
 

 

 

 

 

Ⅰ 農政対策ニュース 

  農水省経営局長通知「農業委員会による最適化

活動の推進等について」発出 他 

 

Ⅱ 組織の動き 

 ・1月の常設審議委員会等会議開催状況 他 

 ・農業振興公社からのお知らせ 

・「THE農業人」 

あなたの街の農業委員さん 
 
Ⅲ 農業者年金のページ 

 ・新規加入者の状況 他 
 
Ⅳ 情報のページ 

 ・新聞・出版（新刊）の案内 他 
 
Ⅴ 今後の日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 農水省経営局長通知「農業委員会による最適化活動の推進等について」発出 

最適化活動をさらに見える化 目標設定、活動内容を点検・評価し公表 

農水省は 2月 2日、農業委員会が実施する農地利用の最適化活動の目標設定や活動記

録の具体的な方法などを示した通知「農業委員会による最適化活動の推進等について」

を経営局長名で発出した。農業者の減少や高齢化の進展により最適化活動の重要性が高

まっていることを背景に、最適化活動のより一層の見える化を進めていくねらいだ。 

通知では、年度ごとに最適化活動の目標を設定し、その活動内容を記録し、活動結

果の点検・評価や公表を行うよう求めている。 

設定する目標は、成果目標と活動目標を掲げることとされ、このうち成果目標は農

地の集積、遊休農地の解消、農地所有者が新規就農者に貸し付けることを同意した面

積について、具体的な数値目標を定める。 

活動目標では、農業委員・農地利用最適化推進委員が最適化活動を行う日数や集中

して活動を行う強化月間を具体的に設定することなどを求めている。 

最適化活動を行う日数については、成果目標の達成に向けてふさわしいものとなる

よう、農業委員会系統組織統一の取り組みとして地域の実情も勘案しつつ設定するこ

とを求めている。 

活動強化月間については毎年 3カ月以上の設定を求めている。 

活動の記録については、最適化活動を実施した月日、場所、相手、内容などを具体

的に記録簿に記入する。その点検・評価については、年度ごとに農業委員・推進委員

が自ら行う。また、農業委員会としての評価も取りまとめる。 

 通知では農業委員と推進委員の役割分担を明確化したうえで、農業委員と推進委員
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Ⅰ農政対策ニュース 

～農地を活かし、未来へつなぐ～ 



 

が密接に連携して最適化活動に取り組むことも求めている。併せて、総会で農地の権

利移動許可などを審議する際には、地区担当の推進委員が出席して意見を述べること

が適当との考え方も示した。 

同通知は、2021年 6月に閣議決定された規制改革実施計画において全ての農業委員

会で最適化活動の目標を定めることや、推進委員などが活動を記録して農業委員会が

毎年度、評価・公表を行う仕組みを設けることを求めていたことを受け、同省が内容

の検討を進めていた。 

◆ 疑念噴出、経営局長通知及び課長通知（案）の説明会開催される  

全国農業会議所は、農水省からの同通知の発出を受け、2月 14日～18日にかけ、

農政局単位で同通知の説明会をＷｅｂで開催した。静岡県及び県農業会議は、14日に

関東農政局管内対象の同会に参加した。 

本省農地政策課調整監から通知の内容、及び全国農業会議所事務局長から「通知を

踏まえた農業委員会組織の取組」を説明後、質疑応答・意見交換が行われた。主な意

見は次のとおり。 

・成果目標が過大すぎる市町村はモチベーション低下につながる。 

・農業委員等の活動評価基準の見直しや撤廃を。・評価を総会の場で行うのはいかが

なものか。 

・2022年次のスケジュールがタイト過ぎて困難。 

・事務局員の事務量増加を懸念。 

・農業委員等就任時に説明していない内容が付加され、今後委員の成り手がいなくな

る。もっと育てる目が必要等。 

一連の説明会終了後、（案）が取れた課長通知が発出される見込み。また、Q&A

が出されるほか、希望に応じて県単位で農業委員会対象の説明会が実施される予定。 

 

◇ 2021 年度補正、タブレット導入の要望調査、結果まとまる 

農水省は農業委員会による情報収集等業務の効率化を支援するため、2021年度補正

予算で農業委員会のタブレットの導入を支援している。タブレットは、推進委員等が

現場で農地の出し手・受け手の意向等を効率的に把握するなどに活用する。 

全国で 12,000台余の導入が予定されており、県内農業委員会の要望状況は、2022

年 1月 31日時点で 17農業委員会 141台（市町費での独自導入を除く）となってい

る。農業委員会は、ランニングコストの負担、委員の使いこなし、農地情報公開シス

テムとの連動等を懸念している。 

 

