
－230－  6款　農林水産業費

（款）6 農林水産業費　　　　（項）1 農業費　　　　（目）1 農業委員会費 （単位：円）

農業委員会運営事業 19,515,693 （目的）農業委員会等に関する法律及び農地法等に基づく法令業務を適正に執行するとともに、農業に関 270

（農業委員会事務局 　　　する調査・情報の提供等を行うことで、農業の健全な発展に努めます。

）

（対象）農地、農業委員、農地利用最適化推進委員、農家

（手段）農業委員会総会等を開催し、農地法に基づく許可申請等の審議を行うとともに、農政問題につい

　　　て協議を行いました。

　　　　　・農業委員会総会　12回（定例毎月1回）

　　　　　・農地法による許可件数及び受理件数

　　　　　　 許可件数 （単位：件、㎡）

　　　　　　 受理件数 （単位：件、㎡）

　　　　　・農地貸借解約件数 （単位：件、㎡）

　　　　　・農業経営基盤強化促進法による農地の貸借権等設定面積 （単位：㎡）

　　　　　・研修会　1回

　　　　　・除外申出に基づく協議会　2回

区　分 3年未満 3年以上6年未満

畑 16,250 109,463

6年以上

田 4,595 416,878 1,638,794

222,168

合　計 20,845 526,341 1,860,962

43,518

110 46,295

区　　　分 件　数 面　積

農地法第18条第6項 82 221,176

農地法第5条 91 72,214

区　　　分 件　数 面　積

農地法第4条第1項第8号 20 7,438

農地法第5条第1項第7号

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

区      分

農地法第4条 8 1,815

件　数 面　積

農地法第3条 17



　　　　　・先進地視察研修　新型コロナウイルス感染症の影響により中止

　　　　各種証明書を発行しました。

（単位：件）

（成果）農業委員会等に関する法律及び農地法等の法令業務を適正に執行し、農業に関する調査・情報提

　　　供等を行うことで、地域農業の健全な発展に寄与することができました。

（款）6 農林水産業費　　　　（項）1 農業費　　　　（目）3 農業振興費 （単位：円）

生産調整推進事業 5,173,361 （目的）米価安定のための主食用米の生産調整や、遊休農地解消のため転作作物の作付けを推進します。 274

（農業振興課）

（対象）市内水稲作付け農業者

（手段）水稲作付け農業者のうち、主食用米の生産調整を実施し、久喜市地域農業再生協議会が定めた生

　　　産上限面積を達成した農家に対して、地域農業再生協議会を通じて転作奨励金を交付しました。

（成果）転作奨励作物の生産を奨励するとともに、需要に応じた主食用米の生産に寄与することができま

　　　した。

環境保全型農業推進 741,850 （目的）安全・安心な久喜市産農産物の生産・販売及び消費拡大を推進します。 274

事業

（農業振興課） （対象）市民、市内農業者

（手段）学校給食の食材として提供することを目的に、農産物を特別栽培方法にて栽培管理する生産者等

　　　に補助金を交付しました。

　　　　また、市内産米の消費拡大及び特別栽培米のPRを目的に、しみん農園農産物品評会において特別

　　　栽培米を配布しました。

（成果）新鮮で安全・安心な久喜市産農産物の供給及び消費拡大の推進を図ることができました。

農家証明 63

証明願 30

納税猶予 5

区　分 発行件数

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ
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－232－  6款　農林水産業費

