地域計画等策定業務受託実績

（一財）広島県森林整備・農業振興財団

業務名

委託者

備

考

令和３年度 【受託件数13件】
森林集積活動等支援業務

広島県

森林集積計画等策定支援業務

廿日市市（玖島地区） 森林集積計画策定支援

森林集積アドバイザー派遣等業務

森林集積計画調査等業務

廿日市市（飯山地区） 森林経営管理意向調査支援

森林集積計画等策定支援業務

安芸高田市

森林集積計画策定支援

森林集積計画調査等業務

安芸太田町

森林経営管理意向調査支援

第２次世羅町農業振興ビジョン策定業務（本編）

世羅町

農業振興施策の基本指針となるビジョン策定

福山農業振興地域整備計画策定業務

福山市

農振法に基づく整備計画書、付図作成及び企業ヒヤリング

竹原農業振興地域整備計画策定業務

竹原市

農振法に基づく整備計画書、付図作成

世羅農業振興地域整備計画策定業務

世羅町

農振法に基づく整備計画書、付図作成

大崎上島農業振興地域整備計画策定業務

大崎上島町

農振法に基づく整備基礎資料、付図作成

江田島農業振興地域整備計画策定業務

江田島市

農振法に基づく整備基礎資料、付図作成

東広島農業振興地域整備計画策定業務

東広島市

農振法に基づく整備基礎資料、付図作成

東広島市認定農業者の会事例研究会開催支援業務

東広島市

認定農業者の経営高度化に向けた事例紹介、意見交換開催

森林集積活動等支援業務

広島県

森林集積アドバイザー派遣等業務

森林集積計画調査等業務

廿日市市（玖島地区） 森林経営管理意向調査支援

森林集積計画調査等業務

安芸高田市

森林経営管理意向調査支援

庄原の森づくりビジョン

庄原市

ビジョン策定支援

森林所有者等探索支援業務

広島市（白木地区）

森林所有者及び相続関係人等調査、探索

森林所有者等探索支援業務

広島市（湯来地区）

森林所有者及び相続関係人等調査、探索

第２次世羅町農業振興ビジョン策定業務（基礎調査）

世羅町

農業振興施策の基本指針となるビジョンの基礎調査

庄原市農業振興計画策定業務

庄原市

農業振興施策の基本指針となる農業振興計画策定

三次市農業振興プラン策定業務

三次市

農業振興施策の基本指針となるプラン策定

廿日市市農業振興ビジョン策定業務

廿日市市

農業振興施策のビジョン骨子策定

府中市農業振興ビジョン策定業務

府中市

ビジョン策定に向けたアンケート調査等

福山農業振興地域整備計画策定業務

福山市

農振法に基づく基礎資料、付図作成及びアンケート調査等

三原農業振興地域整備計画策定業務

三原市

農振法に基づく基礎資料、付図作成

竹原農業振興地域整備計画策定業務

竹原市

農振法に基づく基礎資料、付図作成

世羅農業振興地域整備計画策定業務

世羅町

農振法に基づく基礎資料、付図作成

庄原市人・農地プラン作成支援業務

庄原市

人・農地プラン策定に伴う農地利用集積等事務支援

三次市人・農地プラン作成支援業務

三次市

人・農地プラン策定に伴う農地利用集積等事務支援

東広島市認定農業者の会事例研究会開催支援業務

東広島市

認定農業者の経営高度化に向けた事例紹介、意見交換開催

森林集積活動等支援業務

広島県

森林集積アドバイザー派遣等業務

森林集積計画調査等業務

廿日市市（玖島地区） 森林経営管理意向調査支援

森林集積計画調査等業務

安芸高田市

森林経営管理意向調査支援

庄原の森づくりプラン

庄原市

プラン策定支援

三次市人・農地プラン作成支援業務

三次市

人・農地プラン策定に伴う農地利用集積等事務支援

東広島市第３次農業振興基本計画策定業務

東広島市

農業振興基本計画策定に向けた計画骨子の策定

三次アグリパーク構想基本計画策定業務

三次市

アグリパーク整備に係る施設配置・運営収支等基本計画の策定

三原市農業振興ビジョン策定業務

三原市

農業振興基本計画策定に向けた計画骨子の策定

三次農業振興地域整備計画（整備計画書）改訂業務

三次市

農振法に基づく整備計画書、付図の作成

三次農産品ブランド化支援業務

三次市

三次農産物を活用した加工品開発・ブランド化向けた支援

令和２年度 【受託件数18件】

令和元年度 【受託件数11件】

広島広域都市圏農産物生産・出荷促進商談会開催等業務 広島市