◇ 22 年度静岡県当初予算案 農業関係予算 282 億 6400 万円(8.82 億円増) 

静岡県は 2月 10日、2022年度当初予算案を発表した。一般会計予算は 1兆 3,644

億円(前年度比＋550億円)。ポストコロナ時代を見据えた、「静岡県の新ビジョン 後

期アクションプラン」を、的確に展開するための予算編成と組織改編を行い、誰一人

取り残さない「富国有徳」の美しい“ふじのくに”の実現を目指すとしている。 



 

農業関係予算は合計 282億 6,400万円（前年度比＋8.82億円）となっており、主な

事業の概要は次の通り。(詳細は下記の県サイトをご覧ください。) 

https://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-040/r4tousyoyosan.html 

 

当初予算案の主要事業（農業関係抜粋）          （単位：千円） 

事業名 予算額 目的と事業概要 

新規就農

者等総合

支援関連

事業費 

1,077,009 

新規就農者等の拡大と定着を図るため、機械等の導入や研修農

場の整備等を支援する。 

・機械等導入支援（新規・617,500） 

・サポート体制充実（新規・70,500） 

・半農半Ⅹタイプ（新規・6,200） 他 

副業として農業経営したい移住者等が、農家等の技術指導の

下、直売所等で販売できるような農産物を栽培できる仕組み

を構築(3地域で実施) 

農業生産

環境負荷

軽減関連

事業費 

46,995 

農業生産における環境負荷軽減を推進するため、有機農業の普

及・拡大を支援するほか、SDGsに貢献する生産者認証制度を

創設する。 

・有機農業等の推進(7,150) 

有機農業推進のプラットフォームづくり（新規） 

有機農業産地づくり（新規・2地区程度） 

・SDGsに貢献する生産者認証制度の創設（新規・4,000） 他 

お茶関連

事業費 
1,529,757 

本県茶業の再生を図るため、ChaOIプロジェクトを推進し、

オープンイノベーションによる静岡茶の新たな価値の創造や需

要に応じた生産構造の転換等を促進する。 

・ChaOIプロジェクト推進事業費(175,000) 

輸出に向けた有機茶栽培等の支援（拡充） 

・ふじのくに茶の都ミュージアム管理運営事業費(159,948) 

・茶業研究センター施設整備事業費(1,026,000) 

・新・しずおか茶グローバル戦略推進事業費(92,194) 他 

第 8回世界お茶まつりの開催 

春のお茶まつりウイーク 5/1～5/15 

秋の祭典 10/20～10/23 

農業農村

整備関連

事業費 

11,953,000 

農業の競争力強化及び農村地域の安全・安心の確保を図るた

め、担い手農家への農地集積等を促進する生産基盤の整備や防

災対策等を実施する。 

また、農業農村の有する多面的機能の発揮を図るため、農業者

等が行う農地維持等の活動を支援する。 

・農地防災ダム浚渫事業費(新規・230,000) 他 

 

◇ みどり戦略法案など了承 自民 今通常国会での成立目指す 

自民党は 2月 10日、農林関係の合同会議を開き、みどりの食料システム戦略関係 2

法案の条文案について農水省から聴取し、了承した。今通常国会での成立を目指す。 

https://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-040/r4tousyoyosan.html


 

新たに制定を目指す「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低

減事業活動の促進等に関する法律案」は、同戦略の実現に向けた理念法で、国の責務

や講じるべき施策を規定するもの。 

そのうえで、減農薬栽培など環境負荷の低減に取り組むことなどをまとめた「環境

負荷低減事業活動実施計画」を作成・申請した農林漁業者を認定する「計画認定制

度」を新たに設ける。認定を受けた者には農業改良資金の償還期間の延長や税制上の

特例措置を講じる。 

「植物防疫法の一部を改正する法律案」は、化学農薬の使用低減を念頭に、有害動

植物の侵入調査事業（仮称）の実施や緊急防除の迅速化、発生予防を含めた防除に関

する農業者への勧告・命令などの措置の導入が盛り込まれている。 

 