（款）6 農林水産業費　　　　（項）1 農業費　　　　（目）3 農業振興費 （単位：円）

農業経営安定推進事 66,047,969 （目的）担い手の育成と農業経営の安定を図ります。 274

業

（農業振興課） （対象）農業団体、市内農業者

（手段）農業団体等へ補助金を交付しました。

　　　　また、農業近代化資金等の借入者へ、利子補給を実施しました。　　　

　　　　・農業団体等に対する補助

（単位：円）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

農業団体育成事業
・先進技術の導入及び各種会議の開催

久喜市梨組合 405,000

久喜市営農集団連絡
協議会

140,000

JA南彩苺共販部会
久喜支部

121,000

GREEN 11,775

菖蒲町梨組合連合会 198,690

南彩農協菖蒲青果物
一元出荷協議会胡瓜
部会

36,000

菖蒲町苺組合連合会 216,000

重点作物振興育成事業
・総合防除ネット（1.20ha）

久喜市梨組合 616,227

菖蒲町梨組合連合会 138,639

重点作物振興育成事業
・コンフューザー（28.93ha）

久喜市梨組合 255,000

菖蒲町梨組合連合会 299,730

鷲宮梨出荷組合 12,074

重点作物振興育成事業
・集出荷施設の整備

久喜市梨組合 745,500

重点作物振興育成事業
・赤星病防疫対策（32.93ha）

久喜市梨組合 234,000

菖蒲町梨組合連合会 398,611

鷲宮梨出荷組合 6,306

事業名及び事業概要 事業主体 補助金額

強い農業・担い手づくり総合支援事業
・穀類乾燥調整施設の導入

アグリグリーン㈱ 58,926,000



（成果）担い手や生産団体の育成を図ることができ、農業生産の維持向上及び農村の活性化に寄与するこ

　　　とができました。

れんげ祭り事業 322,000 （目的）農業、農村への理解を深め、都市住民と農村住民の相互交流を図ります。 274

（農業振興課）

（対象）久喜市れんげ祭り実行委員会

（手段）久喜市れんげ祭り実行委員会に対し、祭り準備費等の補助金を交付しました。

（成果）久喜市れんげ祭りの開催に向けて準備を行いましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

　　　め、開催することができませんでした。

新規就農・担い手育 296,377 （目的）新規就農に必要な支援を行うことで、新たな農業の担い手の確保及び育成を図ります。 276

成事業

（農業振興課） （対象）新規就農希望者

（手段）新規就農希望者を「明日の農業担い手育成塾」の研修生として募集し、研修生に対して営農指

　　　導、研修用農地の確保、研修用資材や種苗の提供等の支援を行いました。

（成果）新規就農に必要な支援を行うことで、新たな担い手の確保、育成を図ることができました。

経営所得安定対策推 2,560,000 （目的）米・麦・大豆等について、需要に応じた生産の促進と水田農業全体としての所得の向上により、 276

進事業 　　　農業経営の安定を図ります。

（農業振興課）

（対象）久喜市地域農業再生協議会

合　計 66,047,969

共同営農用機械整備事業

㈱なんさいふぁー夢 1,622,880

久喜市営農集団連絡
協議会

942,000

農業近代化資金利子補給補助金 資金借入者 157,440

農業経営基盤強化資金利子助成金 資金借入者 15,097

推進事業（梨ふるさと宅配）
・特産である「梨」の販路拡大

久喜市梨組合 200,000

推進事業（美しいむらづくり連絡協議会）
・個性的で生き生きとしたむらづくりを推進
　するための取り組みを行う

久喜市美しいむらづ
くり連絡協議会

350,000
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－234－  6款　農林水産業費

（款）6 農林水産業費　　　　（項）1 農業費　　　　（目）3 農業振興費 （単位：円）

（手段）久喜市地域農業再生協議会に対し、システム委託費等の補助金を交付しました。

（成果）農業者の農業経営の安定を図るための支援を行うことができました。

農業振興協議会運営 0 （目的）農業振興に関する必要な事項について、審議・検討を行います。 276

事業

（農業振興課） （対象）久喜市農業振興協議会

（手段）農業振興に関する必要な事項についての審議を行います。

（成果）令和3年1月に開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催する

　　　ことができませんでした。

人・農地問題解決推 26,668,800 （目的）人と農地の問題を解決するため、地域農業のあり方に関する計画として、人・農地プランの見直 276

進事業 　　　しを行い、地域の担い手に向けた農地の集積・集約化を図ります。

（農業振興課）

（対象）人・農地プラン策定地区内農業者

（手段）農地中間管理機構を活用して農地の貸付けを行なった地域に対して、協力金を交付しました。

　　　　・機構集積協力金交付事業（地域集積協力金）

（成果）農地中間管理事業を活用し、地域の担い手への農地の集積・集約化を図ることができました。

農産物ブランド化推 753,126 （目的）久喜市産農産物を市内外へPRすることにより、ブランド化及び地産地消・地産外商の推進を図り 276

進事業 　　　ます。

（農業振興課）

（対象）市内農業者、市民及び市外の消費者

（手段）久喜市農産物直売所ガイドマップの改訂版及び久喜市産農産物用の野菜包装袋を作成しました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

