
令和４年度事業計画概要 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業目的 ： 新潟県内の農林業の総合的振興 

経営理念 ： 未来志向による支援事業の推進 

 

公益社団法人 新潟県農林公社 

  



 

令和４年度新潟県農林公社事業計画の概要 

 

１ 農業についての取り組み 

 

（1）農地中間管理事業への取り組み 

 新潟県農林公社は、「農地中間管理機構」として、令和３年度末には保有農地が２万５千ヘクタール

を超える規模に成長してまいりました。令和４年度は、「人・農地プラン」の法定化と作成される「目標地

図」の動きを的確にとらえ、引き続き、機構と県、市町村・農業委員会、ほ場整備関連組織、関係団体等と

の一層の連携を図り、担い手への農地の集積・集約を積極的に支援するとともに、今後さらに増加する業

務の円滑な推進に向け、システムの改善・改修に取り組んでまいります。 

 

（2）「担い手支援センター」への取り組み 

令和２年度から、新規就農から農業経営の法人化、多角化・高付加価値化などの幅広い課題に対応

するため、ワンストップで支援する「担い手支援センター」の活動に取り組んでおります。令和４年度で「６

次産業化サポートセンター事業」が「農山漁村発イノベーションサポートセンター事業」に組み換えとなり

ますが、ワンストップサービスセンターの強みを生かし、各地域の農業経営体の課題解決や若手農業者

の確保育成に積極的に取り組んでまいります。 

 

 

２ 林業についての取り組み 

 

（1）分収林整備事業への取り組み 

県内に１万ヘクタールを保有する公社分収林は、新潟県内の森林整備と環境保全に大きな役割を果

たしています。令和４年度は、引き続き効率的で低コストな企画提案型の利用間伐事業を積極的に進

め、生育状況に応じた適切な森林整備を実施するとともに、分収林契約延長手続きの一層の促進やカー

ボン・オフセット事業への取り組みを進めてまいります。 

これらの事業展開を通じ、第 10 次５カ年計画の確実な達成を図るとともに、第 11 次５カ年計画の策定

を進め、新潟県が策定した「分収林事業経営健全化方針」に基づく経営の改善に努めてまいります。 

 

（2）林業労働力確保推進事業 

 新潟県の林業の基盤を整備し適正な森林整備を図るためには、林業就業者の確保育成と県内の林

業事業体の経営力の強化が不可欠となっています。 

新潟県農林公社は、関係機関・団体と連携し、林業を志す若者が確実に就業できるようきめ細かく支

援するとともに、既就業者のキャリアアップを積極的に支援してまいります。また、林業事業体の経営改善

支援と雇用環境の整備、高性能林業機械の普及等に積極的に取り組んでまいります。  



［事業予算・内容］    事業総額 … 4,951,689千円 

 

１ 農地中間管理事業 … 4,316,781千円 

 ・機構と業務委託機関、実施機関等との連携強化 ・機構事業の周知  

・システムの改善・改修等による円滑な業務推進 

 

２ 分収林整備事業 … 483,577千円 

 ・企画提案型利用間伐等による、生育状況に応じた森林の整備と素材の効率的生産 

 

３ 農業経営相談所事業 … 15,665千円 

 ・農業経営の法人化や円滑な経営承継など、多様な経営課題解決の支援 

 

４ 農山漁村発イノベーションサポートセンター事業 … 16,334千円 

 ・農山漁村の多様な地域資源を活用し新たな事業創出や経営改善、付加価値向上等に取り組む

事業体に対する地域プランナーの派遣、事業化の支援 

 

５ 青年農業者等確保育成事業 … 17,806千円 

 ・新規就農・就業者確保のための情報の発信、相談事業等の実施、研修受入農家等の紹介 

 ・青年等の農業者組織の自主的活動の支援 

 

６ 林業労働力確保推進事業 … 101,526千円 

 ・新規林業就業者確保のための情報の発信、就職先紹介、相談事業等の実施 

 ・林業に関する高度な技術を持った人材の育成と雇用環境の改善、林業経営体の育成強化 

 



