平成３０年５月 農業会議行事予定表
主催会議以外は（ ）
出席者：望月会長◎印、板花副会長◇印、市川副会長◆印、事務局長○印、協議会事務局長□印、参事・部長△印、担当▲
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６日
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７日

月

８日

火

９日

水

総務・情報部

農政・農地部

担い手・経営・年金部

（△豊丘村農業委員会研修会 14:40～役
場）

(△▲第17回善光寺花回廊への県鉢花園芸
組合の出展 8:30～17:00 市内大門町)（部
長、山際）
(▲第17回善光寺花回廊への県鉢花園芸組
合の出展 8:30～17:00 市内大門町)（山際）
(▲第17回善光寺花回廊への県鉢花園芸組
合の出展 8:30～17:00 市内大門町)（山際、
深瀬）
(△望月会長との打合せ 13:30 安曇野市）
（〇都道府県農業会議事務局長会議 ～9
日・東京都）
（△風さやか協議会総会 13:30 議会棟４０
２）
（〇同上）
△▲地区常設審議委員会
東信 14:00～上田合庁（森住、山際）
南信 10:30～伊那合庁302（神林、土屋）
中信 10:30～塩尻市役所保健福祉ｾﾝﾀｰ
3階第一交流室（髙橋、中島）
北信 10:00～北信合庁504（深瀬、松田）

１０日 木

（○佐久農業委員会協議会総会 15:30 佐久
合同庁舎）

△▲農業者年金推進中央会・農業会議担当
者打合会議 13:30～ ＪＡビル4A(参事、松
田、成田）
△農の雇用現地確認(森住、三石）
（◯農業者年金事業推進会議 9:30～東京都・
主婦会館プラザエフ）
△農の雇用現地確認（森住、三石）
△▲同左（森住、松田）
□▲農業再生協議会担い手・農地部会内部監
査13:30～相談室

（△長野市農業者年金協議会総代会 11:00
～ＪＡながの会館（参事））
（△農業担い手育成基金運営委員会会議
14:30～ＪＡビル4B（参事））
△農の雇用現地確認（森住、山本）

１１日 金

１２日 土
１３日 日
１４日 月

１５日 火

農業再生協議会（担い手・農地部会）

○△▲支部幹事長会議 13:30～JAビル１２
A
◎◇◆○△▲常設審議委員会13:30～JAビ
ル12A
（都道府県農業会議会長会議）

△▲同左（部長、神林、山際、深瀬、北澤）

△▲同左（参事、森住、松田）

△▲同左（部長、神林、山際、深瀬、北澤）
〇△▲拡大県農業委員会協議会
常設審議委員会終了後、開催 JAビル12A
（専務、中島部長、髙橋部長、神林）

△▲同左（参事、森住、松田）
（全国農業者年金連絡協議会 11:00～ 東京
主婦会館「プラザエフ）

期 日

総務・情報部
（○１９市農業委員会協議会総会 岡谷市）

農政・農地部
△▲南牧村農地相談11：30～(南牧村役場）

担い手・経営・年金部

農業再生協議会（担い手・農地部会）

△農の雇用現地確認（鮎沢、森住）

１６日 水
１７日 木

○農業再生協議会担い手・農地部会
15:00～ＪＡビル６Ａ会議室

〇□▲長野県農業再生協議会担い手・農地部
会15:00～JAビル6A

（△坂城町農業委員会研修会 16:00役場）

△農の雇用現地確認（鮎沢、山本）

２２日 火

（会検・農林水産検査第１課実施検査、25日
まで）
（△北信州農業委員会協議会総会 14:00～
中野市役所）
(○北安曇農業委員会協議会総会 16:00～ △▲第１回薬草栽培研修会
大町合同庁舎）
13:30～小諸市（高橋、山際）

