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１　事業実施の概要

　本県の農林水産業の持続的かつ健全な発展並びに農地及び森林の有する多面的機能

の発揮を図り、農山漁村の振興及び県民福祉の向上に寄与する目的のもと、長期化す

るコロナ禍による厳しい環境の中ではあったが、インターネットやデジタル技術の活

用などの対応を進めることにより、公益法人として、県民の負託に応えられるよう

各事業に鋭意取り組んだ。

　農地中間管理・売買等事業については、集落営農法人や経営規模の拡大を目指す

個別経営体を支援するため、人・農地プラン等の地域での話し合いの場へ参画し情報

収集・提供を行うなど、関係機関・団体と連携を図りながら、農地中間管理事業等に

よる農地の貸借・売買等を推進し、農地の集積・集約化に取り組んだ。

　担い手支援事業については、農林水産業や農山漁村の新たな担い手を確保・育成す

るため、農林水産業への就業や農山漁村への定住を希望する者に対し、相談から定着

までの一貫した支援を県・市町・関係団体等と連携して切れ目なく実施するとともに、

コロナ禍に対応するオンラインの活用、デジタル化の取り組みに積極的に取り組んだ。

　また、経営継承を円滑に推進するために、県事業を活用して継承資産のデジタル化

を果樹産地で実施した。

　６次産業化・農商工連携推進事業については、県からの委託事業により、「やまぐ

ち６次産業化・農商工連携サポートセンター」を設置し、農林漁業者による６次産業

化や中小企業者と連携した農商工連携の取組みを支援するとともに、県独自の支援制

度等を活用して魅力ある新商品の開発や販路開拓の支援を行った。

　また、新型コロナ禍に対応して、相談対応や人材育成研修をオンラインを組み合わ

せて実施するとともに、バイヤーと非接触で行う商談システムの運用を開始した。

　森林整備事業については、良質な木材の生産のみならず、森林の持つ県土の保全、

二酸化炭素の吸収・固定などの多面的な機能を長期にわたって発揮させるため、長伐

期施業体系に沿った保育管理を計画的に実施した。

　また、平成２６年３月策定した「分収造林事業経営改善計画」に、事業の低コスト

化の推進など新たな３つの対策を加えた新計画を平成３１年３月に策定し、経営改善

に向けた取組みを進めた。

　緑化推進事業については、募金目標額の達成と活発な緑化活動を推進するため、

従来の活動に加えて、レノファ山口との連携による募金活動や秋に開催された「ゆめ

花マルシェ」に参加するとともに体験イベントやパネル展示、募金活動などを行った。

　平成３１年４月に施行された「森林経営管理法」に基づき創設された市町が行う森

林経営管理制度等の業務を支援するため、県からの業務委託を受け、「やまぐち森林

経営管理サポートセンター」を令和３年４月に開設し、本制度を活用した取り組みが

が着実に進むよう、市町及び関係団体に対し、技術的な助言や相談対応を行った。
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２ 事業実施状況

