超音波診断の実演見学※妊娠確認
[ 講師 ] 独立行政法人家畜改良センター宮崎牧場

プラン②
➊肉用牛の育種改良に関する研究
　～ゲノミック評価とおいしさの見える化～
➋畜産新技術（ET・ICT 等）の実用化に向けた取り組み

2014年7月29日
GLOBALG.A.P.認証取得

農業生産活動において、仕事ごとに危険な状態を考え、事故に
つながらないような取り組みを、農業者自らが行うことです。
GAPを実践することによって、様々な事故を防ぐことができます。
また、GAPには、審査を受け、認証を取得できるものもあり、全国の
農業高校でもJGAP認証を取得したり、GAP取得チャレンジシステ
ムの取り組み確認が終わったりしている高校もあります。

対象： 　　　
令和元年10月4日（金）　【開催時間】                                

GAPとは

内容：　　　　　
　　　　　講師：宮崎大学住吉フィールド　　　

GAP

生乳への
抗生剤混入 注射針の

残留

作業中の
事故

家畜
伝染病

家畜の
事故

宮崎大学住吉フィールドは、全国で初めてGAP認証を取得した牧場です。 プラン③
GLOBALG・A・P 認証について
[ 講師 ] 宮崎大学農学部

超音波診断装置を用いた肉質評価

宮崎大学農学部畜産草地科学科
動物遺伝育種学分野

徳永忠昭 1

プラン④
超音波を利用した生体肉質診断について
[ 講師 ] 宮崎大学農学部

プラン⑤
宮崎牛をリードする種雄牛たち
[ 講師 ] 宮崎県家畜改良事業団

[ 講師 ] 宮崎県畜産試験場

宮崎大学住吉フィールドは、全国で初めて GAP 認証を取得した牧場です。GAP
を実践することによって、事故防止や食の安心・安全につながります。

選択研修の防疫対策について　当日は他の畜産関係施設に立ち入らないでください。過去１週間以内に海外から帰国し
た方は会場に入れません。他の畜産関係施設で使用した物品を持ち込めません。前日にしっかりと入浴ください。 家
畜伝染病のウイルス侵入防止対策について、参加者の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

通常、と畜後に分かる肉質や肉量を生体のまま推察することが可能です。
この技術により、育種改良に係る期間の短縮につながります。

口蹄疫発生以前の頭数まで復興。種雄牛造成方法、
精液採取・ストロー製造から紹介まで動画を利用
して、分かりやすく説明します。満天白清