【事業方針】

〔重点事項〕

　■農地集積バンク(農地中間管理機構)の仕組み

＜令和４年度事業計画＞ 単位：件、ha、千円

件数 面積 金額

借入 7,500 6,000 840,000

貸付 4,000 6,000 840,000
賃貸借

　② 関連事業実施機関等との連携強化

１　農 地 中 間 管 理 事 業

　① 業務委託機関との一体的な活動展開

　③ 機構事業の周知と担い手団体との連携強化

区分
令和４年度計画

　農地中間管理事業(以下、機構事業)を平成26年度から実施し、令和元年度の
機構事業見直しによって集積計画一括方式や円滑化事業からの移行を推進した。
今般、人・農地など関連施策の見直しが行われ、「人・農地プラン」の法定化
や農地の貸借は農地バンクを軸とすることなどが取りまとめられたことから、こ
れらの動きを見極め適切かつ柔軟に対応し、担い手への農地の集積・集約化を
促進する。

　■新潟県は令和５年度までに担い手の農地利用を９割(現状５割)に上げていく方針
　　・　｢人・農地プラン｣(地域の話し合い)等の活動と一体的に推進

　　　 ・　単なる担い手への〝集積〟だけでなく集約化も推進
　　　 ・　受け手のいない農地をリスト化・公表して広く借受者を募集
　　　 ・　農地中間管理事業による農地の貸し借りだけでなく、売買も実施

　④ システムの改善・改修等による円滑な業務推進

（注）農地中間管理権 ： 貸付けることを目的として取得する賃借権、使用貸借等による権利



【事業方針】

〔重点事項〕

　 ⑤ 第11次５カ年計画の策定を進める

〔事業計画〕

R4計画

利用間伐 161ha

除間伐 134ha

枝打ち 28ha

森林作業道開設 20,259m

林業専用道（開設） 1,300m

作業路補修 1,500m

分収林契約延長業務 500件

クレジット販売 320t

企業の森づくり活動 0.2ha

   

  　　　　　　阿賀町（林業専用道西小出沢五十島線）

　 ④ カーボン・オフセット事業のクレジット販売促進と企業の森づくり活動の推進をする

◇利用間伐事業と保育間伐事業に一体的に取組み、計画面積
を達成するとともに、林地残材を減らし利用材積（搬出量）の
増加を図る。

事業項目

　　　　　　　　　三条市（駒込団地）利用間伐

◇新潟県オフセット・クレジット制度による｢トキの森｣整備事
業の発行クレジットの販売促進を図る。

◇引き続き新規意向調査を進めるとともに、所在不明及び返
信のない未回答の土地所有者に対しては、再調査を行ってい
く。

　長期に渡る購入等、貢献して頂いた企業には感謝状の贈呈
を行っており、令和３年度は、６社に贈呈しました。

　　柏崎市（北ノ入団地）枝打ち

　 ③ 分収林等施業転換推進事業を活用し、分収林契約延長手続きの促進する

２　分  収  林  整  備  事  業

　効率的で低コストな『企画提案型利用間伐等促進事業』を重点におき、生育状況に応じた森林整
備を的確に実施する。

　 ① これまで造成してきた森林が木材として利用間伐適期に移行してきており、国、県、市町村や

     　隣接民有林と一体的な路網整備を推進するとともに、企画提案型の利用間伐を推進する

　 ② 森林の健全性を確保継続する観点から、適正な除間伐、枝打ち等の保育事業を実施する
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面積（ha) 122 512 962 1,761 2,244 2,498 2,068
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【事業方針】