 (1) 農地中間管理・売買等事業

   事業開始から８年目を迎えた農地中間管理事業については、業務委託先の市町等の関係

機関と連携の上、地域の担い手や農地所有者に対して、ＦＭラジオ等の各種媒体も活用し、

事業のＰＲや説明に取り組むとともに、人・農地プラン実質化地区や基盤整事業実施地区を

重点・モデル地区に定め、重点的に事業を推進した。

   また、農地所有者が貸付を希望する農地の情報を、公募管理システム等により、関係機関で

共有し、各種プランの見直しに活用するとともに、農地集積推進員等による農地の利用集積に

向けたマッチングを実施した。

　さらに、新規就農者３４人に対し、３１haの農地の確保について、支援を実施した。

　なお、農地売買等事業を活用した担い手農業者への農地集積についても継続的な取組み

を行った。

［令和３年度事業計画と事業実績の対比］

担い手への農地の新規貸付

担い手への農地の新規売渡

　ア　農地中間管理事業

     分散･錯綜した農地を借り受け、集約した形で経営体への貸付けを実施した。

     また、借り受け後、経営体へ貸し付けるまでの間、必要に応じ農地の保全管理を行った。

平成２６年度貸付

平成２７年度貸付

（貸付け後の解約等）

令和３年度末貸付累計

　イ　農地売買等事業

　　(ｱ) 農地売買事業

        市町農業委員会のあっせんにより、認定農業者を中心とした地域の担い手農業者へ農地

     の集積を図った。

令和２年度貸付 227 563.0

区　　　分
農　　　地

108

215

達成率　　（％）

合　　　計

区　　　分 実績面積   (ha)計画面積   （ha）

2,280.0 603.0 26.4

18.1

2,298.1

9.9

612.9

54.6

      －

226,729,133

平成２８年度貸付 239

平成２９年度貸付 235

平成３０年度貸付 248

令和元年度貸付 189

703.9

1,471.5

1,136.2

1,276.7

599.3

582.0

      －

件　　数　（件） 面　　積　（ha） 賃　　料　（円）

－△ 571.0

令和３年度貸付 213 603.0

6,364.61,674 －



令和２年度末保有

令和３年度買入実績

令和３年度売渡実績

令和３年度一時貸付

令和３年度末保有

　　(ｲ) 農地貸借事業（旧農地保有合理化事業）

        市町の利用権設定等促進事業を活用し、平成２５年度まで集落営農法人等地域の担い

     手への農地集積を図っており、継続貸付を行った。

令和２年度末保有

令和３年度継続貸付

令和３年度解約・返還

令和３年度末保有

　ウ　事業用地の年度末保有状況

　エ　事業費

農地中間管理事業

農地売買等支援事業

新規就農者農地確保支援事業

農林地売買等事業

事業管理（管理経費）

0

a

4,360,000

4,360,000計

農地売買等支援事業

1 1.0

18 9.9

1 1.0

22,722,052

4,360,000

4,360,000

農　　　地

件　　数　（件）

棚 卸 額（円）

4,360,000

139.5 　　　　　 －

買入原価（円）

22

a　－　b

4,360,000

評価損累計額 （円）

△ 49.7

3,741,734

23,206,823

350,141,639

区　　　　　分

計

実　　績 （円）

295,711,125

25,636,211

1,845,746

面　　積　（㎡）筆数
（筆）

10,124

10,124

4

4

ｂ

0

区　　分

　　　　　 －

189.2

4,892,211

△ 11

9.9 22,722,052

　　　　　 －

区　　　分

4,360,000

区　　　分
農　　　地

件　　数　（件） 面　　積　（ha） 賃　　料　（円）

189.233

33

面　　積　（ha） 金　　額　（円）

1 1.0

18



（２）　担い手支援事業

      県及び関係機関・団体等と連携し、就業希望者等からの相談に対応するとともに、各種支援

   活動を展開し、農林水産業及び農山漁村の新たな担い手の確保育成に取り組んだ。

   　また、新型コロナ禍の中、オンラインの活用、デジタル化の取組みを積極的に行った。

○ 農林水産業への移住・就業希望者の総合相談窓口を設置 通年

○ 県、市町等の支援情報、法人情報等の収集・発信 通年

○ 県域担い手（農業関係）支援推進会議等への参画 ４回

○ 市町の就農・就業促進会議、就農計画認定審査会への参画 41回

○  就農・就業相談会等の開催・出展（オンラインでも対応）

  ・ 農林水産業新規就業ガイダンスの開催

  ・県外相談会（ 新・農業人フェア、UJIターン等）への出展 ４回

６回

○ ビギナー体験研修農場・農業里親の設置 研修農場 39か所

里親  ２か所

○ 現地就農アドバイザーの設置 ５７人

○ 新規就農者と農業士等の交流活動支援 通年

○ 県農村青少年クラブ連絡協議会の研修会等の開催支援 通年

１７回

○就農情報のデジタル化・利活用、新規就農サポーターズ活動を支援 通年

 　イ 効率的・安定的な農業経営体の確保・育成

      県及び関係機関・団体等と連携し、就業希望者等からの相談に対応するとともに、各種支援

   活動を展開し、農林水産業及び農山漁村の新たな担い手の確保育成に取り組んだ。

   　また、新型コロナ禍の中、新たにオンラインを活用した取組みも積極的に行った。

○ 施設整備等により経営改善に取り組んでいる経営体の点検・指導 通年

○ 経営改善に資する資料・情報の収集提供 通年

　ウ 事業費

計 48,194,258

新規農業就業者定着促進事業 23,194,258

移住就農加速化事業 7,500,000