広島広域都市圏内の生産者に向けた市場出荷促進等支援

平成30年度 【受託件数８件】
三次アグリパーク構想基本計画策定業務

三次市

アグリパーク整備に係る施設配置・運営収支等基本計画の策定

三次市人・農地プラン策定支援業務

三次市

人・農地プラン策定に伴う農地利用集積等事務支援

三次市人・農地プラン変更業務

三次市

人・農地プラン変更に伴う農地利用図等の変更

三次農業振興地域整備計画（基礎調査）改訂業務

三次市

農振法に基づく振興計画（基礎資料）作成

オール三次産品ブランド化支援業務

三次市

三次農産物を活用した加工品開発・ブランド化向けた支援

東広島市人・農地プランWS等支援業務

東広島市

人・農地プラン策定促進に向けたワークショップ開催

東広島市第3次農業振興基本計画・本編策定業務

東広島市

農業振興基本計画策定に向けた計画骨子の策定

江田島市農林水産物直売所の事業計画検討業務

江田島市

農水産物直売施設の候補地別事業計画の策定

1

業務名

委託者

備

考

平成29年度 【受託件数１０件】
みよしアグリパーク構想に係るぶどうに関する市場調査 三次市

アグリパーク構想に伴うぶどうの市場調査

みよしアグリパーク整備事業基本構想策定支援業務

三次市

アグリパーク整備に係る基本構想の策定

三次市人・農地プラン策定支援業務

三次市

人・農地プラン策定に伴う農地利用集積等事務支援

三次農業振興地域整備計画（基礎調査）改訂業務

三次市

農振法に基づく振興計画（基礎資料）作成

オール三次産品ブランド化支援業務

三次市

三次農産物を活用した加工品開発・ブランド化向けた支援

東広島市人・農地プランWS等支援業務

東広島市

人・農地プラン策定促進に向けたワークショップ開催

東広島市第3次農業振興基本計画・基礎調査業務

東広島市

農業振興基本計画策定に向けた基礎調査

東広島市農業振興地域整備計画改定業務

東広島市

農振農用地見直に伴う農振計画作成※H28年度継続

江田島市６次産業化・地産地消推進戦略策定業務

江田島市

６次産業化に向けた推進戦略の策定

江田島市農水産物直売施設等整備に係る立地等調査業務 江田島市

農水産物直売施設の建設適地確定に向けた調査

平成28年度 【受託件数７件】
三次市アグリパーク構想基礎調査業務

三次市

アグリパーク構想策定に係る基礎調査

三次市人・農地プラン策定支援業務

三次市

人・農地プラン策定に伴う農地利用集積等事務支援

三次市農業振興プラン策定業務

三次市

農業振興プラン策定支援業務(H27年度継続）

東広島農業振興地域整備計画（基礎資料）作成業務

東広島市

農振法に基づく振興計画（基礎資料）作成

東広島市人・農地プラン担い手意見交換促進業務

東広島市

人・農地プラン中心経営体によるワークショップ開催

東広島市人・農地プランWS等支援業務

東広島市

人・農地プラン策定促進に向けたワークショップ開催

江田島市農業振興ビジョン作成業務

江田島市

農業振興ビジョン策定業務

経営安定支援業務

福山市

新規就農者，認定農業者等経営診断，経営指導等業務

庄原市農業振興ビジョン策定業務

庄原市

農業振興ビジョン策定支援業務

三次市農業振興プラン策定業務

三次市

農業振興プラン策定支援業務

三次市人・農地プラン策定支援業務

三次市

人・農地プラン策定に伴う農地利用集積等事務支援

東広島市人・農地プラン担い手意見交換促進業務

東広島市

人・農地プラン中心経営体によるワークショップ開催

東広島市人・農地プランWS等支援業務

東広島市

人・農地プラン策定促進に向けたワークショップ開催

JA産直ふれあい市場生産出荷拡大等支援業務

JA佐伯中央

産直市移転に伴う消費者調査及び出荷拡大計画等支援

三原市農業振興ビジョン実施計画策定業務

三原市

農業振興ビジョン・後期実施計画策定支援

三次市人・農地プラン策定支援業務

三次市

人・農地プラン策定に伴う農地利用集積等事務支援

東広島市人・農地プラン担い手意見交換促進業務

東広島市

人・農地プラン中心経営体によるワークショップ開催

東広島市人・農地プランWS等支援業務

東広島市

人・農地プラン策定促進に向けたワークショップ開催

神石高原町トマト団地整備営農計画等策定業務

