
参考資料 
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20～21日 酒メッセ（大阪） 1日 改正農協法施行

27日 原産地呼称管理制度　日本酒審査会 14～16日 熊本地震発生

８～９日 しあわせ信州販路拡大説明会

16日
「おいしい信州ふーど(風土)」を食べよう！育てよう地産
地消キャンペーン実行委員会

25日 ＥＴ利用拡大プロジェクトチーム会議 26日 伊勢志摩サミット

30日 第8回諏訪湖環境改善行動会議 27日 オバマ大統領広島訪問

30日 長野県６次産業化推進協議会総会

１日 長野県農産物輸出事業者協議会総会

２日 長野県青果物・花き取引会議・トップセールス

５日 第67回全国植樹祭記念式典

８日
第25回長野県中山間地域農業直接支払事業検討委
員会

13～14日 農村女性ネットワークながのリーダー研修会

16日 農村生活マイスター認定研修会 16日 北海道内浦湾地震

30日 信州黄金シャモ生産振興検討会 19日 18歳選挙権施行

30日 「食の"地消地産”」キックオフミーティング

６日 アスパラガス雨よけ栽培導入現地研修会

７～９日 国際フラワーフォーラム2016（松本市他）

11～17日 海外マーケティング調査（マレーシア、ベトナム） 10日 第24日参議院議員選挙

12日 市田柿：地理的表示保護制度登録 17日
国立西洋美術館が世界文化遺産登録決
定

20～22日 全国農業青年交換大会（長野大会）

21日 人・農地問題解決促進研修会

25日 農村生活マイスター認定研修会

26日 アスパラガス雨よけ栽培導入現地研修会

26日 信州ワインブレッド研究会発足式

28日 すんき：地理的表示保護制度（ＧＩ）申請

２日 信州和牛枝肉共励会（大阪）

３～9/13 信州フェア（名古屋） 3日 第3次阿部再改造内閣発足

６日 ＮＡＧＡＮＯ農業女子トーク＆カフェ（銀座NAGANO） 5～21日 リオデジャネイロオリンピック

９日 一般企業農業参入セミナー 8日 天皇陛下生前退位の意向表明

22日 農村生活マイスター認定研修会 11日 山の日施行

23日 ６次産業化推進研修会

24日 牛受精卵移植講習フォローアップ研修

24日 ジュース用トマト機械化一貫体系モデルほ現地検討会

24日 ＰＡＬネットながのクラブ員研修会

25～10/31 信州フェア（大阪）

25日 自給飼料増産プロジェクト飼料用とうもろこし現地検討会

25日
「おいしい信州ふーど（風土）」発掘商談会in東京・トップ
セールス

31日 集落営農経営発展支援研修会（第１回） 30日 台風第10号が東北地方に上陸

１日 信州大王イワナお披露目会

１～2日 農村生活マイスター「マイスターのつどい」

２～３日 全国山村振興連盟関東ブロック大会

平成28年度　長野県農政のあゆみ

県 国の動き及び社会・経済情勢
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県 国の動き及び社会・経済情勢

