農林水産研修のご案内
《令和２年７月研修計画》
（公社）ふくい農林水産支援センター
〒910-0003 福井市松本 3-16-10 TEL：0776-21-8315
区分

開催日

共通

7 月 5 日（日）
7 月 12 日（日）

研修課題

場 所

定員

講

師

嶺南農林漁業機械オペレーター養成研修
けん引（農耕限定）
※募集は締め切りました。

小浜自動車学校
（小浜市府中 14-23）

―

小浜自動車学校職員

共通

7 月 4 日（土）
7 月５日（日）

農林漁業機械オペレーター-養成研修[前期]
大型特殊（農耕限定）
※募集は締め切りました。

ふくい園芸カレッジ
（あわら市井江葭 50-8）

―

教習指導員
野路 榮

共通

7 月 20 日（月）
～
8 月 5 日（水）

農林漁業機械オペレーター養成研修[中期]
けん引（農耕限定）
※募集は締め切りました。

ふくい園芸カレッジ
（あわら市井江葭 50-8）

―

教習指導員
野路 榮

24

福井県森林組合連合会
安全管理指導専門家 朝倉 敏晴

林業
※

7 月 3 日（金）
13：30～15：30

「森林施業の安全対策」研修
刈払機とチェンソー作業における安全管理

県総合グリーンセンター
ふくい林業研修センター
多目的ホール・屋外（実技室横）
(坂井市丸岡町楽間 15)

農業

7 月 3 日（金）
13：30～15：30

乳牛疾病対策研修会
プロセスアプローチ手法を用いた新しい
乳房炎制御法

福井県家畜保健衛生所
（福井市大畑町 69-10-1）

農業

7 月 8 日（水）
13：30～15：30

畦畔、転換畑雑草の効率的除草技術
※募集は締め切りました。

NOSAI 福井 会議室
（鯖江市横越町 18-41-1）

60

協友アグリ株式会社
普及営業部 担当部長 徐 鍚元

農業

7 月 8 日（水）
13：30～15：30

「旬の園芸」実践講座【講座 3：野菜②】
受講料 1,000 円/回
※募集は締め切りました。

JA 福井県
喜ね家 愛菜館 １階会議室
（福井市河増町 9 字 10-1）

―

株式会社 福井ハウス
園芸アドバイザー 大﨑 隆幾

農業

7 月 10 日（金）
13：30～15：30

肉用牛改良研修会
ゲノミック評価を活用した肉用牛の改良

福井県家畜保健衛生所
（福井市大畑町 69-10-1）

農業

7 月 14 日（火）
13：30～15：30

トラクターの安全な使い方とメンテナンス
【嶺北会場】
※募集は締め切りました。

県農業試験場 2 階 大会議室
（福井市寮町辺操 52-21）

30

7 月 16 日（木）
13：30～15：30

トラクターの安全な使い方とメンテナンス
【嶺南会場】

園芸 LABO の丘 科学実験室
（美浜町九々子 35-32-1）

30

32

福井県農林水産部福井米戦略課 主事 巻田 春香
ふくい農林水産支援センター
講師 井上 健一
福井県農業試験場 次世代技術研究部
主任研究員 駒野 小百合

農業

赤松ファームクリニック 代表 赤松 裕久

（一社）家畜改良事業団
家畜改良技術研究所 遺伝検査部長 戸田 昌平
前橋種雄牛センター 東海近畿事業所長 門脇賢治

株式会社 北陸近畿クボタ 福井営業部
トータルプランニング推進部 課長 田中 久善

農業

7 月 16 日（木）
13：30～15：30

大豆の高品質多収栽培技術
※募集は締め切りました。

福井県農業試験場
会議室および圃場
（福井市寮町辺操 52-21）

農業

7 月 21 日（火）
13：30～15：30

健康で農業を続けるための腰痛予防対策と
アシストスーツの活用

県農業試験場 ２階 大会議室
（福井市寮町辺操 52-21）

30

金沢大学 医薬保健研究域 保健学系
准教授 米田 貢

林業
※

７月 21 日（火）
10：00～12：00

獣害対策と森林・林業 1

県総合グリーンセンター
林業研修センター 多目的ホール
（坂井市丸岡町楽間 15）

30

森林総合研究所 多摩森林科学園
研究専門員 小泉 透

農業

7 月 28 日（火）
13：30～15：30

園芸用施設のメンテナンス

県農業試験場 ２階 大会議室
（福井市寮町辺操 52-21）

30

株式会社 福井ハウス
園芸アドバイザー 大﨑 隆幾

林業
※

7 月 28 日（火）
10：30～12：00

タワーヤーダを活用した木材生産

県総合グリーンセンター
林業研修センター 多目的ホール
（坂井市丸岡町楽間 15）

30

森林総合研究所 林業工学研究領域
収穫システム研究室 室長 中澤 昌彦

農業

7 月 28 日（火）
13：30～15：30

「直売所」研修
売り上げを伸ばす「体にいい」の伝え方
～野菜などの機能性表示について～

県食品加工研究所 研修室
（坂井市丸岡町坪ノ内 1-1-1）

30

野菜で健康研究所株式会社
代表取締役 中田 光彦

林業
※

7 月 31 日（金）
10：30～12：00

県総合グリーンセンター
ICT を活用したスマート林業の構築（仮題） 林業研修センター 多目的ホール
（坂井市丸岡町楽間 15）

40

鹿児島大学
農学部教授 寺岡 行雄

・上記内容は、都合により変更することがあります。 また、受講料の記載がないものは無料です。
・区分欄の※印は、フォレストサポーター養成講座を兼ねています。
・各研修は事前申し込みが必要です。なお、新型コロナウイルスの感染を防止するため、会場の定員内での募集とし、満席となり次第募集を終了しますのでご了承ください。
・毎月の研修計画は、ホームページに掲載しておりますのでご利用ください。 http://www.fukui-affsc.jp/training
・ご不明な点がありましたら ℡:0776-21-8315 (直通) 人材・研修支援課へお問い合わせください。 E-mail:kensyu@fukui-affsc.jp
・４月以降の研修につきましては、新型コロナウイルスに係る状況を見て開催の有無を決定、お知らせいたします。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