県土地改良連合会

トマト団地整備に係る営農計画等策定業務

平成27年度 【受託件数８件】

平成26年度 【受託件数８件】

平成25年度 【受託件数９件】
尾道市農地現況調査業務

尾道市

三次市人・農地プラン策定支援業務

三次市

人・農地プラン策定に伴う農地利用集積等事務支援

遊休農地（一筆）調査

東広島市女性「農」力発揮事業支援業務

東広島市

集落法人等対象としたワークショップの実施

安芸太田町農林水産業振興ビジョン策定業務

安芸太田町

農林水産業振興ビジョンの策定

神石高原町トマト・ぶどう団地整備基礎調査業務

県土地改良連合会

トマト団地整備に係る基礎調査

庄原地区畜産環境施設機能保全計画策定業務

広島県

施設の長寿命化に係る機能診断、保全計画の策定

平成24年度 【受託件数１０件】
遊休農地調査業務

尾道市

遊休農地（一筆）調査

農産物直売拠点施設整備基本計画作成業務

三次市

農産物直売施設（トレッタみよし）整備基本計画作成

農業振興地域整備計画作成業務

安芸高田市

人・農地プラン作成支援業務

東広島市

農振法に基づく整備計画書の作成
人・農地プラン作成に係る合意形成のためのワークショップ

農産物生産力強化支援業務

北広島町

野菜等生産テキスト作成（100品目）、消費者調査等実施

農地流動化円滑化システム整備事業業務

呉市

農地流動化のための意向調査及びシステム整備

邑南町農業振興ビジョン策定業務

島根県邑南町

町独自の農業振興ビジョン作成

平成23年度 【受託件数７件】
東広島市農業振興地域整備計画策定業務

農業振興地域整備計画の策定

世羅町農業振興ビジョン策定業務

東広島市
広島西部かんきつ
産地再生協議会
世羅町

熊野町耕作放棄地現況調査業務

熊野町

耕作放棄地現地調査

尾道市農地耕作状況調査業務

尾道市

耕作放棄地現地調査

農水産物流通拠点センター立地調査等業務

2

農水産物流通拠点センター・直売施設整備の検討
世羅町農業振興ビジョンの策定

業務名

委託者

備

考

平成22年度 【受託件数７件】
農業振興地域整備計画策定業務

世羅町

農振農用地見直に伴う農振計画作成

農業振興地域整備計画調査業務

東広島市

農振農用地見直に伴う農振計画作成※H23年度継続

農業振興地域整備計画策定業務

呉市

農業振興ビジョン策定業務

世羅町

農業振興ビジョン作成（基礎調査）※H23年度継続

瀬戸田町シトラスパーク交流支援業務

尾道市

施設利用見直に係る交流推進ワークショップ

新たな公によるコミュニティ創生支援モデル事業支援

神石高原町
源流の里協議会

集落再生に伴う集落再生プラン策定支援コンサル

農振農用地等利用状況調査業務

呉 市

農振農用地見直に伴う農地,遊休地等現地調査

農業振興基本計画実施計画作成業務

三原市

農業振興ビジョン実施計画作成

シトラスパーク交流支援業務

尾道市

施設利用見直に係る交流推進ワークショップ

農業振興地域整備計画(農用地利用)調査業務

世羅町

農振農用地見直に伴う農地の現地調査

新たな公によるコミュニティ創生支援モデル事業支援

源流の里協議会

限界集落における集落再生プラン策定支援コンサル

東広島市農業振興基本計画策定業務

東広島市

農業振興ビジョンの策定

三原市農業振興基本計画策定業務

三原市

農業振興ビジョンの策定

シトラスパーク施設利用調査業務

尾道市

シトラスパーク利用計画見直に係る計画調査

生産者と実需者の連携支援業務

広島信用金庫

生産者と実需者のビジネスマッチング支援

農業公園入場者数動向調査業務

世羅町

世羅夢公園（ワイナリー）入込動向調査

東広島市農業振興基本計画書基礎資料作成業務

東広島市

農業振興ビジョン策定調査（アンケート，ヒヤリング等）

廿日市農業振興地域整備計画書作成業務

廿日市市

農振法に基づく整備計画書の作成

笠岡農業振興地域整備計画書作成業務

笠岡市

農振法に基づく整備計画書の作成

広島農業振興地域整備計画図作成業務

広島市

農振法に基づく整備計画図の作成

農振農用地区域指定地番に係るデータ整備業務

三原市

農振農用地区域指定地番に係るデータ整理

三原市農産物需要動向調査業務

三原市

加工用野菜需要検討のための基礎調査