やまぐち農の継活スタートアップ推進事業 16,000,000

点検評価・指導

情報収集・提供

区　　　分 実績　（円）

経営構造点検指導業務委託事業 1,500,000

経営継承のモデル実証 ○経営継承デジタル化等推進活動 ３産地

区　　　分 事　　業　　内　　容

○移住就農希望者の県内産地視察（やまぐち就農ゆめツアー）を開催 ７回
県内産地視察

経営継承支援体制整備
○経営継承コーディネーター及びモデル実証推進員の設置
○継承案件の掘り起こし、マッチング活動、モデル実証推進

２人

就農・就業相談活動
の推進

１回

  ・県内相談会（企業合同就職フェア等）への出展

新規就農者等の交流
活動支援

大都市圏等就農相談会 ○大都市圏（東京・大阪・広島・福岡）で就農相談会を開催

関係機関・団体等と
の連携

   　ア  農林水産業の新たな担い手の確保・育成

区　　　分 事　　業　　内　　容

総合相談窓口の設置
及び情報発信

相談件数：595件（県内295件、県外300件）内オンライン167件　　



(3) ６次産業化・農商工連携推進事業

「やまぐち６次産業化・農商工連携サポートセンター」として、６次産業化と農商工連

携の取組みを一体的に支援した。

　県産農林水産物を活用した良質な商品開発を促進するとともに、その商品力向上につ

いても一体的に支援するため、プランナーを選任し、派遣した。

　ア　やまぐち６次産業化・農商工連携サポートセンターの運営

○ ６次産業化・農商工連携 プランナーの登録・配置 （２２人）

○ 年間相談件数

○ 総合化事業計画新規認定実績 （累計 ２８件）

○ 県認定事業計画による開発商品 （累計112商品）

○ 年間プランナー派遣件数

　イ　人材の育成及び交流の促進　

○ ６次産業化や農商工連携を実践できる人材の育成

　・ 令和3年10月12日～令和4年2月22日

  ・ 専門家の講義　17講座、インターンシップ研修1日

  ・ 修了者　１５人　(インターシップ修了者：延べ11人）　　

○ やまぐち６次産業化・農商工連携推進大会（山口市） １0月18日 （参加者 ２03人）

　・ 交流会及び商談会 （出展者  26事業者）

　ウ　やまぐち６次産業化・農商工連携推進協議会の運営

○ やまぐち６次産業化・農商工連携推進協議会の開催 （国・県等　26機関）

 ・ 事業計画等の審議、情報交換（６月１6日（書面開催）、３月23日の２回開催）

○ 商品開発計画に係る審査会の開催

　・ 県知事の諮問を受け、年２回（６月10日、９月8日）書面開催 （審査件数 ３件）

○ 事業者が県産農林水産物を使って独自開発した商品を登録し支援

  ・ 令和４年３月末現在　13商品を新規登録　　 （累計 93商品）

　エ　やまぐち発農山漁村イノベーション推進事業の実施

　○ 農林漁業者と加工業者等のマッチングを行うデータベースの情報収集・構築

○ バイヤーとの非対面で行うオンライン商談システムの構築・運用

○ AIカメラ搭載の自動販売機で販売する「山口グッと産品」の動画を作成

○ AIカメラ搭載の自動販売機でのテストマーケティングの実証を開始

　オ　地域食農連携プロジェクト（LFP）推進事業の実施

　○ 食や農林漁業に関わる多様な主体が参画するプラットフォームを形成

　・ 研修会：５回（参加者:310名）、戦略会議：２回（参加者：２８名）　

　・ ハンズオン支援：4回（参加者：４７名）　　LFPパートナー：３６団体

　カ　事業費

　　計 43,094,832

農    商    工    連   携    推    進   事    業 14,074,832

やまぐち発農山漁村イノベーション推進事業 15,250,000

地域食農連携プロジェクト（LFP）推進事業 5,670,000

サ    ポ   ー   ト   セ   ン    タ   ー   事    業 6,000,000

６    次    産    業    化   推    進    事    業 2,100,000

協議会等の開催

協議会事業の推進

区　　　分 事　　業　　内　　容

商談システムの構築

非対面による
テストマーケティング

区　　　分 事　　業　　内　　容

地域プラットフォーム
の形成

区　　　          分 実　　績　（円）

区　　　分 事　　業　　内　　容

人材育成研修事業

交流会等の開催

区　　　分 事　　業　　内　　容

　また、コロナ禍に対応した非接触による商談システム等を構築し、運用を開始した。

区　　　分 事　　業　　内　　容

サポートセンター
事業

６次産業化・農商工
連携推進事業

　・ うち2人を「総合プランナー」とし、商品の開発から販路開拓までを総合的に支援

延べ　365件

0件

8商品

延べ185回



（４）森林整備事業
良質な木材生産を目標とした長伐期施業体系に基づき、森林整備事業を実施した。

  ア　分収造林事業
　　保育事業として、成長過程に応じた林分の密度を調整するため保育間伐事業を２２０ha
　実施した。また、経営改善に資する利用間伐（搬出）事業を７４ha実施し、木材搬出に必
　要な路網整備として作業道開設事業を１３，４８２m実施した。

ha ha 円 円

 保育間伐

 保育間伐(公益)

 小    計

 利用間伐（搬出）

 利用間伐（切捨）

 除伐(支障木竹処理)

m m
作業道開設

作業道補修

小    計

 間伐材等処分 － －

ha ha

m m

　イ　主伐事業
　　分収造林契約の期間延長の同意が得られない契約地について、主伐による造林木の売払
　いを計画していたが、土地所有者の協議、交渉等に時間を要し入札には至らなかった。

ha ha 円 円

　ウ　分収造林管理事業

　　経営改善方策の一環として、分収割合の見直しに係る協議と変更契約締結に取り組むと
　ともに、土地所有者の変動（相続、住所移転等）に伴う調査及び変更の手続きを進めた。