菖蒲町小林地区、菖蒲町栢間地区 16,668a 16,000円/10a

地域名 交付対象面積 交付単価



（成果）久喜市農産物直売所ガイドマップの改訂版及び久喜市産農産物用の野菜包装袋作成により、久喜

　　　市産農産物がPRされ、ブランド化に向けた取り組みを行うことができました。

農業次世代人材投資 1,500,000 （目的）次世代を担う就農者の就農初期段階の不安定な期間を支援することで、経営の安定化を図りま 276

事業 　　　す。

（農業振興課）

（対象）青年就農者（新規就農者）

（手段）県の補助金を活用し、対象となる市内の青年就農者に対し、資金を交付しました。

（成果）青年就農者の就農初期段階における経営の安定化を図るための支援を行うことができました。

（款）6 農林水産業費　　　　（項）1 農業費　　　　（目）4 農地費 （単位：円）

農業用用排水管理事 7,615,283 （目的）農業用用排水施設の維持管理を適正に行うものです。 276

業

（農業振興課） （対象）農業用用排水施設（農業者）

（手段）用排水路及びポンプ施設の維持管理業務を実施しました。

　　　　・修繕

　　　　・業務委託 （単位：円）

剪定業務 菖蒲町下栢間 小規模委託　1件

久 喜

浚渫業務 北青柳 他 小規模委託　3件 935,000

除草業務 上早見 他 小規模委託　5件 1,272,700

99,000

小　　　計 1,882,100

菖 蒲

浚渫業務 菖蒲町菖蒲 他 小規模委託　4件

小　　　計 2,207,700

1,397,000

除草業務 菖蒲町下栢間 小規模委託　2件 166,100

伐採業務 菖蒲町下栢間 小規模委託　2件 220,000

八甫排水機場フラップ弁修繕
工事

八甫3丁目
フラップ弁修繕工事

一式

R2.7.1
～

R2.9.30

地 区 事業名 委託場所 事業内容 事業費

事業名 実施場所 事業内容 期間

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ
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－236－  6款　農林水産業費