◇ 所有者不明土地改正法案が閣議決定 

政府は 2月 4日、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を

改正する法律案」を閣議決定した。知事の裁定により所有者不明土地に公益性の高い

施設を整備できる「地域福利増進事業」の対象事業を拡充し、備蓄倉庫などの災害関

連施設や再生可能エネルギー発電設備の整備を加える。激甚化・頻発化する自然災害

に対応できる施設としての利用ニーズの高まりを受けたもの。 

事業の継続性を確保するため、民間事業者が同事業を実施する場合の土地使用権の

上限を現行の 10年から 20年に延長する。 

また、今後、所有者不明土地のさらなる増加が見込まれることから、所有者不明土地

の管理を適正化するため、市町村長による勧告・命令・代執行制度を創設する他、民法

上利害関係人に限定されている管理不全土地管理命令の請求権を市町村長に付与する。 

 

◇ 農研機構登録品種 自家増殖許諾申請 受付開始 

農研機構は 2月 7日、同機構が単独で育成した登録品種の自家増殖に係る許諾申請

の受け付けを開始した。改正種苗法に基づき、今年 4月 1日以降、登録品種の増殖に

は育成権者の許諾が必要になることを踏まえたもの。同機構のホームページ上に許諾

申請のフォームを設けている。 

同機構が単独で育成したブドウ、柑橘、柿、日本梨、栗、リンゴ、桃など果樹 93の

登録品種（2022年 1月 31日現在）を自家増殖する場合、同機構への許諾申請と許諾

料の支払いが求められる。また、甘藷、イチゴ、馬鈴薯、茶は許諾料は無償だが、原

則として許諾申請が必要となる。 

 

◇ 優良農地の維持と地域調和が課題 営農型太陽光発電有識者会議が初会合 

農水省は 2月 2日、「今後の望ましい営農型太陽光発電のあり方を検討する有識者

会議（荒川隆座長）」の初会合を開いた。 

営農型太陽光発電への関心が高まる中、優良農地の維持や地域調和との両立など、

望ましいあり方を検討する。 



 

これまでの現場の課題を踏まえ、①発電設備下の農地での作業性や台風や積雪時な

ど災害対応を考慮した構造の検討（工学的視点）②途中での営農放棄による地力低下

や農村景観を損なう恐れについての検討と遮光率を踏まえた作付け品目の選定（農学

的視点）③規模や地域に応じた経営モデルの構築や農業委員会が適否を判断しやすい

基準作り（経営的視点）――の主に 3点の議論を進める。 

全国農業会議所専務理事の柚木茂夫委員は、営農型太陽光発電の 75%が農用地区域

農地にあり（第 1種農地 17.9%、甲種農地 0.5%を含めると 93.5%）、集団的な優良農

地への設置照会に農業委員会が苦慮している現状を指摘し、「圃場整備が済んでいる

農地や人・農地プランで担い手への集積を位置付けた農地など、10ha以上の集団性の

ある優良農地については農業振興整備計画や担い手への農地利用集積活動への支障が

無いよう設置を原則禁止すべきだ」などと提起した。 

 

◇ 輸出額 初の 1兆円越え 21 年農林水産物等 

農水省は 2月 4日、2021年の農林水産物・食品の輸出額を公表した。輸出額は史上初

の 1兆円超となる 1兆 2385億円で、前年より 2525億円（25.6%）の増加となった。 

このうち農産品の品目別輸出額は、加工食品 4595億円（前年比 22.9%増）、畜産

品 1139億円（同 47.7%増）、野菜、果物等 569億円（同 28.0%増）、穀物等 560億

円（同 9.8%増）と続いた。 

輸出先国（地域）は金額が大きい順に、中国、香港、米国、台湾の順だった。 

同省は輸出額が伸びた要因について、新型コロナウイルス感染症の影響による消費

者ニーズの変化に対応した小売店向けや EC販売などの新たな販路への販売が堅調だ

ったことなどをあげた。 

政府は 30年までに輸出額 5兆円の目標を掲げ、支援を強化している。 

 

◇ まん延防止等重点措置の適用を踏まえた中小企業支援について 

今回の「まん延防止等重点措置」の適用に伴い、飲食店への営業短縮等の要請によ

り、影響を受ける事業者には、「事業復活支援金」の制度があるが、この支援金の給

付要件に満たない事業者に県独自の支援策として「事業継続応援金」制度が新たに創

設された。（６頁参照） 





 

◇ 1月の常設審議委員会 

県農業会議は１月２１日の常設審議委員会を新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、特例措置に基づき書面審議により実施した。上程のあった議案の内容は次のとおり