〔重点事項〕

〔事業計画〕

　　○ 農業・商工系団体等の伴走機関や普及組織、専門家、コーディネーター等を構成員とする経営

　　　  戦略会議を定期的に開催し、事業の効果的な運営を行う。 

　　○ 農業経営相談所（以下「相談所」という。）内に経営相談窓口を設置するとともに、農業者の利便

　　　  性を考慮し、県地域振興局農林水産（農業）振興部及び関係団体に計15カ所のサテライト窓口

　　　  を設置する。

　　○ 相談所に経営専属スタッフを配置し、経営相談に対する適切な対応、専門家の育成、業務管理

　　　  のマネジメント等経営サポート活動を行う。

　　○ 重点指導農業者が経営戦略に掲げた目標達成に向け、伴走機関、普及組織、専門家等を中心

　　　  とした支援チームを編成し、伴走型支援を行う。

　　○ 登録専門家の専門性を活かし、経営継承、法人化、会計税務、労務管理や農業のICT等のセミ

　　　  ナー及び個別経営相談会を開催する。

　　○ ホームページやパンフレット等を活用し、本事業の概要や取組実績等について情報を発信し、

　　　  関係者に対する事業周知と積極的な事業活用を推進する。

■事業の周知

　　　　　　　　　　　　　農業法人設立支援セミナー及び個別相談会
　　　　　　　　　　　　　　　　（R3.8.11：燕三条地場産センター）

　　　　　　　　　　　　 経営改善相談会長岡会場
　　　　　 　　　　　  （R3.12.7：長岡市建設業会館）

　③ 事業の周知

■支援体制の整備

■専門家等による経営戦略の策定及び実行支援

３　農 業 経 営 相 談 所 事 業

　① 支援体制の整備

   意欲のある農業者が創意工夫を活かした農業経営を展開できるよう、経営診断

や法人化、円滑な経営継承など多様な経営課題に対応する支援体制を整備し、

経営課題解決に向けた専門家派遣支援等を行う。

　② 専門家派遣等による経営戦略の策定及び実行支援



【事業方針】

〔重点事項〕

〔事業計画〕

　※国予算内示前の計画であり変更の可能性あり

４　農山漁村発イノベーションサポートセンター事業

　これまで行ってきた農林水産物を活用した6次産業化の取り組み支援に加え、新たに農山漁村
発イノベーションサポートセンター事業として、農山漁村における多様な地域資源を活用し新た
な事業創出等による経営改善や付加価値向上等に取り組む事業体も対象に、地域プランナー派
遣支援等を行う。

　地域資源を活用し、新たな事業創出等を目指す事業体等の取り組みを支援する。

活動内容 ※令和４年度計画 令和３年度計画

　　　　　  されたこと等について、迅速に情報を発信する。

　　　　〇 支援対象者の選定に当たっては、農業者や事業体の意向、経営課題等を把握するとともに、

　　　　　  県地域振興局を始め市町村、JA、商工会等と連携しながら、自ら定量的な経営改善目標を

　　　　　  設定する意欲的な農業者、事業体を選定する。

　　　　〇 支援対象者の多様なニーズに対応するため、バリューチェーンや経営分析・診断、食品衛生

　　　　　  管理、知的財産、地域活性化など特定の専門知識・技術・経験を有する者を地域プランナー

　　　　　  として登録する。

　　　　　  支援を行う。

　　　　〇 支援対象者に地域プランナーを計画的に派遣し、付加価値向上など経営改善目標の達成

　　　２　地域委員会の設置と円滑な運営

　　　　〇 学識経験者等を委員とする地域委員会を設置し、定期的に開催する。

　　　　〇 地域委員会において、地域プランナー等の派遣による経営改善支援効果を検証するととも

　　　　　  に、経営改善戦略の点検・評価等を行う。

　　　３　地域プランナーの登録と支援対象者への派遣

　　　　〇 農山漁村発イノベーションサポートセンター事業への変更により、支援対象者の範囲が拡大

　　　１　事業内容の周知と支援対象者（事業体等）の選定

　　　３　地域プランナーの登録と支援対象者への派遣

　　　１　事業周知と支援対象者の選定

　　　２　地域委員会の設置と円滑な運営

プランナーによる支援の様子

地域委員会の開催 毎月 毎月

支援対象数※ 20経営体 15経営体

プランナー派遣回数 100回程度 75回程度



【事業方針】

〔重点事項〕

〔事業計画〕

　　① 県内における就農・就業相談会の開催と「新・農業人フェア」など首都圏における相談イベント

　　　　への積極参加及びコロナ禍に対応した相談対応の強化　

　　② 先進農家等における農業体験研修の実施支援

　　③ 就業希望者と農業法人、産地等とのマッチング及び就業定着支援

　　　　　　　　　　法人就業マッチングフェア（R3.6.5：農大）  　 農林業新規就農・就業チャレンジフェア（R3.12.26：新潟東映ホテル）

　　　　　　　　　　　　　　花角知事との懇談会（R3.11.22) 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　水稲部会研修会・パネルデスカッション（R3.10.29） 

