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総務・情報部 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）

令和元年５月　農業会議行事予定表

期　日

１日 水

２日 木

３日 金 善光寺花回廊　8:30～17:00   ～5日

４日 土

５日 日

６日 月

７日 火
〇△辞令交付式（北澤・青木 農地相談員）
14:00～

△同左の立会い（髙橋・神林）

８日 水

（○△▲県農業委員会女性協議会
  11:00～役員会、13:00～総会、13:50～研修会
長野市ホテル信濃路）（専務・髙橋・深瀬）
〇△▲農業委員会長及び女性委員研修会
　13:50～長野市ホテル信濃路（専務・髙橋・深
瀬）

（△長野市農年協議会総代会長野市JAながの本
所森住）

９日 木
（△新聞取材　10:00～松本市・13:30～穂高町）
（○都道府県農業会議専務理事・事務局長会議
9日13:00～10日　東京）

□▲内部監査13:30～相談室

１０日 金

（○同上　9日～10日）

（△風さやか推進協総会　10:00～県庁西庁舎）

△▲地区常設審議委員会
10:00～長野市、14:00～上田合庁（神林、深瀬）
10:30～伊那合庁、14:00～安曇野市（髙橋、山
際）
▲戸倉創造館事前打ち合わせ　16:00～（神林、

１１日 土

１２日 日

１３日 月
〇△▲農業会議支部幹事長会議　13:30～  ＪＡ
ビル12A

（△第１回農業担い手育成基金事務局会議
　9:30～JAビル4階Ｂ会議室）（神林）
△▲同左（髙橋・神林・山際・深瀬・北澤）

（△第１回担い手推進基金運営委員会ＪＡ長野県
ビル森住）
同左

１４日 火
(臨時県議会開会～16日）

１５日 水

◎◇◆△▲常設審議委員会 13:30～ＪＡビル12Ａ △▲同左（髙橋、神林、山際、深瀬・北澤）
△▲農地情報公開ｼｽﾃﾑ操作研修会場準備
18:00～
塩尻市総合文化ｾﾝﾀｰ（髙橋、深瀬）

同左



総務・情報部 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）期　日

１６日 木

△▲農地情報公開システム操作研修会（基礎
編）　10:30～　塩尻市総合文化センター　（髙橋・
深瀬）
（△阿南町農業委員及び推進委員新任研修会及
び定例総会　13:30～阿南町役場）（髙橋）
（△地域営農推進担当者会議
　13:30～県庁西庁舎110号会議室）（神林）

農の雇用現地確認 □地域営農推進担当者会議13:30～県庁西庁舎
110

１７日 金

（○佐久農業委員会協議会総会　16:00～　専務）
（△北アスプス地区農業委員会協議会　16:00～
大町合同庁舎）

△▲農地情報公開システム操作研修会（基礎
編）　10:30～　千曲市戸倉創造館　（髙橋・山際・
深瀬）

農の雇用現地確認

１８日 土

１９日 日

２０日 月

▲第1回薬草栽培研修会
　13:30～小諸市農大研修部（山際）
（△▲農地中間管理事業の業務委託先研修会
　13:30～佐久合庁）（高橋）

（▲農業者年金業務研修会　20日～21日　東京）
（〇　農業担い手育成基金理事会　17:00　JAビ
ル）

２１日 火
（△長野県薬草生産振興協議会監査会
　10:30～農業会議内）（高橋）

（▲同上　20日～21日　東京） 〇□▲担い手・農地部会15：00～ＪＡﾋﾞﾙ４B

２２日 水

（〇１９市農業委員会協議会通常総会～23日須
坂市）

（△▲農地中間管理事業の業務委託先研修会
　13:30～長野合庁別館）（神林、山際、深瀬）
（△１９市農業委員会協議会通常総会　須坂市）
（高橋）

農の雇用現地確認

２３日 木

（〇農林研究財団理事会　10:00～ＪＡビル4階Ｂ
会議室）

（△信州６次産業化推進協議会総会
　13:30～長野市農業共済組合６階大会議室）（神
林）
○△▲長野県養鶏協会総会
　15:00～長野農業共済組合会館4階第二中会議

△▲農業者年金新任研修会（10:30～ＪＡビル）

２４日 金
（△長野市農業委員会　北部地区調査会　農地
利用最適化推進研修会　11:15～長野市JAなが
の長野平支所）（神林）

農の雇用現地確認 □▲農業再生協議会監査10:00～JAビル１１Ｆ

２５日 土
２６日 日

２７日 月

（△同右）中島 （◎◇◆○△▲全国農業委員会会長大会
13:00～東京・文京シビック文化ﾎｰﾙ）
◎◇◆〇△▲県選出国会議員への要請懇談会
　16:00～参議院議員会館101会議室（正副会長・
専務・中島・髙橋・神林・山際・深瀬）