で、下表に基づく諮問案件について、許可相当として答申した。 

※県内における農地転用許可案件 (県農地利用課まとめ) は来月号で掲載予定。 

【 議 事 】農地法等に基づく諮問               （件） 

法律別 農地法 農振法 

市町別 ４条 ５条 ４１条(※) １５条の２ 

浜 松 市  ３   

富 士 市  １   

磐 田 市  １   

長 泉 町  ２   

合計  ７   

（注）諮問案件はすべて同一目的の申請に係る農地面積が 30ａ超 

※ 所有者不明の農地に関する権利設定に伴う裁定 

◇ 農業者年金個別相談会開く 

県農業会議は、１月２７日に磐田市役所、２月１日に静岡市葵区役所、２月２日に湖

西市役所で標記相談会を開いた。本会職員が待期者に受給手続きの方法や制度全般、制

度改正などの相談に応じた。 

 

◇ 広域農地利用最適化推進研修会開く 

静岡県、静岡県農業会議、各地区農業委員会協議会、静岡県農業振興公社は２月４

日、ＷＥＢで広域農地利用最適化推進研修会を開いた。農業委員・推進委員、事務局職

員、農林事務所、ＪＡなど、１１５人が参加した。 

情勢報告では「農業委員会を巡る情勢と新たな農地利用最適化」について、全国農業

会議所の稲垣照哉事務局長が説明。２月２日に発出された農水省ガイドラインおよび

「人・農地関連施策の見直し」など、最新の情勢と今後の取組や課題などについて説

明。その後「農地利用最適化の進め方」として、「地域まるっと中間管理方式」につい

て、魅力ある地域づくり研究所代表の可知祐一郎氏が同方式の解説や全国の事例などに

ついて講演し、続いて同方式の実践事例として太良庄荘園の郷（福井県小浜市）理事の

髙鳥佐太一氏が発表。農業者の高齢化、担い手の減少、農道・水路の管理など様々な問

題を受け地域を守るために取り入れたなどと話した。 

参加者アンケートでは「５～

１０年後のことを考えると、農

地利用の最適化を積極的に推進

していく必要がある」などの感

想が寄せられた。 

Ⅱ組織の動き 

【写真】稲垣事務局長(左)、可知代表(中央)と髙取理事(右) 



 

 

小山町農業委員会 岩田正治会長 

私は家族３人で、米やブルーベリー、キウイフルーツ、ミカン、水

掛菜などを栽培しております。 

無農薬にするなど「おいしくて」「体に優しい」商品の提供を心

掛けております。 

町の認定農業者になって７年目になります。 

若者の農業離れが叫ばれている中、息子は 35 歳で専業農家に

なり、いまは親子２代で認定農業者として農業をしております。 

先祖が築き上げてきた小山町の土地で、米作りができる「喜び」

と「感謝」の気持ちを忘れず、情熱を持って農業に取り組んでお

ります。 

 

川根本町農業委員会 中野暉会長 

自園・自製の茶農家に生まれ、小さい時から手伝いをしてきま

した。 

定年まで農協に勤めながら家業に従事してきましたが、現在

は共同工場へ生葉売りを行っています。 

定年以降は『浜松テクノカレッジ』へ入校し、『造園科』で６ヶ月

間庭木の整枝剪定・庭園管理に必要な知識と技能を習得しま

した。 

重機の資格習得など勉強になり『学ぶことは楽しかった』と

今でも思います。 

その時習得した『門松作り』に毎年取り組んでいます。 

 

袋井市農業委員会 西村淳子農業委員（しずおか農業委員会女性の会監事） 

「このお茶 飲みやすくて大好きなの」 

「こんなにおいしい紅茶が袋井にあったんですね」 

「また買いに来ちゃいました！」 

イベントに出店すると嬉しいメッセージをいただく事が度々

あります。 

自分たちの作ったお茶を、直接消費者の方に飲んでいただ

く機会。それがイベント。 

お客様の顔を見ながら呈茶できる こういったイベントが、

私たち家族は大好きです。 

昔のように大きな声で「いらっしゃいませ～」と言える日が、

一日も早く戻って来ますように…。 
 

あなたの街の農業委員さん(その 15) 

～ 趣味や日頃の思いなど自由に書いてもらいました ～ 



  

