令和２年度事業報告
令和２年度は、令和元年度第４回理事会で承認され、第１０３回総会に報告した事
業計画及び収支予算に基づき、新型コロナウイルス感染症の収束がみられない中、農
事功績者の表彰、講演会・セミナーの開催、農業及び農村に関する調査研究、奨学金
の貸与、会誌「農業」の刊行による情報普及等の事業をオンライン方式を活用するな
どにより次のとおり実施した。
１ 農事功績者表彰事業
（１）推薦
令和２年６月１日、都道府県知事、(一社)全国農業改良普及支援協会会長ほか
関係団体の長、国内及び北米の各支会長に対して表彰候補者の推薦を依頼した。
これらに対して、都道府県知事から農事功労候補者５７名（紫白綬有功章７
名、緑白綬有功章５０名）、(一社)全国農業改良普及支援協会会長から農業改良
普及功労候補者４名（緑白綬有功章）、(公社)農林水産・食品産業技術振興協会
理事長から農業技術開発功労候補者１名（緑白綬有功章）のほか本会功労候補者
として本会会長から紅白綬有功章５名、合計６７名の推薦があった。
（２）選考経過
① 令和２年９月２５日、農事功績表彰者審査委員会を開催し推薦のあった６７名
（紫白綬有功章７名、緑白綬有功章５５名、紅白綬有功章５名）のうち６３名を
令和２年度農事功績表彰受章候補者として内定した。
② １０月１２日、第３回理事会を開催し、農事功績表彰者審査委員会の審査結
果を報告し、審査委員会で内定した６３名に加え、本会から推薦した紫紅綬名誉
章２名を農事功績表彰受章者として決定した。
③ １０月１６日、吉田会長が総裁秋篠宮邸に赴き、受章者決定までの経過、受
章者及び受章理由等について、総裁秋篠宮皇嗣殿下にご高覧いただいた。
（３）表彰式の中止
例年１１月中旬に挙行している表彰式については、新型コロナウイルス感染症
の収束が見られないことから中止することとし、１１月１６日に総裁殿下のお言葉
とともに、表彰状、賞章等を送付した。

２ 講演会・セミナー事業
（１）中央農事講演会の開催
（一財）農林水産奨励会との共催による中央農事講演会を開催した。
１）春期（オンライン方式）
開催日：令和２年６月１９日
演 題：新しい「食料・農業・農村基本計画」について

講 師：三輪 泰史 氏（（株）日本総合研究所創発戦略センターエクスパート）
出席者：約１００名
結果の公表：会誌「農業」 令和２年９月号
２）秋期（会場及びオンライン方式）
開催日：令和２年１１月１７日
場 所：三会堂ビル石垣記念ホール
演 題：これからの農村政策を考える
講 師：小田切 徳美 氏（明治大学農学部教授（大学院農学研究科長））
出席者：約１００名
結果の公表：会誌「農業」 令和３年２月号
（２）農業懇話会の開催
(一財)農林水産奨励会との共催による農業懇話会を次のとおり開催した。
1) 第１回農業懇話会（オンライン方式）
話 題：ＡＩを活用したスマート農業
～その実現のために必要なことと将来展望～
開催日：令和２年４月２１日
講 師：岩田 洋佳 氏（国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科准
教授）
結果の公表：会誌「農業」 令和２年７月号
2) 第２回農業懇話会
話 題：令和元年度食料・農業・農村白書について
開催日：令和２年７月１４日
場 所：三会堂ビル石垣記念ホール
講 師：伊佐 寛 氏（農林水産省大臣官房広報評価課情報分析室長）
結果の公表：会誌「農業」 令和２年１０月号
3) 第３回農業懇話会（オンライン方式）
話 題：ＧＡＰで実現する新たな経営戦略
開催日：令和２年８月２６日
講 師：佐藤 ゆきえ 氏（(有)まるせい果樹園業務部長）
結果の公表：会誌「農業」 令和２年１１月号
4) 第４回農業懇話会（オンライン方式）
話 題：天敵利用を基幹としたＩＰＭを農業経営に取り込む
～SDGs 時代の実践的害虫管理～
開催日：令和２年１１月２６日
講 師：柿元 一樹 氏（鹿児島県農業開発総合センター 専門研究員）
結果の公表：会誌「農業」 令和３年４月号
5) 第５回農業懇話会（オンライン方式）