件 件 円 円

ha ha

　エ　その他事業

分収造林事業に係る委託業務管理費

人件費、支払利息等

計

計

合　　計

区　　　分 事　業　内　容

事　業　区　分
事　　業　　量 事　　業　　費

276,158,973

443,543,748

事業費（円）

分収造林契約

経営計画検訂

事業管理

一般管理費等

6,869 6,867 1,980,000

計

備考事　業　区　分

事　業　区　分
事　　業　　量

計　画 実　績

事　　業　　費

計　画 実　績
備考

事　　業　　量

計　画 実　績

事　　業　　費

計　画 実　績

163,669,33822,880 18,017 204,746,000

4,090

5,503,000 3,715,437

造林地巡視

40,998,100

235,160,873

1,971,200

300 128 2,496,000 724,537

1,013 1,027,000 1,019,700

主 伐
面 積 13.64 0.00

材 積

備考
計　画 実　績 計　画 実　績

1,013

m3 m3 3,473,000 0

333.00 302.00

6,353 0

33,064,900

21,569,000 27,553,138

Ｒ４
実施予定

造
林
用
附
帯
施
設

18,790 13,482 46,282,000 28,410,800

22,880 18,017 51,958,000

4,535 5,676,000 4,654,100

4.00 1.09 2,175,000 599,500

8.00 7.25 2,480,000 2,025,100

81.00 73.59 52,164,000 38,561,600

240.00 220.07 74,400,000 61,865,100

40.00 39.19 12,400,000 10,919,700

保
育

200.00 180.88 62,000,000 50,945,400



 (5) 緑化推進事業

　　　「緑の募金」運動を県下全域で積極的に展開するとともに、「緑の基金」の

　　運用益及び緑の募金（寄附金）等により、生活環境緑化事業等の実施、県民へ

　　の普及・啓発活動及びこれに取り組む団体等への支援を行った。

　　　また、レノファ山口との連携による募金活動を行うとともに、ゆめ花マルシェ

　　に出店し、体験イベント、パネル展示、募金活動などを行った。

ア　緑化事業

① 普及啓発 ・森林環境教育支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　（３３校）

② 学校緑化活動等支援 ・緑の少年隊交歓大会助成 （２３人参加）

③ 地域緑化活動支援 ・都市と山村のふれあい交流促進事業 （４７６人参加）

・記念の森造成事業 （６箇所、２６６本）

・緑の基金事業 （１３箇所、３７９本）

   （公共・公益施設への緑化木の無償提供）

・ゴルフ緑化促進会からの受託事業 　（１箇所、２１本）

・森林・山林多面的機能発揮対策事業 （４活動組織）

④ 事業管理 ・管理費

イ　緑の募金事業

① 普及啓発 ・春期・秋期県土緑化推進運動

・緑の募金チャリティーゴルフ大会の開催 （２回、２８５人）

・緑の募金チャリティコンサート開催費助成

・緑の募金資材の購入・配布

・(公社)国土緑化推進機構交付金の交付

・ゆめ花マルシェに出店

② 学校緑化活動等支援

・学校・幼稚園等緑化活動の支援 （３校、６園）

・樹木名板の配付 （２園、４６枚）

・緑化樹の無償配付 （１校、２園、６５本）

（８園）

(６校)

③ 地域緑化活動支援 ・地域緑化ボランティア団体の活動支援 （１１団体）

・緑化ボランティア団体の活動支援

　(やまぐちサポート企業募金事業） （１団体）

・市町緑化推進協議会等交付金の交付

・「やまぐちさくらプラン２１」の推進 （９施設、１７０本）

④ 事業管理 ・管理費

172,839

5,393,130

区　　　分 事　　業　　内　　容 事業費　（円）

640,500

合　計　（円） 29,791,774

1,592,124

2,836,760

7,798,593

事　　業　　内　　容 事業費　（円）

・やまりん文庫の提供(やまぐちサポート企業募金事業)