１ 借入れ農地でヒサカキの大規模経営を行う赤池洋行さん  

富士宮市でヒサカキ栽培を行う赤池さん。赤池さんは、学校

卒業後、見分を広げるためワーキングホリデー制度を活用して

海外で働くなどの経験をしたのちに実家で就農しました。 

就農当時は、根付きのシキミ生産でしたが、27年ほど前から

知り合いに紹介されたヒサカキの生産に取り組んでいます。 

周辺にはヒサカキの生産者がおらず手探りの状態でしたが、

他県の生産者を訪ねるなど生産技術の習得に努めてきました。 

また、ヒサカキの品種の選抜にも取り組み、枝の形がよく３

本の枝で束を組み製品として出荷できる優良な個体を挿し木で

増殖し、その拡大にも取り組んでいます。出荷されるヒサカキ

は、「高嶺(たかね)の榊」としてブランド化しており、市場評価が

高く生産が追い付かない状態です。 

現在の経営規模は７haを超えていますが、自家所有の農地は数 a程度で、ほとんどが農

地バンク事業による借入地です。年々借入れを増やしてきましたが、特に平成 28年からは

農協と連携することで農地の情報が入りやすくなり、まとまった農地も借入れることがで

きるようになっています。 

また、借入れた農地は荒廃農地が多いため自らユンボを操作し、樹木伐採や徐礫などを

進めてきましたが、令和２年度には「荒廃農地再生・集積促進事業」により 50a の農地を

再生し、活用しています。 

今後も、市場からの要望に応えられるよう規模拡大を進め、高品質を保ちつつ新たな商

品づくりにも取り組んでいきたいと話しています。 

２ 広域マッチングにより富士宮市に参入～エスファーム～  

静岡県では、令和２年度から担い手不在農地と広域的な規模拡

大を志向する経営体とのマッチングを支援する「人・農地調整員」

を農業振興公社に配置し、広域的な農地集積を推進しています。 

人・農地調整員は、広域的な規模拡大を志向する経営体の意向

調査、市町外からの担い手の受入を進める市町・農業委員会と連

携したマッチング活動、担い手不在農地に関する情報収集・現地

調査・リスト化などを行っています。 

富士宮市上羽鮒地区は、基盤整備が実施された 10ha 程の水田

地域で、中山間地域直接支払制度による集落協定を結んでいるも

のの、高齢化などで耕作できなくなる農地の増加が懸念されてお

り、他地域からの担い手の受入も検討していました。 

このため経営体とのヒアリングを基に、地域の立地や希望面

積、本拠地からの距離等から、当地区に静岡市清水区を拠点に野

菜生産を行う(株)エスファームを紹介することが適当と判断し、

地元組織の代表や構成員の方とマッチングを行いました。 

(株)エスファームは、数回の打合せを経て令和３年９月から農

地バンク事業により農地を借受け、作付けを始めています。 

農業会議情報２月号 

静岡県農地バンク(静岡県農業振興公社・農地中間管理機構)からのお知らせ 

 

現地説明会 

作付けの様子 



 

■ 全国農業図書刊行案内 ■■ 

図 書 名 
コード 
番 号 

仕様等 
価 格 
(送料別) 

改訂 7版 農業経営基盤強化促進法の解説 R03-12 607頁 3,800円 

令和 3年度版 

よくわかる農家の青色申告 
R03-13 121頁 830円 

農地法の解説 改訂三版 R03-14 542頁 3,600円 

新・農地の法律がよくわかる百問百答 

改訂三版 
R03-15 387頁 2,400円 

農地ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(利用状況調査)と利用意向調査 

が新しくなりました 
R03-17 6頁 75円 

令和 3年度版 農家相談の手引き 

~農地･経営対策に役立つ!支援制度の資料集

~ 

R03-18 120頁 850円 

農業技能実習評価試験テキスト 

耕種農業 畑作・野菜 
R03-19 70頁 900円 

農業技能実習評価試験テキスト 

耕種農業 施設園芸 
R03-20 84頁 900円 

2021年版勘定科目別農業簿記マニュアル R03-21 234頁 2,160円 

農業者年金加入推進事例集 vol.14 R03-22 48頁 730円 

農業委員会研修テキストシリーズ②農地法 R03-23 38頁 480円 

「農地利用最適化」から「新たな農地利用 

最適化」へ（ブックレット） 
R03-24 96頁 700円 

農地中間管理事業をﾌﾙ活用！ 

｢地域まるっと中間管理方式｣とは？ 
R03-25 74頁 700円 

令和 4年度 経営所得安定対策と米政策 R03-28 16頁 110円 

人生 100年時代 

農業者年金で備える老後設計 
R03-29 28頁 200円 

農業委員会研修テキストシリーズ① 

農業委員会制度-農地利用の最適化の推進- 
R03-34 28頁 370円 

2022年農業委員会手帳 

（農業委員用） 
R03-35A ﾎﾟｹｯﾄ判 640円 

2022年農業委員会手帳 

（農地利用最適化推進委員用） 
R03-35B ﾎﾟｹｯﾄ判 640円 

 