農業公園入場者数動向調査業務

世羅町

世羅夢公園（ワイナリー）入込動向調査

尾道農業振興地域整備計画書作成業務

尾道市

農振法に基づく整備計画書の作成

三原農業振興地域整備計画書作成業務

三原市

農振法に基づく整備計画書の作成

安芸太田農業振興地域整備計画書作成業務

安芸太田町

農振計画基礎資料，農林振興ビジョン作成

広島農業振興地域整備計画図作成業務

広島市

農振法に基づく整備計画図の作成

廿日市農業振興地域整備計画書基礎資料作成業務

廿日市市

農振法に基づく基礎資料の作成

笠岡農業振興地域整備計画書基礎資料作成業務

笠岡市

農振法に基づく基礎資料の作成

東広島市標準小作料改訂に係る基礎資料作成業務

東広島市

標準小作料改訂に係る基礎資料の作成

呉農業振興基本計画策定業務

呉 市

農業振興ビジョンの策定

尾道農業振興地域整備計画書作成業務

尾道市

農振法に基づく整備計画書の作成

因島農業振興地域整備計画書基礎資料作成業務

因島市

農振法に基づく基礎資料の作成

瀬戸田農業振興地域整備計画書基礎資料作成業務

瀬戸田町

東広島農業振興地域整備計画書作成業務

東広島市

農振法に基づく整備計画書の作成

竹原農業振興地域整備計画書作成業務

竹原市

農振法に基づく整備計画書の作成

府中農業振興地域整備計画書修正業務

府中市

農振法に基づく整備計画書の修正

神石高原農業振興地域整備計画書作成業務

神石高原町

農振法に基づく整備計画書の作成

世羅農業振興地域整備計画書作成業務

世羅町

農業振興地域整備計画書基礎資料作成業務

安芸太田町

農振法に基づく基礎資料の作成

三原農業振興地域整備計画書基礎資料作成業務

三原市

農振整備計画書基礎資料の作成

広島農業振興地域整備計画書作成業務

広島市

農振整備計画書基礎資料の作成

〃

平成21年度【受託件数５件】

平成20年度【受託件数５件】

平成19年度【受託件数７件】

平成18年度【受託件数７件】

平成17年度【受託件数12件】

〃

〃

3

業務名

委託者

備

考

平成16年度【受託件数12件】
安芸高田農業振興地域整備計画書作成業務

安芸高田市

府中農業振興地域整備計画書作成業務

府中市

農振法に基づく整備計画書の作成

呉農業振興地域整備計画書基礎資料作成業務

呉 市

農業ビジョン策定基礎調査（アンケート，ヒヤリング等）

三次農業振興地域整備計画書基礎資料作成業務

三次市

農振法に基づく基礎資料の作成

農業振興地域整備計画書基礎資料作成業務

東広島市他３町

農業振興地域整備計画書基礎資料作成業務

尾道市他２町

農業振興地域整備計画書基礎資料作成業務

世羅郡3町

農振法に基づく基礎資料の作成

蒲刈農業振興地域整備計画書作成業務

蒲刈町

農振計画の作成，農用地区域の線引き見直し

倉橋農振地域農用地区域に係るデータ整備業務

倉橋町

農振農用地区域指定地番に係るデータ整理

農業振興地域農用地区域指定地番等整備業務

黒瀬町

農振法に基づく農用地区域の線引き見直し

農業公社統合設置に係る企画調査業務

三次市

旧市町の農業公社の統合に係る調査，再編計画作成

〃

地域水田ビジョン及び産地づくり計画の集計分析業務 県水田協議会

〃
〃

県内市町村の地域水田農業ビジョンの調査，分析

平成15年度【受託件数７件】
大崎上島農業振興地域整備計画作成業務

大崎上島町

農振法に基づく整備計画書の作成

黒瀬農業振興地域整備計画作成業務

黒瀬町

農振法に基づく基礎資料・整備計画書の作成

農業振興地域整備計画基礎資料作成業務

高田郡6町

農振法に基づく基礎資料の作成

循環型農業推進構想作成業務

湯来町

耕畜連携による環境保全型農業推進プラン策定

地域連携システム整備企画調査業務

(神)三和町

神石高原グリーンツーリズム 構想策定（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）

熊野町地産地消推進構想策定業務

熊野町

産直市を核とした地産地消の推進計画作成

地域農業支援体制整備企画調査業務

JA中央会

地域営農支援に係る体制整備等調査企画
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