１～10/31 信州フェア（名古屋）

1～30日 信州フェア（東京）

５～６日 東北復興農業トレーニングセンタープロジェクト長野研修 7～18日 リオデジャネイロパラリンピック

１～10/31 信州フェア（名古屋）

1～30日 信州フェア（東京）

５～６日 東北復興農業トレーニングセンタープロジェクト長野研修 7～18日 リオデジャネイロパラリンピック

８日 「おいしい信州ふーど(風土)」発掘商談会in名古屋

１０～１１日 「おいしい信州ふーど（風土）」交流会

１０日 農業参入フェア（東京会場）

10日 牛受精卵移植フォローアップ研修会

13日
農林水産祭　第49回うまいくだものコンクール
　ぶどう（ナガノパープル・シャインマスカット）

17日 牛受精卵移植技術向上研修会

18日 長野県、市町村、ＪＡ合同就農相談会

21日 加工業務用農産物商談会（野菜） 20日
農林水産省鳥インフルエンザ机上防疫演
習

23～25日 G７長野県・軽井沢交通大臣会合 22日
男子プロバスケットボールリーグ「Bリーグ」
開幕

24日 NAGANO農業女子東京発！農業体験バスツアー

29～10/4 長野県農産物フェア（香港）

１～31日 信州フェア（東京）

２日 信州フェア（イオン南松本店）

４～６日
平成２８年度長野県特定家畜伝染病防疫演習（口蹄
疫）

3日
大隅良典氏　ノーベル生理学・医学賞受
賞

8～16日 「おいしい信州ふーど（風土）」ＷＥＥＫ 8日 阿蘇山噴火

９日 イートワイントヤマで信州農産物ＰＲ 8日 アメリカ大統領選挙投開票

12日 加工業務用農産物商談会（果実）

13日 「食の"地消地産”」産地見学会

15～16日 石川の農林漁業まつり

15日 長野県農業分野等対策本部設置

15日 カーネーション産地交流会

17日 農村生活マイスター認定研修会、審査会

17日 地産地消キャンペーン企業懇談会

17日
農林水産祭　第49回うまいくだものコンクール
　りんご（シナノスイート）

18日 地理的表示保護制度（GI）研修会

19日 農業経営者協会旬感！信州産農産物市（名古屋)

21～30日 長野県フェア（シンガポール） 21日 鳥取県中部地震

17～19日 農林水産祭第69回長野県畜産共進会　肉豚

22～23日
長野まるごと秋まつり
・「おいしい信州ふーど(風土)」PR

22～23日 岐阜県農業フェスティバルで信州農産物ＰＲ

25日
農林水産祭　第49回うまいくだものコンクール
　りんご（シナノゴールド）

29～30日 越中とやま食の王国フェスタで信州農産物ＰＲ

10
月

９
月

-175-



県 国の動き及び社会・経済情勢

１日 第26回信州の味コンクール

２日 石川・長野　旬の食材祭（長野市）

３日 富山のさかな　信州農産物ＰＲ

４～10日 長野県農産物フェア（シンガポール）

７日 信州農業ＭＢＡ研修会開講式

７日 地産地消シンポジウム

８日 集落営農経営発展支援研修会（第２回）

10日 きのこ技術力強化研修会（害虫調査手法実践研修） 8日 福岡市で大規模陥没事故

10日
農林水産祭　第69回長野県畜産共進会
　肉用牛種牛

12日 実りのフェスティバル

13日 信州フェア（東京）・トップセールス

16日 市町村、ＪＡ等新規就農担当者研修会

17日
農林水産祭　平成27年度長野県園芸特産振興展
品評会表彰式

19～20日 ふくい味の祭典で信州農産物ＰＲ

22日 農業参入フェア（名古屋会場）

23日 長野県食を育む県民会議

25日 信州ワインブレッド研究会　製パン講習会・試食会

28日 信州和牛枝肉共励会（京都）

28～12/2
農林水産祭　第69回長野県畜産共進会
　肉用牛交雑種肥育

29日 新潟県・青森県でHPAI発生

4～6日
農林水産祭　第69回長野県畜産共進会
　肉用牛和牛肥育

９～11日 長野県フェア（台湾：裕毛屋）

10～11日
ファーマーズ＆キッズフェスタ(東京日比谷公園：ＰＡＬ
ネットながの)