■■ 全国農業新聞 ■■ 
令和４年４月号の申込・中止・変更の締切は、  

令和４年３月１５日（火）となりますのでよろしくお願いします。  

Ⅳ情報のページ 
  

 



経営と暮らしを応援！最新の情報を発信し農業者を笑顔に輝かせます☆ 

 
 

全国農業新聞は、農業者の公的代表機関である農業委員会組織が発行する専門紙です。 

  ■ 特徴のある週刊新聞・・・・解説に力点をおいたニュース報道と企画編集 

  ■ 時代に鋭く斬り込む・・・・農政・農業・農村の動き、問題をタイムリーに 
  ■ 農業委員・推進委員に役立つ・・農地集積、担い手対策の参考に 

  ■ 経営に役立つ・・・・・・・経営者マインドと実務情報 

  ■ 喜びや悩みを共感できる・・読者の心に訴える 
  ■ 深みと味がある・・・・・・単なる情報で終わらない 

  ■ 読みやすく親しみやすい・・老若男女が楽しく読める 
 

発行日：毎週金曜日  購読料：月額 ７００円、年 ８，４００円（消費税込） 
 

 ※購読の申し込みは、下記申込書にご記入のうえ静岡県農業会議まで FAX 下さい。 

  お問い合わせ・申込先  (一社)静岡県農業会議 TEL:054-255-7934 / FAX:054-273-4314 

  発行：(一社)全国農業会議所 〒102-0084 東京都千代田区二番町 9-8  

 

 

 

 

全国農業新聞申込書 

申込日：令和  年  月  日 

全国農業新聞を    部     月より申込みます。 

 

郵便番号 〒     － 

住所  

電話番号      －     － 

ふりがな  

氏名  

 

■ 本紙制作の参考にいたしますので該当項目に○印をつけて下さい 

役職 経営 農業者年金 

農業委員  専業  認定農業者  加入者  

推進委員  兼業  納税猶予者  受給者  

市町議会議員  非農家      

その他役職者        

※この申込書は、全国農業新聞の送付・領収の他、ｱﾝｹｰﾄ以外には使用いたしません。  

―  静岡県農業会議は地域に密着した情報発信を目指しています。―  

会議情報 

情報事業の強化については農業委員の皆様の協力が必要不可欠です。 
農業委員・推進委員１人１部新規購読者の確保をお願いします。 



 

3 月 11 日(金) 女性の農業委員会活動推進シンポジウム 東京都・砂防会館（オンライン） 

 17 日(木) 農地転用等現地調査（浜松市（理事、農政委員会所属委員）） 

 22 日(火) 理事会・常設審議委員会・農地利用最適化研究会（静岡市・静岡中央ビル） 

4 月 22 日(金) 常設審議委員会・農地利用最適化研究会（静岡市・静岡中央ビル） 

5 月 20 日(金) 理事会・常設審議委員会・農地利用最適化研究会（静岡市・静岡中央ビル） 

 31 日(火) 全国農業委員会会長大会（東京都・渋谷公会堂） 

6 月 22 日(水) 通常総会・常設審議委員会（静岡市・静岡県産業経済会館） 

7 月 22 日(金) 常設審議委員会・農地利用最適化研究会 

8 月 22 日(月) 常設審議委員会・農地利用最適化研究会 

9 月 22 日(木) 常設審議委員会・農地利用最適化研究会 

10 月 21 日(金) 常設審議委員会・農地利用最適化研究会 

11 月 22 日(火) 常設審議委員会・農地利用最適化研究会 

12 月 22 日(木) 常設審議委員会・農地利用最適化研究会 

1 月 20 日(金) 常設審議委員会・農地利用最適化研究会 

2 月 16 日(木) ふじのくに農地有効活用シンポジウム（静岡市・グランシップ） 

 22 日(水) 常設審議委員会・農地利用最適化研究会 

3 月 22 日(水) 常設審議委員会 
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、やむを得ず変更する場合があります。（下線＝新規・変更） 

※2/18 に予定していた農地調査現地調査は延期となりました。 

 

Ⅴ今後の日程 

※この情報誌（カラー版）は静岡県農業会議 HPからもダウ

ンロードいただけます。https://www.shizu-nou-kaigi.or.jp/  

https://www.shizu-nou-kaigi.or.jp/