農の雇用現地確認

２８日 火

（△▲長和町農業委員・推進委員新任職員研修
　17:00～19:00役場）髙橋、山際
（△▲全国農業委員会会長大会第１回実行委員
会　10:00～東京・弘済会館）神林、深瀬

２９日 水
（〇△公社理事会　10:00～市内）
〇△農業会議監査会　13:30～　市内

（▲県鉢花園芸組合第2回役員会・技術研修会
12:00～　山形村ミラ・フード館ホール　15:00～信
州緑化フェス会場視察）（山際）

３０日 木

◎◆◇〇第７回定時理事会　11:00～　松本市浅
間温泉文化ｾﾝﾀｰ　２階会議室）
〇△▲市町村農業委員会長・事務局長合同会議
13:00～ 松本市浅間温泉文化ｾﾝﾀｰ大会議室

△▲同左（髙橋・神林・山際・深瀬） □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

３１日 金
（〇長野市農業委員会総会・研修会　15:00～市
役所）

（△▲新任農業委員・推進委員研修会
　小川村）（神林・山際）

〇□農業再生協議会総会10：00～11：00ＪＡﾋﾞﾙ
□▲農業経営者サポート事業説明会13:00～県
庁パソコン実習室
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総務・情報部 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）

１５日 土

１４日 金

◎◇◆△▲常設審議委員会 13:30～ ＪＡビル12
Ａ

（〇△▲第２回県農業委員会協議会
常設審議委員会終了後、開催）専務、髙橋、深瀬

○△▲農業者年金協議会総会11:00長野市JAビ
ル
常設審議委員

１３日 木 ○農業担い手育成基金第2回理事会

１２日 水

（◎△会議所理事会　12:00～都市センター）
○南信州農業委員会協議会総会（講演16:15～
17:15）

（△信州ワインバレー構想推進協議会総会
13:15～長野合同庁舎501～503会議室）髙橋

１１日 火
（〇ＪＡ県営農指導者会議総会　13:30～ＪＡビル）

１０日 月

(予定)△▲地区常設審議委員会
東信　14:00～　佐久合庁（神林、深瀬）
南信　10:30～　伊那合庁（髙橋、山際）
中信　14:00～　安曇野市役所（髙橋、山際）
北信　10:00～　長野市役所豊野支所（神林、深
瀬）

９日 日

８日 土

７日 金 △▲農の雇用事業説明会・研修会　13:30～ＪＡビ
ル

６日 木
（〇▲新聞・出版事業ブロック会議　奈良県内　～
7日 13:30）

(△▲法人協会理事会13:00松本市）

５日 水

４日 火
農地利用最適化推進担当者研修会(13:30～
16:30 塩尻市　塩尻総合文化センター講堂)

３日 月
(北信州農業委員会協議会総会　10:00～中野市
役所）

△(長野県薬草産地づくり推進協議会総会　13:30
～長野県土地改良会館別館第３会議室）髙橋

２日 日

令和元年６月　農業会議行事予定表

期　日

１日 土



総務・情報部 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）

（〇上小農業委員会協議会総会・研修会）

３０日 日

２９日 土

２８日 金
（会議所通常総会　11:00　都市センター） （△▲新任農業委員・推進委員研修会

　13:30～15:30   伊那市役所 33人）

２７日 木 （ＪＡ中央会総会）

２６日 水
（△▲新任農業委員・推進委員研修会
　13:00～茅野市役所）髙橋、山際

２５日 火
△▲国際農友会タイ研修生現地確認南牧村、中
川村～２６日まで

２４日 月

２３日 日

２２日 土

２１日 金

（◎〇△農業開発公社評議員会　13:30～JAビル
１２E
中間管理事業評価委員会10:30～11:30　同上)

２０日 木
（6月定例県議会開会）
（〇農業共済組合総会）

△▲農業者年金業務推進会議（10:30～松本市Ｊ
Ａ中信会館）

１８日 火

１９日 水

（〇多面的機能支払協議会監査 10:00～土地改
良会館）
(〇畜産会総会　15:00～ＪＡビル13階会議室）

１７日 月
◎◇◆△▲農業会議第4回通常総会　13:00～
松本市・ＪＡ中信会館

▲農業者年金専門職員研修研修13:00から１８日
まで東京（松田、成田）

期　日

１６日 日