話 題：リモートセンシングを営農の意思決定に結びつけるために
開催日：令和３年１月１９日
講 師：丹羽 勝久 氏（株式会社ズコーシャ 総合科学研究所所長）
結果の公表：会誌「農業」 令和３年５月号
6) 第６回農業懇話会（オンライン方式）
話 題：改正種苗法への期待と残された課題
～国内で沸き起こった様々な論点と今後の展望～
開催日：令和３年３月２３日
講 師：山口 亮子 氏 ジャーナリスト
結果の公表：会誌「農業」 令和３年６月号予定
３ 調査研究事業
（１）農事功績者を囲む部門別座談会
令和元年度緑白綬有功章受章農家の経営の発展経過等を話題に、受章者、技術
・経営・流通・行政等の専門家及び現地指導者による座談会をいずれも現地と本
会会議室との間をオンラインで結び次のとおり開催した。
1) 畜産部門
期 日：令和２年６月１７日
場 所：本会会議室
出席者：（敬称略・順不同）
（受章農家）
佐藤 宏弥（茨城県常総市）
（現地指導者）
岩渕
勉（茨城県県西農林事務所結城地域農業改良普及センター
長）
（学識経験者）
林
良博（座長・（独）国立科学博物館館長、本会理事・農芸委員
長）
横内 圀生（元農研機構理事兼畜産草地研究所長、本会農芸委員)
原田 英男（(一財)畜産環境整備機構副理事長、本会審査委員）
大竹 匡巳（農林水産省生産局畜産部畜産振興課課長補佐）
（本会）吉田会長、小栗副会長ほか
結果の公表：会誌「農業」 令和２年８月号
2) 花き部門
期 日：令和２年７月１０日
場 所：本会会議室
出席者：（敬称略・順不同）
（受章農家）
山口十美子（佐賀県太良町）
（現地指導者）

河野 舞 （佐賀県杵藤農林事務所藤津農業改良普及センター技師）
（学識経験者）
腰岡 政二（座長・（一財）日本花普及センター理事、本会農芸委
員）
柴田 道夫（東京大学大学院農学生命科学研究科教授）
松本大二郎（（株）JF 鶴見花き切花事業部部長）
長峰 徹昭（農林水産省生産局農産部園芸作物課花き産業・施設園
芸振興室長）
（本会）吉田会長、小栗副会長ほか
結果の公表：会誌「農業」 令和２年９月号
3) 複合部門
期 日：令和２年７月３０日
出席者：（敬称略・順不同）
（受章農家）
山口
武 （奈良県宇陀市）
（現地指導者）
安川 人央（奈良県東部農林振興事務所農業普及課農産物ブランド推
進係長）
（学識経験者）
望月 龍也（座長・前東京都農林総合研究センター所長、本会農芸委
員）
菱田 敦之（東京農業大学農学部生物資源開発学科教授）
尾島 一史（農研機構西日本農業研究センター生物多様性利用グルー
プ長）
鈴木 良典（農林水産省大臣官房生産振興審議官）
（本会）吉田会長、小栗副会長ほか
結果の公表：会誌「農業」 令和２年１０月号
4) 特産部門
期 日：令和２年８月３日
出席者：（敬称略・順不同）
（受章農家）
大野 博司（三重県鈴鹿市）
（現地指導者）
丹羽
努（三重県中央農業改良普及センター専門技術室普及課課
長）
（学識経験者）
佐々木昭博 （座長・東京農業大学参与、（公財）日本特産農産物協会
理事長、本会農芸委員）
角川
修（農研機構果樹茶業研究部門茶業研究監）
中島 仁三（（公社）日本茶業中央会専務理事）
橋本 陽子（農林水産省生産局地域対策官）

（本会）吉田会長、小栗副会長ほか
結果の公表：会誌「農業」 令和２年１２月号
5) 果樹部門
期 日：令和２年８月２０日
出席者：（敬称略・順不同）
（受章農家）
中平 孝雄（長野県松川町）
（現地指導者）
木下 倫信（長野県南信州農業農村支援センター地域第 1 係専門幹第
１係長）
（学識経験者）
福元 將志（座長・元農研機構理事・果樹研究所所長、本会農芸委員)
松
賢児（マルカイコーポレーション（株）代表取締役）
徳田 博美（名古屋大学大学院生命農学研究科教授）
佐藤
紳（農林水産省生産局園芸作物課長）
（本会）吉田会長、小栗副会長ほか
結果の公表：会誌「農業」 令和３年１月号
6) 野菜部門
期 日：令和２年９月１日
場 所：本会会議室
出席者：（敬称略・順不同）
（受章農家）
會田 和夫（山形県山形市）
（現地指導者）
林
由佳（山形県村山総合支庁産業経済部農業技術普及課普及指導
員）
（学識経験者）
望月 龍也（座長・前東京都農林総合研究センター所長、本会農芸委
員)
酒井 慧太（東京青果株式会社野菜第１事業部３課課長補佐）
尾島 一史（農研機構西日本農業研究センター生物多様性利用グルー
プ長）
佐藤
紳 （農林水産省生産局園芸作物課長）
（本会）吉田会長、小栗副会長ほか
結果の公表：会誌「農業」 令和３年３月号