・学校関係緑化コンクール（環境緑化・学校林等活動）

・幼稚園等に積み木配布

6,700,319

1,738,562

10,717,540

令和３年度募金実績額：21,959,298円（目標額：25,000千円）

計 21,993,181

・県土緑化・育樹運動ポスター原画コンクール（応募１９１作品）

計

区　　　分



(6) 森林経営管理支援事業

　　　平成３１年４月に施行された「森林経営管理法」に基づき創設された市町が行う　　　

　　森林経営管理制度等の業務を支援するため、県からの業務委託を受け、「やまぐち

　　森林経営管理サポートセンター」を令和３年４月に開設した。

　　　当センターでは、本制度の活用により市町が実施する森林整備等の取組が着実に

　　進むよう、森林・林業に関する技術的な助言や相談対応を行い、林業の成長産業化

　　と森林の適正な管理の促進を支援した。

 ア　森林経営管理サポート業務

 ・森林経営管理制度実務担当職員研修《Ⅰ》
　　日　時：令和３年７月２０日（火）１０：００～１６：００
　　場　所：山口県健康づくりセンター（多目的ホール）

　 サポート活動

〇 経営管理アドバイザー研修受講（１名）

区　　　分

〇 県産木材等の利用促進に必要な助言や調整等を行う相談窓口の設置

 ・相談件数：７３件（うち県産木材等の利用促進関係は３９件）
〇 各市町からの各種相談に対応する相談窓口の運営（通年）　相談窓口の運営

 （サポートセン
　 ター設置・管
   理運営）  ・(一社)山口県木材協会と業務に係る委託契約を締結（再委託）

事　　業　　内　　容

　 実務研修会等
　 開催

　　場　所：山口県健康づくりセンター（健康指導室）

 ・島根県における先進事例調査（令和３年４月２８日）

区　　　分 　実　　績 （円）

 イ　事業費

 ・森林経営管理制度円滑化対策研修
　 日　程：令和３年１１月９日（火）～１１月１１日（木）

　  情報収集等　　

〇 森林経営管理制度等に係る情報収集

　 場　所：広島オフィスセンター

森林経営管理支援事業 17,436,794

〇 市町への技術的指導や相談対応を行う職員（２名）の配置

〇 関係情報の発信（ホームぺージの開設）

〇 市町が行う森林経営管理制度に対する実務等の指導・助言（通年）
 ・個別協議等件数：１３４件

　 手順等の実用化に向けた検証（令和４年１月～３月）

〇 市町を対象とした森林経営管理制度等に関する研修会の開催（２回）

〇 森林経営管理制度市町支援システムの検証業務

　　参加者：６２名（うち１６市町から３３名出席）

　　参加者：４９名（うち１７市町から２５名出席）

 ・森林経営管理制度実務担当職員研修《Ⅱ》
　　日　時：令和３年１１月２６日（金）１０：００～１６：００

 ・対象森林の絞り込み基準及び森林経営に適した森林の仕分けの手法、



３　庶務事項

 (1) 一般的事項

会計監査人監査

森林経営管理サポートセンター業務に係る意見交換（県庁）

国営南周防農地整備事業所（所長・次長・工事課長）来訪

会計監査人監査

森林経営管理サポートセンター業務に係る意見交換（岩国農水、周南農水）

会計監査人と監事・理事長とのコミュニケーション

やまぐち農業労働力確保推進協議会幹事会（山口市）

山口県地域農業戦略推進協議会幹事会（山口市）

森林経営管理サポートセンター業務に係る意見交換（山口農水、萩農水）

森林経営管理サポートセンター業務に係る意見交換（美祢農水、下関農林）

山口県地域農業戦略推進協議会総会（山口市）

緑の募金チャリティーゴルフ大会（宇部市）

山口県集落営農法人連絡協議会総会・研修会（山口市）

月例企画運営会議

やまぐち農業労働力確保推進協議会通常総会（山口市）

会計監査人による期末監査

農業委員会との情報交換（周南市、光市）

農業委員会との情報交換（岩国市、周防大島町）

農業委員会との情報交換（宇部市、下関市、美祢市）

農業委員会との情報交換（萩市、長門市）

農業委員会との情報交換（下関市、山陽小野田市）

事務所移転に係る管財課との協議

オールやまぐち！県産品売込み会議（山口市）［書面開催］

緑の募金チャリティーコンサート（美祢市）

月例企画運営会議

全国農地保有合理化協会決算理事会［オンライン］

監事監査

山口県農業会議第１７回理事会（山口市）

ＬＦＰ推進事業第１回研修会［オンライン］

森林経営管理サポート業務推進会議（美祢農水）

山口地域森林管理支援センター会議（山口農水）

森林経営管理サポート業務推進会議（岩国農水）

森林経営管理サポート業務に係る協議（周南市）

公社 令和３年度第１回定時理事会（山口市）

森林経営管理サポート業務推進会議（萩農水）

森林経営管理サポート業務に係る協議（東部森林組合）

森林経営管理サポート業務に係る協議（下関市）

拡大企画運営会議

4.19

4.20

4.23

4.24

4.26

4.27

4.27

5.11～14

5.11

5.12

5.13

5.14

5.18

5.18

5.21

5.23

5.25

5.26

5.27

