
農林水産研修のご案内 
《令和 4 年 11 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 研修課題 場 所 定員 講  師 

林
業 

11 月6 日（日） 

13：00～16：00 

親子林業体験 

野生きのこ観察会とシイタケ栽培体験 

県総合グリーンセンター 

（坂井市丸岡町楽間15） 

15

組

30

名 

福井きのこアドバイザー会   会長 笠原 英夫 

                       他 

共
通 

11 月10日（木） 

9：00～16：30 

【資格取得・技能養成】 

刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育 

【受講料11,000円（税込み）】 

【修了証交付】 

※こちらの研修は締め切りました。 

次回、R5 年2 月開催予定です。 

県農業試験場 近代化センター 

（福井市寮町辺操52-21） 
20 

ふくい農林水産支援センター   

農作業安全指導員  杉本 雅和 

                  豊田 吉之 

農
業 

11 月10日（木） 

13：30～15：30 
イネの根の活力を高める土づくり 

NOSAI福井  大会議室 

（鯖江市横越町18-41-1） 
50 秋田県立大学     名誉教授   川島 長治 

農
業 

11 月１２日（土） 

13：30～15：30 
中獣類の生態と被害対策 

喜ね舎 会議室 

（福井市河増町9-10-1） 
40 

野生生物研究所  

ネイチャーステーション  代表 古谷 益朗 

共
通 

11 月14日（月） 

9：15～12：15 

13：00～16：00 
刈払機など小型農機各納前の 

保守・点検研修 

【受講料500 円（税込）】 

福井産業技術専門学院 第１実習場 

（福井市林藤島町20-1-3） 
40 

ふくい農林水産支援センター  

農作業安全指導員  杉本 雅和 

                  豊田 吉之 
11 月15日（火） 

9：15～12：15 

13：00～16：00 

畜
産 

11 月15 日（火） 

13：30～15：30 
畜産におけるインボイス制度 

福井県家畜保健衛生所 

（福井県大畑町69-10-1） 

【zoomでの受講も可】 

28 金沢国税局 課税部消費税課      平井 亮次 

共
通 

11 月16日（水） 

13：00～16：00 
電柵を活用したサルの被害対策 

南越前文化会館 及び 現地 

（南越前町牧谷29-15-1） 
50 

NPO法人 里地里山問題研究所 

代表理事  鈴木 克哉 

農
業 

11 月16日（水） 

17日（木） 

9：00～16：00 

農業機械士養成研修 
農山漁家生活近代化センター 農業試験場内 

（福井市寮町辺操52-21） 
20 

北陸近畿クボタソリューション推進部 

部長  北倉 芳忠 

ものづくりマイスター  小寺 辰夫 

農
業 

11 月22日（火） 

9：00～17：00 
指導農業機械士養成研修 

農山漁家生活近代化センター 農業試験場内 

（福井市寮町辺操52-21） 
20 

北陸近畿クボタソリューション推進部 

部長  北倉 芳忠 

ものづくりマイスター  小寺 辰夫 

農
作
業
安
全 

11 月25日（金） 

9：00～12：15 

農作業安全研修 

【受講料5,00０円（税込）】 

【修了証交付】 

NOSAI福井 大会議室 

（鯖江市横越町第18 号41-1） 
50 

農作業安全アドバイザー（労働安全コンサルタント） 

上田 博之 

ふくい農林水産支援センター  

農作業安全指導員  杉本 雅和 

                  巻田 幸寿 

農
業 

11 月25日（金） 

10：00～12：00 
「いちほまれ」の美味しさについて 

中小企業産業大学校 特別教室 

（福井市下六条町16-15） 
50 

福井県農業試験場 品質開発研究部  

主任研究員  小林 麻子 

農
業 

11 月25日（金） 

13：30～15：20 
トルコギキョウの栽培技術研修 

福井県農業試験場 大会議室（2 階） 

（福井市寮町辺操52-21） 
30 株式会社 ミヨシ   国内販売部  石川 大樹 

林
業
※ 

11 月28日（月） 

13：30～15：30 
提案型主伐再造林の実践 

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 佐伯広域森林組合     組合長  戸髙 壽生  

林
業
※ 

11 月３０日（水） 

13：30～15：30 
木造構造物への県産材の活用について 

県総合グリーンセンター  多目的ホール 

（坂井市丸岡町楽間１５）  
30 福登建設（株）    代表取締役  清水 榮一 

農
業 

11 月３０日（水） 

13：30～15：30 
除草の基本と難防除雑草対策 

福井市きらら館 多目的ホール 

（福井市風巻町20-17） 
50 

日本植物調節剤研究協会  

岡山研究センター    所長  赤澤 昌弘 

農
作
業
安
全 

12 月13日（火） 

9：00～16：10 

【資格取得・技能養成】 

KY（危険予知）活動リーダー研修 

【受講料5,000 円（税込）】 

【修了証交付】 

NOSAI福井  小会議室 

（鯖江市横越町第18 号41-1） 

12 ふくい農林水産支援センター 

農作業安全指導員  豊田 吉之 

巻田 幸寿 
12 月14日（水） 

9：00～16：10 
12 

・募集を締め切った研修は掲載しておりません。 

・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  

・上記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。 

http://www.fukui-affsc.jp/training