7) 野菜部門（令和２年度受章者）
期 日：令和３年３月９日
場 所：本会会議室
出席者：（敬称略・順不同）
（受章農家）
大和田 正幸（福島県いわき市）
（現地指導者）
鈴木 将稀（福島県いわき農林事務所農業振興普及部経営支援課技
師）
（学識経験者）
望月 龍也（座長・前東京都農林総合研究センター所長、本会農芸委
員)
三嶋 龍太郎（株式会社平果取締役・蔬菜第一部主管部長）
川嶋 浩樹（農研機構西日本農業研究センター畑作園芸研究領域施設
野菜生産グループ長）
山本 隆司 （農林水産省生産局園芸作物課野菜調整官）
（本会）吉田会長、小栗副会長ほか
結果の公表：会誌「農業」 令和３年６月号予定
（２）表彰農家訪問調査の実施
令和元年度に表彰された農家の技術、経営内容等を広く紹介することを目的に
次のとおり実施した。
1) 期
日：令和２年８月６日
訪問農家：吉原 一成 氏（栃木県日光市、鉢花専作経営)
訪 問 者：腰岡 政二 氏（（一財）日本花普及センター理事、本会農芸委員)
石黒 潔(本会)
結果の公表：会誌「農業」 令和２年１２月号
2) 期
日：令和２年９月２日
訪問農家：渡邊 常吉 氏（岡山県倉敷市、モモ専作経営)
訪 問 者：福元 將志 氏（元農研機構理事・果樹研究所所長、本会農芸委員)
別所 英男(本会)
結果の公表：会誌「農業」 令和２年１１月号
3) 期
日：令和２年１０月６日
訪問農家：中島 富治一 氏（滋賀県草津市、葉ネギ作・きざみネギ経営)
訪 問 者：望月 龍也 氏（前東京都農林総合研究センター所長、本会農芸委
員)
別所 英男(本会)
結果の公表：会誌「農業」 令和３年１月号

4) 期
日：令和２年１０月８日
訪問農家：安齋 孝行氏・とく子 氏（福島県二本松市、菌床シイタケ、養蚕
等複合経営)
訪 問 者：小巻 克巳 氏（元福島県農業総合研究センター所長、本会農芸委
員)
別所 英男(本会)
結果の公表：会誌「農業」 令和３年２月号
5) 期
日：令和２年１０月１４日
訪問農家：小野 正一 氏・文子 氏（岩手県一関市、水稲・麦作経営)
訪 問 者：八巻 正 氏（元農研機構理事)
別所 英男(本会)
結果の公表：会誌「農業」 令和３年３月号
6) 期
日：令和２年１０月２８日
訪問農家：倉岡 繁 氏（熊本県阿蘇市、酪農経営)
訪 問 者：本郷 秀毅 氏（（一社）日本乳業協会常務理事、本会農芸委員)
松尾 元(本会)
結果の公表：会誌「農業」 令和３年４月号

（３）全国農業青年クラブ連絡協議会（全協）及び全国指導農業士連絡協議会（全
指農）関係
1) 全国農業青年クラブ連絡協議会の事務局として、日本４Ｈクラブ会長会議の６
月 30 日付け書面開催に協力した。
2) 全国指導農業士連絡協議会の事務局として、役員会及び農政に関する意見・要
望の取りまとめに協力した。なお、年３回実施している農林水産省との意見交換
会は中止となった。

４

奨学金貸与事業
奨学金制度により、東京農業大学学長から推薦のあった農学部学生４名に対し、
令和２年６月に奨学金を貸与した。
また、日本農業経営大学校校長から推薦のあった学生４名に対し、令和２年１１
月に奨学金を貸与した。

５ 情報普及事業
（１）農業、農政、技術、経営等の動き、調査研究活動の成果、表彰農家の業績等を
内容とする会誌「農業」を、毎月約３，０００部刊行し会員等に配布した。
（２）会誌「農業」の内容の充実を図るため、令和２年４月２３日（書面開催）及び