5.28

6.1

6.1

6.2

6.2

6.4

6.4

6.7

6.8

4.1

4.5

4.7

4.7

4.13

4.14

4.15

4.16

4.15

事　　　　　　　　　　項年　月　日

令和3.4.1 新規採用職員等辞令交付式

森林経営管理サポートセンター看板除幕式4.1

5.28



森林経営管理サポート業務推進会議（下関農林）

森林経営管理サポート業務に係る協議（光市、下松市）

森林経営管理サポート業務に係る協議（防府市、周南森林組合）

ＬＦＰ推進事業第１回戦略会議（長門市）

森林経営管理サポート業務に係る協議（東部森林組合、柳井農水）

令和3年度第1回やまぐちの農林水産物需要拡大協議会［書面開催］

令和３年度第１回やまぐち6次産業化・農商連携推進協議会［書面開催］

公社 令和３年度定時評議員会（山口市）

公社 令和３年度臨時理事会（山口市）〔理事長・専務理事の選任〕

拡大企画運営会議

森林経営管理サポート業務に係る協議（中央森林組合）

森林経営管理サポート業務に係る協議（柳井市、田布施町）

森林経営管理サポート業務に係る協議（下関農林）

新規就農者受入に係る意見交換会（周南市、柳井市）

森林経営管理サポート業務に係る協議（和木町、岩国市）

新・農業人フェアＥＸＰＯin東京［オンライン］

山口県農業会議定例総会（山口市）

森林経営管理サポート業務に係る協議（周防大島町、上関町）

岩国・柳井地域森林づくり協議会（岩国市）

森林経営管理サポート業務に係る協議（平生町）

担い手相談員辞令交付

新規就農者受入に係る意見交換会（美祢市、下関市）

新規就農者受入に係る意見交換会（萩市、長門市）

森林経営管理サポート業務に係る協議（西部森林組合）

マイナビ就農ＦＥＳＴin東京［オンライン］

知と技の拠点整備関係レク（県庁）

森林経営管理サポート業務に係る協議（森林企画課）

ふるさと山口企業合同就職フェアin下関（下関市）

森林経営管理サポート業務に係る協議（下関市）

農業委員会事務局との情報交換（下関市）

農業委員会事務局との情報交換（山陽小野田市）

ふるさと山口企業合同就職フェアin周南（周南市）

農業委員会事務局との情報交換（下松市）

農業委員会事務局との情報交換（防府市）

中国四国農政局次長来訪

森林経営管理サポート業務に係る協議（山口農水）

ふるさと山口企業合同就職フェアin宇部（宇部市）

マイナビ就農ＦＥＳＴin大阪［オンライン］

マイナビ就農ＦＥＳＴ 農林水産業就業初心者講座［オンライン］

農業委員会事務局との情報交換（阿武町）

ふるさと山口企業合同就職フェアin山口（山口市）

森林経営管理制度実務担当職員研修《Ⅰ》（山口市）

年　月　日 事　　　　　　　　　　項

6.8

令和３年度第1回やまぐち６次産業化・農商工連携推進事業審査会［書面開催］

6.14

6.15

6.16

6.16

7.19

6.28

6.29

7.20

令和3.6.8

6.10

7.1

7.1

7.2

7.2

7.3

7.5

7.14

7.14

7.15

7.17

7.18

7.20

7.12

7.12

7.13

7.14

7.6

7.9

7.9

6.18

6.18

6.21

6.21

6.22

6.23

6.25

6.27

6.28

6.23

6.29

6.14

7.14



農業委員会事務局との情報交換（山口市）

農業委員会事務局との情報交換（上関町）

農業委員会事務局との情報交換（平生町）

農業委員会事務局との情報交換（田布施町）

農業委員会事務局との情報交換（柳井市）

月例企画運営会議、重点事項進行管理

やまぐち農林水産業新規就業ガイダンス（山口市）

森林経営管理サポート業務に係る協議（森林企画課）

緑化モデル事業ｗｅｂ会議［オンライン］

会計監査人監査

農業委員会事務局との情報交換（上関町）

緑化推進事業審査会

月例企画運営会議

葵庁舎消防訓練

森林経営管理サポート業務に係る協議（森林企画課）

マイナビ就農ＦＥＳＴin福岡［オンライン］

第1回やまぐち就農ゆめツアー(オンラインツアー：防府市、山口市）

ＬＦＰ推進事業第１回合同説明会［オンライン］

新・農業人フェアin東京 ＥＸＰＯ［オンライン］

森林経営管理サポート業務に係る協議（県森林組合連合会）

森林整備法人中国・四国ブロック連絡会議［書面議決］

マイナビ就農ＦＥＳＴin新宿［オンライン］

マイナビ就農ＦＥＳＴin広島［オンライン］

令和３年度学校関係緑化コンクール審査会

学校環境緑化モデル事業完成式典（下関市）

月例企画運営会議

会計監査人監査

農地集積推進員委嘱状交付

森林経営管理制度に係る説明会（柳井地域・柳井農水）

岩国市地域農林水産業就業・移住相談会（岩国市）

緑の募金秋キャンペーン（レノファ山口試合会場・山口市）

ゆめ花マルシェ2021（山口市）

やまぐち6次産業化・農商工連携人材育成研修開講式（山口市）

マイナビ就農ＦＥＳＴin新宿［オンライン］

令和３年度やまぐち6次産業化・農商工連携推進大会（山口市）