12日 農業士認定研修（前期）

13日 農村女性フェスティバル

15日 農業法人協会との農政懇談会 15日
統合型リゾート整備推進法（カジノ法）成
立

20日
南信州ファーマーズセッション（ＰＡＬネットながのクラブ員
交流会）

15～16日 日露首脳会談

21日 阿部知事とのファーマーズ会議 22日 糸魚川市大規模火災

28日 農業経営管理能力向上セミナー（第１回） 31日 SMAP解散

7日 「信州の伝統野菜」セミナー

10～11日 平成28年花き生産振興研修会

12～13日 うまいくだもの中央講習会

13日 長野県畜産技術研究発表会

19日 農業経営管理能力向上セミナー（第２回）

19日 平成28年度ジュース用トマト品質向上共進会表彰式

19～20日 平成29年野菜振興研修会

19～23日 海外市場視察研修会（タイ・バンコク）

23～24日 農業経営者協会家族セミナー

25日 ＰＡＬネットながのスキルアップセミナー 23日
トランプ大統領TPP協定離脱の大統領令
に署名

25日 農業参入フェア（大阪会場）

31日 次世代農業者向け金融セミナー

１
月

11
月

12
月
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県 国の動き及び社会・経済情勢

１日～２日 農業士認定講座（後期）

２日 農業経営士認定講座

３日 明日の長野県農業を担う若人のつどい

６、９日 農作業安全推進担当者研修会

７日 「三重の食」マッチング展示交流会

８日 きのこ生産振興研修会

９日 きのこ経営改善指導者研修会

９日 遊休農地活用シンポジウム

10日 夏はくさい適正生産連絡会議

10日 農業法人トップセミナー

12日 長野ワインフェス（帝国ホテル） 13日 農林水産省口蹄疫防疫演習

14日 冬季国体：「おいしい信州ふーど（風土）」ＰＲ

15～17日
スーパーマーケットトレードショー
（東京ビックサイト）

15日 農業経営管理能力向上セミナー（第３回）

16日 中古農業機械整備・評価研修会

16日 飼料用米給与技術研修会

17日 「食の”地消地産”」講演会・意見交換会

21日 しあわせ信州販路拡大説明会 24日 プレミアムフライデー開始

２日 ６次産業化商品企画立案研修会

３日 農地情報公開システム整備事業研修会

６日 県消防防災ヘリコプター墜落事故

７日 長野県自給飼料共励会表彰式

７日 長野県酪農技術研修会

９日 ６次産業化研修会

10日 長野県原種牛・名誉原種牛の認定式

10日 農業士認定授与式・農業士協会代議員総会

11～12日 ふるさとの食にっぽんの食（東京：代々木公園）

13日 NAGANO農業女子会

14日 「おいしい信州ふーど（風土）」アカデミー研修会

14日 石川県・長野県　素朴に美食会

14日 信州フラワーウォーク

14日 生産性向上に向けた畜産新技術研修会

16日 農村生活マイスター認定証授与式・総会

16日 外国人技能実習制度説明会

16日 「信州の伝統野菜」産地情報交換会

17日 信州農業ＭＢＡ研修特別公開講座

21日 第９回諏訪湖環境改善行動会議

21日 農業経営士認定証授与式・農業経営者協会総代会

22日 「おいしい信州ふーど（風土）」ＰＲイベント

23日 農村女性ネットワークながの総会

23～24日 第43回長野県ブラック＆ホワイトショウ

２
月

３
月

-177-



氏　　　名 市町村名等

第46回日本農業賞 日本農業賞 中野市農協ぶどう部会 中野市 集団組織の部

第76回中日農業賞 優秀賞 吉冨　洋平 木曽町

平成28年度（第55回）
農林水産祭

内閣総理大臣賞
農事組合法人会田
共同養鶏組合

松本市 畜産部門

農山漁村女性・シニア
活動表彰

優秀賞 味工房「みよた」 御代田町
女性起業・経営
参画部門

農山漁村男女共同参画優良
活動表彰

農林水産副大臣賞 藤原　真弓 小谷村
次世代を担う地域
リーダー部門

農業の未来をつくる女性活
躍経営体100選（WAP100選)