１０月２１日、本会会議室において編集委員会を開催し、既刊の「農業」の評価及
び記事の内容・構成等について検討を行った。
編集委員（敬称略・50 音順）
小川
奎
(公財)日本植物調節剤研究協会顧問
狩谷 昭男
(一財)いも類振興会顧問
松澤
厚
元日本農業新聞客員論説委員
本会 吉田会長、小栗副会長、松尾事務局長、別所編集部長ほか
６ 農事奨励事業その他
（１）支会活動関係
各支会の総会等への本会からの出席は見合わせることとした。
（２）一般財団法人農林水産奨励会関係
1) 理事・評議員会
① 令和２年６月９日、令和２年度第１回通常理事会が開催され、令和元年度事
業報告及び決算承認の件、公益目的支出計画実施報告書承認の件、令和２年度定
時評議員会招集決議の件、職務執行状況報告の件等が審議され、原案どおり承認
議決された。
② 令和２年６月２４日、令和２年度定時評議員会が開催され、令和元年度事業
報告及び決算承認等の件、公益目的支出計画実施報告書報告の件、令和２年度
事業計画及び収支予算報告の件等が審議され、原案どおり承認議決された。
③ 令和３年３月２４日、令和２年度第２回通常理事会が開催され、令和３年度
事業計画及び収支予算承認の件、会館建設基本計画承認の件等が審議され、原案
どおり承認議決された。
④ 令和３年３月２４日、令和２年度臨時評議員会が開催され、会館建設基本計
画承認の件が審議され、原案どおり承認議決された。
2) 常務役員会
定例的に開催し、三会堂ビルの管理運営等重要事項が審議された。
（３）東京農業大学関係
1) 東京農業大学の入学式及び卒業式については、いずれのキャンパスにおいても
式典は中止となった。
2) 東京農業大学の卒業論文等成績優秀な学生２２名に対して、大日本農会賞を授
与した。
3) 昨年に引き続き、「食と農」の博物館の協力を得て、三会堂ビルロビーにおい
て、「足踏み脱穀機」（昭和４４年蒐集）を展示している。

（４）伊勢神宮関係
伊勢神宮神田祭場において執り行われた「下種祭」及び「抜穂祭」には本会か
らの参列を見合わせた。
（５）慶弔
本会名誉会員平石信一郎氏及び熊本支会長藤木勝也氏（前本会理事）が逝去さ
れたので、本会として弔意を表した。

７ 会務の報告
（１）定時総会
令和２年５月２６日、三会堂ビル石垣記念ホールにおいて、第１０３回総会
（令和２年度定時総会）を開催し、次の議案を提案・報告し、審議の後それぞれ
承認議決された。
第１号議案 ２０１９年度事業報告及び収支決算に関する件
第２号議案 令和２年度事業計画及び収支予算に関する件
第３号議案 役員の選任に関する件
第４号議案 その他（報告）
・会員の状況
（２）理 事 会
1) 第１回理事会
令和２年４月２４日、平成２年度第１回理事会を書面開催し、次の議案につい
て承認議決された。
第１号議案 令和２年度事業計画及び収支予算の変更に関する件
第 2 号議案 ２０１９年度事業報告及び収支決算に関する件
第３号議案 役員の選任に関する件
第４号議案 大日本農会正会員の入会の承認に関する件
第５号議案 第 103 回総会(令和２年度定時総会)の開催に関する件
2) 第２回理事会
令和２年５月２６日、令和２年度第２回理事会を書面開催し、次の議案につい
て承認議決された。
第１号議案 会長、副会長及び常務理事の選定に関する件
第２号議案 顧問の委嘱に関する件
第３号議案 名誉会員の推薦に関する件
第４号議案 農芸委員の委嘱に関する件（報告）
3) 第３回理事会
令和２年１０月１２日、令和２年度第３回理事会を開催し、次の議案について
承認議決された。
第１号議案 令和２年度農事功績表彰受章者の決定に関する件
第２号議案 令和２年度上半期事業報告及び収支予算の執行状況に関する件

4) 第４回理事会
令和３年３月１５日、令和２年度第４回理事会を開催し、次の議案について承
認議決された。
第１号議案
第２号議案
第３号議案

令和３年度事業計画及び収支予算に関する件
令和２年度下半期事業報告及び収支予算執行状況に関する件
大日本農会正会員の入会の承認に関する件

（３）事業監査
平成２年４月１４日、２０１９年度事業報告、収支決算等について、木下良智
監事及び櫻井勉監事による監事監査が書面により実施され、適正と認められた。
（４）定例会
毎週定時に定例会を開催し、懸案事項等の検討を行った。

事業報告の附属明細書
該当なし
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