ＬＦＰ推進事業第２回研修会・基礎編（山口市）

ＬＦＰ推進事業第２回戦略会議in長門（長門市）

中国・四国地区緑化推進協議会［オンライン］

農ある暮らしを学ぶ「やまぐち移住就農講座オンライン」［オンライン］

緑の募金チャリティーゴルフ大会（宇部市）

マイナビ就農ＦＥＳＴin大阪［オンライン］

やまぐち6次産業化・農商工連携人材育成研修（山口市）

事　　　　　　　　　　項

7.27

令和３年度第２回やまぐち６次産業化・農商工連携推進事業審査会［書面開催］

9.27

10.21

10.22

10.23

10.23

10.26

9.18

9.27

9.28

10.2

9.30

9.18

8.19

8.25

9.1

8.5

令和3.7.21

7.27

7.27

7.27

9.3

9.4

年　月　日

7.28

9.5

10.18

10.1

10.1

9.8

9.9

9.12

9.16

9.17

10.3

10.9～10

10.12

10.16

10.19

10.18

8.11

8.1

8.4

8.4



月例企画運営会議、重点事項進行管理

中国四国農政局長来訪

新規就農円滑化促進会議（農業大学校・防府市）

ふるさと山口企業合同就職説明会（山口市）

公社造林木売払の入札参加者資格審査会（山口市）

第2回やまぐち就農ゆめツアー（オンライン:下関市・周南市）

やまぐち６次産業化・農商工連携人材育成研修（山口市）

森林経営管理制度円滑化対策研修（広島市）

会計監査人監査

緑化樹配布（山口市）

ＬＦＰ推進事業ハンズオン研修（長門市）

ＬＦＰ推進事業第２回研修会（応用編・workshop）（山口市）

会計監査人による分収林視察（岩国市ほか）

森林経営管理サポート業務に係る協議（平生町、周防大島町）

林業９団体連絡協議会（山口市）

マイナビ就農ＦＥＳＴin大阪［オンライン］

マイナビ就農ＦＥＳＴin新宿［オンライン］

やまぐち６次産業化・農商工連携人材育成研修（山口市）

森林経営管理制度実務担当職員研修《Ⅱ》（山口市）

ＬＦＰ推進事業に係る県・ＪＡとの協議（山口市）

月例企画運営会議

高性能林業機械視察（美祢市）

山口食²プロジェクトのネットワークを目指した研修会（山口市）

会計監査人監査

農地集積推進員委嘱状交付

やまぐち６次産業化・農商工連携人材育成研修（山口市）

学校環境緑化モデル事業完成式典（見島小中学校・萩市）

就農前準備型研修（農業大学校・防府市）

全国緑化推進委員会全体会議［オンライン］

中国四国管区行政評価局調査

山口県地域農業戦略推進協議会幹事会（山口市）

集落営農法人における世代交代研修会（山口市）

マイナビ就農ＦＥＳＴin新宿［オンライン］

やまぐち６次産業化・農商工連携人材育成研修（山口市）

ＬＦＰ推進事業ハンズオン研修（長門市）

山口県地域農業戦略推進協議会総会（山口市）

月例企画運営会議

九州・沖縄・山口移住フェア［オンライン］

ＬＦＰ推進事業ハンズオン研修（長門市）

農地中間管理事業推進に関する事務処理等検討会（静岡県）［オンライン］

ＬＦＰ推進事業個別研修会、ＬＦＰ推進事業第３回全体研修会［オンライン］

中四国農業青年クラブ組織強化研修会［オンライン］

会計検査院検査

やまぐち６次産業化・農商工連携人材育成研修（山口市）

12.22

12.23

12.23

12.24

令和4.1.8

1.13

1.13～14

1.14

1.14

1.17～21

1.18

年　月　日 事　　　　　　　　　　項

11.20

11.22

11.26

令和3.10.28

10.28

11.5

11.6

11.5

12.16

12.17

12.18

11.18

11.26

11.29

11.9

11.9～11

11.12

11.16

11.16

11.20

11.29

12.1

12.1

11.15

11.29

11.11

12.7

12.9

12.9

12.14

12.16

10.29

11.16



分収林施業・管理委託業務打合せ会議（山口市）

月例企画運営会議・重点事項進行管理

林野庁林業公社経営改善状況ヒアリング

新・農業人フェアin東京 ＥＸＰＯ

YYターンカレッジ＆農業講座（移住との連携）［オンライン］

やまぐち６次産業化・農商工連携人材育成研修（山口市）

会計監査人監査

担い手支援日本一会議（山口市）

マイナビ農林水産ＦＥＳＴin福岡［オンライン］

日本型直接支払第三者委員会（山口市）

林野庁林業公社経営改善状況ヒアリング［オンライン］

新規就農円滑化会議［オンライン］

日本政策金融公庫との意見交換（山口市）

やまぐち６次産業化・農商工連携人材育成研修・閉講式（山口市）

月例企画運営会議

ＬＦＰ推進事業ハンズオン支援（長門市）

法人への新規就農者来訪

消防署立入検査

インボイス制度説明会［オンライン］

全国農地保有合理化協会臨時総会（東京都）

ＬＦＰ推進事業成果報告会［オンライン］