入選
安曇野北穂高農業生産
組合

安曇野市

平成28年度豊かなむらづくり
全国表彰事業

関東農政局長賞 草尾柿組合 生坂村

第８回耕作放棄地発生防
止・解消活動表彰事業

全国農業会議所会長賞 農事組合法人田原 伊那市

氏　　　名 市町村名等

久保　廣登 長野市 産業功労者

武田　亥佐雄 中野市 産業功労者

依田　清二 長野市 産業功労者

松木　修治 茅野市 産業功労者

小野沢　さつき 飯山市 産業功労者

平田　睦美 飯田市 産業功労者

遊休農地活用功績者表彰 知事表彰 （株）ファームかずと 信濃町

上田市丸子農産物直売
加工センター運営組合

上田市

上野農事大根組合 諏訪市

片桐　敏美 飯島町

草尾農業団地生産組合 生坂村

武田　幸悦 中野市

平成28年度　主な農業関係表彰事業　受賞者一覧

※ 敬称は省略させていただきました

表彰行事名 表彰の名称
受賞者

受賞部門

受賞部門表彰行事名 表彰の名称
受賞者

園芸特産業関係功労者表彰 知事表彰

平成28年度知事表彰 知事表彰

全国表彰 

県域表彰 
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氏　　　名 市町村名等

【農林水産祭参加行事】

農林水産大臣賞 古幡　豊和 山ノ内町
りんご
（シナノスイート）

農林水産省生産局長賞 山口　正樹 宮田村
りんご
（シナノゴールド）

小林　傳 東御市
ぶどう
（ナガノパープル）

伊藤　剛史 箕輪町
りんご
（シナノスイート）

平林　智彦 松川村
りんご
（シナノゴールド）

渡辺　孝一 中野市 えのきたけ

清水　吏 飯山市 ぶなしめじ

池田　雅彦 中野市 えのきたけ

林　孝夫 岡谷市 生しいたけ

金田　万里子 阿南町 乾しいたけ

関口　邦是 飯山市 なめこ

有限会社Ｉ・Ｆａｃｔｏｒｙ 下條村 ぶなしめじ

(有)マルヨ 中野市 えのきたけ

黒崎　千晴 中野市 ぶなしめじ

芋川　節子 中野市 えのきたけ

水上　積善 駒ヶ根市 生しいたけ

水上　積善 駒ヶ根市 乾しいたけ

阿部　光寿 中野市 なめこ

荻原　和弘 中野市 ぶなしめじ

小池　直志 ＪＡ信州諏訪 カーネーション

有賀　美和 ＪＡ上伊那 アルストロメリア

雨宮　正徳 ＪＡ信州諏訪 キク

菊池　利治 ＪＡ信州諏訪 トルコギキョウ

中原　睦男 ＪＡ上伊那 アルストロメリア

有賀　美和 ＪＡ上伊那 ユリズイセン

名取　　靖 ＪＡ信州諏訪 カーネーション

(有)末広農園 ＪＡ上伊那 アルストロメリア

関東農政局長

第４８回
信州フラワーショー

関東農政局長賞

賞の名称

長野県知事賞

農林水産大臣賞

農林水産省生産局長賞

