
第7回

会期：令和4年1月27日(木)～28日(金) 2日間

参加費：5,000円 / 人（税込・事前支払）

お申込みはこちら

会場：加計学園創立50周年記念館

お問合せはこちら

主催 ： 一般社団法人日本ジビエ振興協会　共催 ： 岡山県
協賛 ： 農林水産省　後援：内閣府、厚生労働省、環境省、観光庁、一般社団法人大日本猟友会　協力：学校法人加計学園 岡山理科大学　

岡
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城

新型コロナ
ウイルス感染症
対策しています！

日本ジビエ
サミット in岡山
令和4年1月27日(木)～28日(金)
会場：加計学園創立50周年記念館

（岡山理科大学構内）

・参加申込みについて＜参加受付事務所＞
gibier-summit@dmm.com（株式会社DMM Agri Innovation内）

全てのプログラムで、事前申込みが必要です。
https://www.gibier.or.jp/summit/no07/

各公演、セミナーは先着順です。
満席となり次第受付を締め切らせていただきます。

・その他について＜日本ジビエ振興協会内サミット事務局＞
TEL：0266-75-1885 / Mail:summit@gibier.or.jp

・大会資料（要旨集）について

※本事業は農林水産省令和3年度鳥獣被害対策基盤支援事業（鳥獣利活用推進支援事業）として開催するものです。
※参加申込みいただいた方に限り、開催後一か月間のアーカイブ視聴が可能です。

1月14日(金)までに参加申込みいただきました方へは、開催前までにお手元に届くよう配送
をいたします。それ以降の場合は、状況によりサミット開催後になる可能性がございます。
予め、ご了承ください。

ジビエを止めるな！
産業化に向けての

コレクティブインパクト！
晴れの国おかやまで
開催します。

（岡山理科大学構内）岡山市北区理大町１－１
現地会場に加え、オンライン配信での受講も可能なハイブリッド形式



第7回

Time Table

日本ジビエサミット in 岡山 2022.1.27-28
＠加計学園創立50周年記念館 お申込み詳細はこちら

会場：Aルーム時間 会場：Bルーム

1
月
27
日（
木
）

開会式

昼休憩

自治体連絡協議会の取組み（10:00-11:30）

27-A1

27-A2

クマ被害の現状とマタギ文化について～共生への道を探る～27-A3

9:00
｜
9:45

10:00
｜
10:45

11:15
｜
12:00

13:00
｜
13:45

14:00
｜
14:45

15:00
｜
15:45

衆議院議員 石破 茂
岡山県美作市長 萩原 誠司
静岡県伊豆市長 菊地 豊
元財務省政策立案総括審議官 岡本 直之 株式会社ロッテリア マーケティング部 商品開発課 吉澤 清太

ジェフビーサービス株式会社 代表取締役社長 佐野 正人
一般社団法人日本ジビエ振興協会 代表理事 藤木 徳彦（進行）

GOGO GIBIERプロジェクト～外食産業とジビエ～

ー

ー

27-B1

おくだ動物病院副院長 越久田 活子、EGサイクル代表 前川 進吉
ペット栄養管理士 小野池 智香
麻布大学名誉教授 押田 敏雄（進行）

シカ肉のペットフードへの利用27-B2

地美恵の郷みまさかご紹介（映像投影）27-B4

一般社団法人日本ジビエ振興協会 代表理事 藤木 徳彦
①食の安全の視点から見たジビエの選び方27-B3

一般社団法人日本ジビエ振興協会 事務局長 鮎澤 廉
 　　　②国産ジビエ認証制度について

岡山県美作市長 萩原 誠司、マタギの里観光開発株式会社 代表取締役 
仲澤 弘昭、東北芸術工科大学芸術学部歴史遺産学科・東北芸術工科
大学大学院芸術工学研究科教授 田口 洋美（進行）

養豚産業とイノシシをめぐる豚熱について27-A4
あかばね動物クリニック 伊藤 貢
麻布大学名誉教授 押田 敏雄（進行）

「おいしいジビエ」の未来のために！～猟師×獣医師対談～27-A5
国産ジビエ認証審査員 菅 衣代
清流ジビエフードサービス 羽賀 真由美
一般社団法人日本ジビエ振興協会 林 由季（進行）

会場：Aルーム時間 会場：Bルーム

1
月
28
日（
金
）

Academic Session

昼休憩

ジビエにつながる捕獲

28-A1

28-A2

岡山理科大学獣医学部長 吉川 泰弘
麻布大学名誉教授 坂田 亮一
北里大学獣医学部 椿 智佳
岡山理科大学獣医学部 新見 日向
株式会社DMM Agri Innovation 佐藤 和輝

給食利用でジビエを振興28-A3
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｜
13:45

14:00
｜
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｜
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株式会社信州富士見高原ファーム 戸井口 裕貴、わかさ29工房 河戸 建樹
徳島県三好市役所産業観光部農林政策課 中村 竜司
一般社団法人日本ジビエ振興協会 藤木 徳彦（進行）

山口産業株式会社 代表取締役社長 山口 明宏（進行）
岡山県セルプセンター 顧問 田中正幸
岡山市議会議員・岡山市牟佐町内会長 田尻 祐二

地産地消の皮活用～町内会と福祉の現場から～28-B1

麻布大学名誉教授 押田 敏雄、公益社団法人全国食肉学校 常務理事/校長 小原 和仁
辻調理師専門学校 教育研究センター長・辻静雄料理教育研究所所長 山田 研
一般社団法人日本ジビエ振興協会 野中 瑛

国産ジビエ取扱資格制度の創設を目指して28-B2

帝京大学 経済学部 観光経営学科 教授 小笠原 永隆

縄文人とシカとのかかわりについて、考古学の観点から28-B3

国産ジビエ認証審査員　阿部 次男

『ジビエ処理加工の簡単HACCP衛生管理』
～安全安心＆美味しいジビエの消費拡大をめざして～

28-B4

若桜学園 栄養教諭 池田 和子、
株式会社魚国総本社 食品本部 名古屋食品部 グループリーダー 中川 泰司
麻布大学名誉教授 押田 敏雄（進行）

ジビエを地域振興に生かそう～エコツーリズムの観点から～28-A4
公益社団法人 日本観光振興協会 理事長 久保田 穣
岡山県美作市役所産業政策部観光政策課 課長 河副 基彦

被害から資源へ28-A5
株式会社DMM Agri Innovation 代表取締役 岡崎 翼
一般社団法人日本ジビエ振興協会 代表理事 藤木 徳彦

（岡山理科大学構内）


