熊本県農業会議関係行事等予定表
平成31年1月18日
月

日（曜日）

１月

７日(月)

くまもと農業経営相談所に関する支援（草枕グループ 宮本社労士対応 ） 13:00 玉名市「草枕グループ事務所」 くまもと農業経営相談所

８日(火)

農業法人化支援講座（冬期） １日目

10:00 ホテル熊本テルサ

くまもと農業経営相談所

９日(水)

農業法人化支援講座（冬期） ２日目

10:00 ホテル熊本テルサ

くまもと農業経営相談所

１０日（木）

くまもと農業経営相談所第１８回経営戦略会議

10:00 ホテル熊本テルサ

くまもと農業経営相談所

１０日（木）

平成30年度球磨村「農業者等との意見交換会」

15:00 球磨村 石の交流館「やまなみ」 球磨村農業委員会

１１日（金）

熊本県認定農業者連絡会議2019年年始挨拶回り

9:00 九州農政局他

熊本県認定農業者連絡会議

１１日（金）

熊本県認定農業者連絡会議理事会

16:00 ホテル熊本テルサ

熊本県認定農業者連絡会議

15日（火）

農業法人化支援講座（冬期） ３日目

10:00 ホテル熊本テルサ

くまもと農業経営相談所

15日（火）

くまもと農業経営相談所に関する支援（（株）吉次園 原川社労士 ）

15:00 熊本市「吉次園事務所」

くまもと農業経営相談所

15日（火）

平成30年度農業者年金下期担当者会議

10:00 合志市「JA教育センター」

熊本県農業会議・JA熊本中央会

15日（火）

農業経営法人化支援事業の交付申請に係る説明会

13:30 県庁本館8階農林水産政策課分室 県農地・担い手支援課

１６日（水）

くまもと農業経営相談所に関する支援（中山雄介 宮本社労士対応 ）

13:30 熊本農政事務所

くまもと農業経営相談所

１６日（水）

九州・沖縄ブロック総務・経理担当者会議

13:00

（一社）福岡県農業会議

１６日（水）

「収入保険制度導入に係る青色申告推進セミナー及び個別相談会」(荒尾・玉名地域の農業者対象)

13:30 玉名市民会館第1会議室

県担い手育成総合支援協議会

１6日(水)～１7日(木)

九州地区農大プロジェクト発表会

13:00 熊本市「はあもにい」

熊本県立農業大学校

１７日(木)～１８日(金)

平成30年度九州各県認定農業者等意見交換会

13:30

鹿児島県認定農業者協議会

１８日（金）

農業者年金農業大学校説明会

午前 合志市「農業大学校」

農業大学校

１８日(金)

農業経営相談所推進に係る先進地視察（鹿児島県）

13:00 鹿児島県庁

県農地・担い手支援課、本会農政・担い手対策課

１８日（金）

阿蘇郡市農業委員会女性委員・事務局選出等会議

14:00 阿蘇市「サンクラウン大阿蘇」

農業委員会阿蘇郡市協議会

20日（日）

平成３０年度第3回熊本県新規就農・就業セミナー＆相談会

13:00 ホテル熊本テルサ

熊本県新規就農支援センター

21日（月）

平成３０年度第１０回常設審議委員会

14:00 熊本市「県庁新館職員研修室」 本会総務課

21日（月）

くまもと農業経営相談所に関する支援（釜博信 茂田販売アドバイザー ） 13:30 芦北町（調整中）

くまもと農業経営相談所

農業経営相談所推進に係る先進地視察（群馬県、静岡県）

終日 群馬県庁、静岡県庁

県農地・担い手支援課、本会農政・担い手対策課

22日（火）

「農の雇用事業」現地確認調査員との事業に係わる打合せ会

15:30 本会事務局

本会農政・担い手対策課

23日（水）

農の雇用事業H28-5現地確認調査（(株)蜂の郷にしおか）

10:30 八代市岡町

本会農政・担い手対策課

２４日（木）

農業委員会女性委員の組織化に向けた発起人（地域代表者）会議

13:30 熊本市「ホテル熊本テルサ」

本会総務課

２１日（月）～２２日（火）

行

事

名

時刻

開 催 場 所

福岡市「ＴＫＰガーデンシティ博多新幹線口」

鹿児島市「ホテル ウエルビューかごしま」

主 催 者（担当部署）
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行

事

名

３月

開 催 場 所

主 催 者（担当部署）

25日（金）

農の雇用事業H28-5現地確認調査（(株)緒方農園）

10:00 熊本市北区植木町

本会農政・担い手対策課

25日（金）

くまもと農業経営相談所第１９回経営戦略会議

10:00 ホテル熊本テルサ

くまもと農業経営相談所

26日（土）

新・農業人フェア

9:00 東京都

リクルート㈱

28日(月)