受賞者
受賞部門・受賞品

第３９回信州きのこ祭り
長野県きのこ品評会

林野庁長官賞

行事名

農林水産大臣賞

第４９回うまいくだもの
コンクール

長野県知事賞

県域行事（品評会等賞

-179-



氏　　　名 市町村名等

久保田直之 ＪＡみなみ信州 ダリア

相馬　信行 ＪＡ信州諏訪 キク

遠藤　清保 ＪＡ信州諏訪 リンドウ

百瀬　　明 ＪＡ松本ハイランド カーネーション

宮崎　智樹 ＪＡ信州うえだ トルコギキョウ

高田　正英 ＪＡ信州うえだ グラジオラス

上原　亮一 ＪＡ信州諏訪 アネモネ

酒井　弘道 ＪＡ上伊那 アルストロメリア

山崎　正人 ＪＡ上伊那 ラナンキュラス

唐澤　　勲 ＪＡ上伊那 アルストロメリア

農林水産大臣賞 伊藤　洋一 伊那市
シクラメン
ラブキャンドル

農林水産省生産局長賞 アオキプランツファーム 佐久市
シクラメン
ファンシーフリル赤

宮坂　太木 原村
シクラメン
フェアリーピコ

長沼　春樹 飯田市 サギナ

農林水産大臣賞 株式会社ナガノトマト 松本市
信州生まれのおいし
いトマト　食塩無添加

食料産業局長賞 長野興農株式会社 長野市
信州りんごジュース
シナノスイート

生産局長賞 壽高原食品株式会社 千曲市
信州産白桃ジュース
千曲の滴

ゴールドパック株式会社 松本市
ぶどうジュース
（ストレート）

壽高原食品株式会社 千曲市
信州においしいりんご
ふじ

農林水産大臣賞 長野興農株式会社 長野市
信州プルーンコン
ポートシロップづけ

食料産業局長賞 森食品工業株式会社 千曲市 信州産あんず乾

生産局長賞 信越食品工業株式会社 長野市
長野県産プルーンジャ
ム

壽高原食品株式会社 千曲市
信州産秋映りんご
ジャム

丸善食品工業株式会社 千曲市
テーブルランドトマト
ケチャップJAS特級

農林水産大臣賞
おざわおんせん野沢菜
漬生産組合

野沢温泉村 野沢菜豆乳味噌漬け

食料産業局長賞 株式会社マルトウ 長野市 こだわり白菜漬

関東農政局長賞 株式会社太成食品 佐久市 のざわな漬

有限会社山田醸造 岡谷市 大根ビーツ漬

丸佐食品株式会社 安曇野市 葉わさびしょうゆ漬

第６０回漬物類品評会
（浅漬物の部）

長野県知事賞

第４８回
信州フラワーショー

第１２回園芸加工品品評会
（園芸加工食品の部）

長野県知事賞

第４８回鉢花類コンクール

長野県知事賞

第１２回園芸加工品品評会
（園芸加工飲料の部）

長野県知事賞

長野県知事賞

受賞部門・受賞品行事名 賞の名称
受賞者
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農林水産大臣賞 株式会社まるたか 安曇野市 特製わさび漬