　　① メルマガ登録者の拡大　（1,400人）　

■農業者組織の活動支援
　　地域農業リーダーの育成に向け、新潟県指導農業士会活動を支援

■関係機関等との連携強化

　　② 本県農業の魅力や相談会開催情報等を発信　（メルマガ発信回数：20回／年） 　　

５　青年農業者等確保育成事業

　　新規就農者の確保と地域農業リーダーの育成に向けて、関係機関・団体等
　と綿密に連携し、就農相談会や各種研修会等を開催する。

　① 新規就農・就業相談会の開催及び積極参加

■メルマガ等による就農・就業支援情報の積極発信

     就農相談業務を円滑に推進するため、国・県・団体等による連携会議を定期的に開催　（５回／年）

　③ 関係機関等との連携による支援体制の強化
　② 就農・就業支援情報の積極発信

　④ 組織活動支援による地域農業リーダーの育成

■「就農・就業相談会」の開催



６  林業労働力確保推進事業 
（林業労働力確保支援センター） 

 
【事業方針】 
 林業事業体の育成と新規就業者の確保・育成を図り、林業生産性の向上による適正な森林整備

を推進するため、各種支援事業を実施する。 
 

〔重点事項〕 
① 就業希望者へのきめ細やかな就業支援を展開 

 ② 林業就業者に対する研修等の実施によるキャリアアップ支援 

 ③ 専門家派遣等による意欲ある林業経営体の育成支援 

 ④ 森林施業プランナーの育成及び高性能林業機械オペレーターのレベルアップ 
 

〔事業計画〕 
 ◇林業就業者の雇用管理改善と新規就業希望者のための事業 

   ・専門家派遣指導等による雇用管理の改善促進 

   ・経営者に対する雇用管理改善のためのトップセミナー開催 

   ・林業就業希望者に対するガイダンス・相談会の開催（16回） 

   ・林業基礎講習等及び林業体験講習の開催（５回） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ◇林業就業者に対するスキルアップ・レベルアップのための研修事業 

   ・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業集合研修 

    林業就業者として必要な知識と技術を身につけ、安全かつ効率 

    的な作業を行うための基本的な研修及び特別教育等を実施、 

    修了者は林業作業士（フォレストワーカー）に認定されます。 

   ・現場管理責任者（フォレストリーダー）研修 

    現場管理を行う者に対して現場の効率的運営に必要な知識・技 

    術・技能を習得させるキャリアアップ研修を実施、修了者は現場 

    管理責任者（フォレストリーダー）に認定されます。 

   ・フォレストワーカー育成及び現場指導者育成研修 

    「緑の雇用」事業の対象とならない就業者に対する「緑の雇用」事 

    業に準じた研修を実施、また、安全な作業を徹底するための指導 

    者を育成するための研修を実施する。 

   ・森林施業プランナー育成研修（現在の認定者 66名） 

    小規模・分散する森林を取りまとめ森林所有者に森林経営計画 

    の提案を行い、施業を実行していく提案型集約化施業の主体とな 

    る森林施業プランナーの養成を目的とした研修を実施する。 
 ◇高性能林業機械の貸付事業 

   オペレーター養成及び施業の低コスト化を促進するため認定林業 

    事業体へ高性能林業機械の貸付を実施 

    プロセッサ ５台、ハーベスタ １台、 

    フォワーダ ８台、スイングヤーダ ２台、 

    タワーヤーダ １台 等（全 20台） 

森林の仕事ガイダンス（R3.11.13） 森の仕事体験（上越）（R3.8.18） 就農・就業チャレンジフェア（R3.12.26） 

「緑の雇用」集合研修（FW3）（R3.10.21） 

森林施業プランナー研修（R3.8.26） 

プロセッサ 