農の雇用事業H28-5現地確認調査（村上健次（村上園芸））

13:00 阿蘇市

本会農政・担い手対策課

29日（火）

受入農家研修会

13:00 熊本市「メルパルク熊本」

熊本県就農支援協議会

29日（火）

農の雇用事業H28-5現地確認調査（(株)果実堂）

13:30 益城町

本会農政・担い手対策課

13:30 人吉市「鍋屋本館」

本会総務課

29日(火)～30(水) 農業委員会会長・職員合同会議

２月

時刻

30日（水）

農の雇用事業H28-5現地確認調査（鍋嶋農園、(株)FFKベジテック）

10:00 山鹿市鹿央町、大津町

本会農政・担い手対策課

３１日（木）

くまもと農業経営相談所第２０回経営戦略会議

10:00 ホテル熊本テルサ

くまもと農業経営相談所

３１日（木）

農地利用最適化推進委員大臣賞伝達式及び受賞者座談会

13:30 東京都「農水省７階共用第２会議室」 （一社）全国農業会議所

３１日（木）

平成30年度熊本県農業コンクール大会表彰式

14:00 ホテル熊本テルサ

熊本県農業コンクール大会実行委員会（農業技術課）

１日（金）

都道府県農業会議専務理事・事務局長会議

10:00 東京都「未定」

（一社）全国農業会議所

５日（火）

くまもと農業経営相談所「個別相談会」

13:30 ホテル熊本テルサ

くまもと農業経営相談所

６日（水）

平成30年度地域営農組織リーダー研修会

10:00 菊南温泉ユウベルホテル

熊本県地域営農法人協議会

６日（水）

くまもと農山漁村フォーラム２０１９

14:00 熊本市「ホテル熊本テルサ」

県農地・担い手支援課

７日（木）

平成３０年度熊本県国土利用計画審議会

13:30 熊本市「ホテル熊本テルサ」

県地域振興課

８日（金）

平成３０年度第１回熊本県農業振興促進審議会

10:00

県農地・担い手支援課

１３日（水）

農業大学校農業者年金説明会

午後 合志市「農業大学校」

農業大学校

１４日（木）

県認定農業者連絡会議会長・女性部・事務局合同会議

13:30 熊本市「メルパルク熊本」

熊本県認定農業者連絡会議

２０日（水）

（一社）熊本県農業会議第８回理事会

14:00 熊本市「県庁新館職員研修室」 本会総務課

２０日（水）

平成３０年度第１１回常設審議委員会

14:10 熊本市「県庁新館職員研修室」 本会総務課

２６日（火）

県認定農業者連絡会議女性部研修会

10:00 ホテル熊本テルサ

熊本県認定農業者連絡会議

（一社）全国農業会議所第79回臨時総会

11:00 東京都「都市センターホテル」

（一社）全国農業会議所

６日（水）

熊本市「県庁行政棟本館５階審議会室」
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平成31年1月18日
月

５月

日（曜日）

行

事

名

時刻

開 催 場 所

主 催 者（担当部署）

１９日（火）

熊本農業経営相談所に関する担当者会議

13:00 熊本市東区「火の国ハイツ」

熊本県担い手育成総合支援協議会/くまもと農業経営相談所

２０日（水）

平成３０年度第１２回常設審議委員会

10:00

熊本市「ホテル熊本テルサ３階たい樹」

本会総務課

２０日（水）

（一社）熊本県農業会議臨時（第６回）総会

13:30

熊本市「ホテル熊本テルサ３階たい樹」

本会総務課

２０日（水）

農業委員会会長・事務局長会議

15:00 熊本市｢ホテル熊本テルサ３階たい樹」 本会総務課

平成31年度全国農業委員会会長代表者集会及び先進地視察（予定）

12:30 東京シビックホール他

２７日（月）～２９日（水）

本会農政・担い手対策課