食料産業局長賞 谷口醸造株式会社 飯田市 本漬野沢菜

関東農政局長賞 丸昌稲垣株式会社 飯田市 菊芋みそ漬

丸二食品株式会社 佐久市 丸なす粕漬

マルミ株式会社 長野市 しそ南蛮

農林水産大臣賞
有限会社小笠原商店
小笠原寿房

伊那市 細　寒　天

水産庁長官賞
有限会社イチカネト
五味嘉江

茅野市 角  寒  天

松木寒天産業株式会社
松木修治

茅野市 角  寒  天

株式会社地紙世商店
今井洋之

茅野市 角  寒  天

農林水産大臣賞 小田多井農村夢倶楽部 安曇野市 ジュース用トマト

農林水産省生産局長賞 田中　明 塩尻市 ジュース用トマト

長野県知事賞 畑　弘躬 伊那市 ジュース用トマト

農林水産大臣賞 小原　伊佐夫 JAみなみ信州
黒毛和種去勢理想肥
育県内産

有限会社アグリランド
松本

JA松本ハイランド
黒毛和種去勢理想肥
育県外産

吉川　俊男 JAみなみ信州 種雌牛若雌

関東農政局長賞 山嵜　秀治 JAながの 黒毛和種雌肥育

井坪　章 JAみなみ信州
黒毛和種去勢理想肥育
県内産

六川　時彦 ＪＡ佐久浅間 交雑牛去勢肥育

長野県農協直販(株)長
野第３農場

ＪＡ松本ハイランド 交雑牛雌肥育

本村　隆雄 ＪＡみなみ信州 肉豚

小山　清志 ＪＡみなみ信州 種雌牛育成

高原牧場 ＪＡ松本ハイランド 種雌牛成牛

【一般行事】

第３９回信州きのこ祭り
長野県きのこ料理コンクール

長野県知事賞 坪根　晴奈 長野市
たっぷりきのこの
秋巻き

羽生田寿子 長野市 農業経営活動の部

白馬サンサン会 白馬村 起業活動の部

祭り街道おあがりて連 阿南町 地域活動の部

青木村女性の会　かたく
りの会マメ部・畑部

青木村
若手グループ活動
の部

第６９回長野県畜産共進会

農林水産省生産局長賞

長野県知事賞

長野県知事賞

第４５回寒天品評会

長野県ジュース用トマト品質
向上共進会

行事名 賞の名称

第６０回漬物類品評会
（本漬物の部）

長野県知事賞

農村女性きらめきコンクール
最優秀賞
（長野県知事賞）

受賞部門・受賞品

受賞者
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伊藤　勝基 松本市 プロジェクト発表

小川　哲生 上田市 意見発表

加工組合さくら
宮坂醸造㈱

松本市 共同開発の部

ぱてぃすり草かんむり 阿南町 商品加工の部

加工組合さくら 松本市
創作ふるさと料理
の部

信州ACE(エース)プロジェク
ト賞(長野県知事特別賞)

若林むつ子 飯綱町
創作ふるさと料理
の部

第３８回長野県わさび共進会 長野県知事賞 望月　秀文 安曇野市 根茎　ハウス

第４３回長野県茶の共進会 長野県知事賞 大平　登 天龍村 やぶきた

第６７回下伊那子山羊
共進会

特別優秀賞
（長野県知事賞）

関島　和人 飯田市

多田　忠美 喬木村 大阪市食肉市場

木下　豊子 飯田市 京都食肉市場

信州はちみつ共進会
最優秀賞
（長野県知事賞）

小林　徳三郎 佐久市 アカシア

信州乳用牛群検定農家
コンクール

最優秀賞
（長野県知事賞）

塩沢　光宏 ＪＡみなみ信州

渡辺　俊夫 南信酪農 年間300ｔ以上

有限会社北アルプス牧
場

南信酪農 年間150～300ｔ

杉田　千代治 信州うえだ 年間150t未満

古原　春美 川上村 雌

伊藤　太郎 川上村 去勢

信州牛生産販売協議会
第３１回肉牛枝肉共進会

特別優秀賞
（長野県知事賞）

大川　勇人 飯綱町

三村　誠一 松本市 経産牛

小林　政幸 東御市 未経産牛

平成２８年度長野県
自給飼料共励会

最優秀賞
（長野県知事賞）

北爪　秀夫 南箕輪村
とうもろこし
サイレージ（１型）

第４３回
和牛繁殖技術共励会

最優秀賞
（長野県知事賞）

近藤　光正 阿智村

第１３回鶏卵品質共励会
最優秀賞
（長野県知事賞）

ブラウンエッグファーム
喬木農場

喬木村 有色鶏

新嘗祭献穀

氏名 市町村 適用

大島　浩 松川町 精米

西澤　敏幸 須坂市 精粟

平成２８年度長野県乳質
改善共励会

最優秀賞
（長野県知事賞）

平成２８年度長野県中央
家畜市場子牛共進会

最優秀賞
（長野県知事賞）

第４３回長野県
ブラック＆ホワイトショウ

長野県知事賞

第３７回信州和牛(長野県産)
枝肉共励会

第２６回信州の味コンクール

最優秀賞
（長野県知事賞）

最優秀賞
（長野県知事賞）

明日の農業を担う若人のつ
どい「青年農業者プロジェク
ト活動コンクール」

最優秀賞
（長野県知事賞）

受賞部門・受賞品
受賞者

賞の名称行事名
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