やまぐち就農支援塾担い手養成研修開講式（農業大学校・防府市）

経営継承事例集編纂委員会（山口市）

「やまぐち農の継活」ホームページリリース

第２回やまぐち６次産業化・農商工連携推進協議会（山口市）

公社 令和３年度第２回定時理事会（山口市）

山口県農業会議第１８回理事会（山口市）

退職者辞令交付式

3.29 月例企画運営会議

事　　　　　　　　　　項

2.17

2.17

2.22

2.25

2.24 新年度施策に係る県関係課長との情報交換

2.28

3.1

2.13

2.14

2.16

3.31

3.1

3.4

3.7

3.10

3.14

3.16

3.23

3.24

3.28

1.27

年　月　日

1.28

1.29

1.30

2.1

2.2

2.10

令和4.1.21

3.22



 (2) 役員会等

ア　評議員会

山口市 議案第１号 「評議員の選任（案）について」

議案第２号 「理事の選任（案）について」

育文化会館） 議案第３号 「監事の選任（案）について」

報告事項１ 「令和２年度事業報告及び決算について」

報告事項２ 「令和３年度事業計画、収支予算並びに資金調達及び

設備投資の見込みについて」

報告事項３ 「農地中間管理事業の実施状況について」

　 「分収造林事業に係る経営改善の取組状況について」

イ　理事会

山口市 議案第１号 「令和２年度事業報告及び決算について」

議案第２号 「令和３年度定時評議員会の開催について」

育文化会館） 報告事項１ 「業務執行理事の職務執行状況について」

報告事項２ 「農地中間管理事業の実施状況について」

報告事項３ 「分収造林事業に係る経営改善の取組状況について」

山口市 議案第１号 「理事長の選定について」

議案第２号 「専務理事の選定について」

育文化会館） 議案第３号 「理事長の報酬等の額の決定について」

山口市 議案第１号 「令和４年度事業計画（案）について」

議案第２号 「令和４年度収支予算（案）について」

育文化会館） 議案第３号

議案第４号 「書面による評議員会の開催について」

報告事項１ 「業務執行理事の職務執行状況について」

報告事項２ 「農地中間管理事業について」

報告事項３ 「分収造林事業に係る経営改善について」

令和3.6.18

（臨時） （山口県婦人教

令和4.3.24

（定時） （山口県婦人教

「令和４年度資金調達・設備投資の見込みについて」

令和3.6.4

（定時） （山口県婦人教

開催年月日 開催場所 議　　　　　　　　　　　　事

令和3.6.18

（定時） （山口県婦人教

開催年月日 開催場所 議　　　　　　　　　　　　事



ウ　監事監査

山口市 令和２年度財産の状況及び業務の執行状況について

（葵庁舎） （指摘事項なし）

エ　緑の募金運営協議会

書面決議 １．「令和２年度緑の募金事業に係る事業報告及び収支決算について」

書面決議 １．「令和３年度緑の募金事業に係る事業報告及び決算見込について」

２．「令和４年度緑の募金推進方法(案)について」

 (3) 役職員の数等

ア　役員の数等

役員の平均年齢 歳 歳

役員の平均報酬 円 円

64.1 64.9

481,144 447,392

1

計 2 19 21 2 19 21

会 計 監 査 人 － 1 1 － 1

2

（うち県退職者） － (1) (1) － (1) (1)

監 事 － 2 2 － 2

評 議 員 － 9 9 － 9 9

9

（うち県退職者） (2) － (2) (2) － (2)

理 事 2 7 9 2 7

３．「令和４年度緑の募金事業計画（案）及び収支予算（案）について」

区　　　分
令和３年３月３１日現在 令和４年３月３１日現在

備　　　考
常勤 非常勤 計 常勤 非常勤 計

令和3.5.27

開催年月日 開催場所 諮　　　問　　　内　　　容

令和3.5.12

令和4.3.17

開催年月日 開催場所 監　　　査　　　内　　　容



イ　職員の数等

職員の平均年齢 歳 歳

職員の平均給与 円 円

※正職員のみで、会計年度任用職員を除いて計算している。

 (4) 事業報告の附属明細書

　　　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４条第３項

　　に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在

　　しないので作成しない。

3,899,339 3,997,823

担い手・新事業支援部 － 4 (3) 4 － 4 (3) 4

農地中間 管理事業部 4 5 (4) 9 2

10

計 7 17 (15) 24 6 19 (17) 25

森 林 部 2 6 (6) 8 2 8 (8)

58.7 56.4

5 (4) 7

総 務 部 1 2 (2) 3 2 2 (2) 4

区　　　分
令和３年３月３１日現在 令和４年３月３１日現在

プロパー 再雇用
(うち県
退職者)

計 プロパー 再雇用
(うち県
退職者)

計