（▲農業者年金新任等業務研修会 13:30～
AP浜松町（松田、成田））

２３日 水

（◎○△▲農業会議 監査会 10:30～市
内）

１８日 金
１９日 土
２０日 日
２１日 月

（▲同上 9:00～AP浜松町（松田、成田））

２４日 木
▲29年度県事務研究会監査会(喬木村 小
松監事)17:30～事務所

２５日 金
２６日 土
２７日 日

２８日 月

２９日 火

（◎○△JA中央会との懇談会 16:00市内）
（公社理事会）
（△▲同右）（部長）

３０日 水

３１日 木

○△▲農地情報管理ｾﾝﾀｰ運営委員・幹事合 △農の雇用現地確認（鮎沢、森住）
同会議10:30～県土木ｾﾝﾀｰ101.102（専務、
部長、深瀬、北澤、山本）
○△▲県農業委員会事務研究会13:00～県
土木ｾﾝﾀｰ101,102（専務、部長、山際）
△▲農業者年金新任職員研修会 10:30～ Ｊ
Ａビル12B(参事、森住、松田、成田）
（◎◇◆○△▲第10回耕作放棄地発生防
止・解消活動表彰式、全国農業委員会会長
大会
12:30～東京・文京ｼﾋﾞｯｸﾎｰﾙ）（部長、神林、
山際、深瀬）
◎◇◆○△▲本県選出国会議員への要請
懇談会 16:00～東京都内（同上）
(△▲県鉢花園芸組合11:30～役員会、13:00
～技術研修会 塩尻市野菜花き試験場)（部
長、山際）
（▲全国農業委員会会長大会実行委員会
10:00～東京）（神林）

(▲地域営農推進担当者会議 13:30～16:30
県庁議会棟402号会議室)

〇□長野県農業再生協議会総会13:00～JAビ
ル12A
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総務・情報部
◎◇◆○△▲第5回定時理事会 11:00～・
松本市浅間温泉文化センター
○△▲市町村農業委員会長・事務局長合
同会議 13:30～・松本市浅間温泉文化セ
ンター

出席者：望月会長◎印、板花副会長◇印、市川副会長◆印、事務局長○印、協議会事務局長□印、参事・部長△印、担当▲
農政・農地部
担い手・経営・年金部
農業再生協議会（担い手・農地部会）

△▲同左（部長、神林、山際、深瀬、北澤、青
木）

（△▲新聞・出版事業ブロック会議 13:30～
5日 広島市）
〇△▲農地利用最適化推進研修会
13:00～塩尻総合文化センター（専務、部長、
神林、山際、深瀬、北澤、青木）

△▲地区常設審議委員会
14:00～佐久合庁、10:30～伊那合庁、10:30～
塩尻市役所、10:00～長野合庁

□△▲農地利用最適化推進研修会
塩尻総合文化センター
（国際農業者交流協会通常総会9:30～主婦会
館プラザエフ）
△▲県農業法人協会理事会 13:00～JAﾋﾞﾙ
13A
（森住、松田）
△▲同左（参事、森住、松田）

１０日 日
１１日 月

（△信州水田農業経営者会議役員会 15:00
～松本市内）

１２日 火

（◎△会議所理事会 12:00～都市センター
ホテル）
〇△▲県農業委員会女性協議会
11:30～役員会、13:00～総会
岡谷市（専務、部長、深瀬ほか）

１３日 水
１４日 木

１５日 金

△▲農の雇用事業説明・研修会13:30～ＪＡビ
ル（参事、森住、奥村、横田）

〇上小農業委員会協議会総会15時～
（◎◇◆○△▲常設審議委員会13:30～JA
ビル１２A）

△▲同左（部長、神林、山際、深瀬、北澤）
〇△▲第２回拡大県農業委員会協議会
常設審議委員会終了後、開催（専務、部長、
神林）

◯△▲長野県農業者年金推進協議会代議員
総会 11:00～ ＪＡビル13A （専務、参事、森
住、松田）
△▲同左（参事、森住、松田）

期 日

総務・情報部

農政・農地部

担い手・経営・年金部

１６日 土
１７日 日
１８日 月

（▲農業者年金専門業務研修会 13:30～AP
浜松町DEFルーム（松田、成田）

１９日 火

（▲同上 9:00～AP浜松町DEFルーム（松田、
成田）

２０日 水

（◎◇◆○△▲第３回臨時総会13:00～松本 （△▲地域振興局農地転用事務担当者会議
市・ＪＡ中信会館）
10:30～県庁西庁舎109）

２１日 木

（県農業共済組合総会 松本市・キッセイ文
化ホール）

２２日 金

（公社評価委員会・評議委員会）

△▲同左（参事、森住、松田）

△▲農地情報公開システム研修会
安曇野市

２３日 土
２４日 日
２５日 月
◯△▲農業者年金業務推進会議 10:30～ＪＡ
中信会館601・2（専務、参事、森住、松田、成
田）

２６日 火
２７日 水
（JA長野中央会・各連合会通常総会）

△▲県国際農友会研修生現地調査（10:40～
東信（参事、松田））

（◎△全国農業会議所通常総会・臨時理事
会 11:00～都市センターホテル）

△▲同上（中信、南信）

２８日 木
２９日 金
３０日 土

農業再生協議会（担い手・農地部会）