（款）6 農林水産業費　　　　（項）1 農業費　　　　（目）4 農地費 （単位：円）

（成果）農業用用排水施設の適正な機能を維持することができました。

農業用施設補修事業 13,524,086 （目的）農業用施設の機能維持を図ります。 278

（農業振興課）

（対象）農業用施設（農業者）

（手段）農業用施設の補修等を実施しました。

　　　　・業務委託

　　　　・工事等

地 区 事業名 委託場所 事業内容 事業費

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

合　　　計 12,182,086

鷲 宮

施設補修工事等 久本寺　他 小規模工事　4件 897,600

工事材料費 中妻 原材料の支給　1件 3,456

小　　　計 901,056

菖 蒲

施設補修工事等 菖蒲町小林 他 小規模工事　13件 8,797,250

工事材料費 菖蒲町台 他 原材料の支給　4件 976,410

小　　　計 9,773,660

久 喜

施設補修工事等 太田袋 他 小規模工事 12件 1,489,400

工事材料費 六万部 原材料の支給 1件 17,970

小　　　計 1,507,370

市道菖蒲1462号線脇排水路補
修工事設計業務委託

菖蒲町
三箇

排水路整備工事の設計業務委託
R2.5.15

～
R3.3.19

地 区 事業名 実施場所 事業内容 事業費

合　　　計 6,229,300

事業名 実施場所 事業内容 期間

鷲 宮

八甫排水機場管理業務 八甫3丁目 排水機場維持管理 1,210,000

浚渫業務 中妻　他 小規模委託　3件 929,500

小　　　計 2,139,500



（成果）農業用施設の補修等を適切に実施することにより、農道、用排水路の機能を維持することができ

　　　ました。

農業集落排水事業特 416,077,000 （目的）農業集落排水事業の円滑な運営を図ります。 278

別会計繰出事業

（上下水道経営課） （対象）農業集落排水事業

（手段）繰出金を農業集落排水事業特別会計に支出しました。

（成果）農業集落排水事業特別会計の円滑な運営により、快適な農村生活環境の確保や農業用水の水質保

　　　全につながりました。

県費単独土地改良事 26,763,000 （目的）土地改良施設の整備を行うことにより、農業生産性の向上及び農業経営の安定化を図ります。 278

業

（農業振興課） （対象）用排水路、農道（農業者）

（手段）県補助金を活用し、土地改良施設の整備を実施しました。

　　　　・業務委託

　　　　・工事

（成果）農業生産性の向上と農業経営の安定化を図ることができました。

土地改良施設負担金 30,902,981 （目的）土地改良施設の整備及び維持管理に要する負担金を通して、農業生産性の向上及び農業経営の安 278

事業 　　　定化を図ります。

（農業振興課）

（対象）土地改良区をはじめ、関係市町等で構成する組織

（手段）土地改良施設の整備及び維持管理を行う組織に対し、負担金を支払いました。

県単かんがい排水（柴山枝
郷）排水路整備工事

菖蒲町
柴山枝郷

排水路整備工事
延長　329.8m

R2.9.11
～

R3.3.12

県単かんがい排水（柴山枝
郷）排水路整備工事設計業務
委託

菖蒲町
柴山枝郷

排水路整備工事の設計業務委託
R2.4.20

～
R3.3.19

事業名 実施場所 事業内容 期間

事業名 実施場所 事業内容 期間
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－238－  6款　農林水産業費

（款）6 農林水産業費　　　　（項）1 農業費　　　　（目）4 農地費 （単位：円）

（成果）農業生産性の向上及び農業経営の安定化を図ることができました。

土地改良施設維持管 2,304,000 （目的）土地改良施設の維持・補修を行うことにより、施設の機能保持を図ります。 280

理適正化事業 　　　

（農業振興課） （対象）土地改良施設

（手段）土地改良施設維持管理適正化事業の実施に伴う賦課金を、埼玉県土地改良事業団体連合会に支払

　　　いました。

（成果）土地改良施設の機能保持を図ることができました。

（款）6 農林水産業費　　　　（項）1 農業費　　　　（目）5 農業施設費 （単位：円）

農村センター管理事 1,565,323 （目的）農村センターの適正な維持管理を行います。 280

業

（農業振興課） （対象）施設（利用者）

（手段）施設管理業務（消防設備、警備、清掃）を委託するとともに、必要な消耗品の補充等を行いまし

　　　た。

　　　　・施設利用状況

（単位：件、人）

（成果）利用者が不便なく施設を利用することができました。

　　　　なお、備品購入については、空気清浄機が市場に品薄であり、年度内の購入が困難となったた

　　　め、248,000円を繰越明許費により令和3年度予算に繰り越しました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

合　　　計 874 11,022

和室 193 3,030

生活実習室 102 1,273

施　設　名 利用件数 利用者数

ホール 579 6,719

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ



しみん農園管理事業 16,733,812 （目的）しみん農園の適正な維持管理を行います。 280

（農業振興課）

（対象）施設（利用者）

（手段）施設管理業務（施設管理、浄化槽、消防設備、自動ドア、警備、清掃、一般用電気工作物）を委

　　　託するとともに、必要な消耗品の補充及び施設の修繕等を行いました。

　　　　・しみん農園久喜（緑風館）利用状況

（単位：件、人）

（成果）利用者が不便なく施設を利用することができました。

　　　　なお、備品購入については、空気清浄機が市場に品薄であり、年度内の購入が困難となったた

　　　め、248,000円を繰越明許費により令和3年度予算に繰り越しました。

しみん農園運営事業 152,046 （目的）都市住民が土に触れ親しむことや郷土料理教室等を通じて、農業や農村への理解を深めます。 282

（農業振興課）

（対象）事業参加者

　

（手段）しみん農園の貸出しや学童体験農園を利用した農業体験を開催しました。

　　・実施事業

（単位：回、人）

（成果）都市住民が土に触れる機会が増え、農業や農村への理解を深めていただくことができました。

　　　　なお、菜園教室、栽培講習、体験教室、しみん農園久喜収穫祭の開催を予定していましたが、新

　　　型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催することができませんでした。

しみん農園農産物品評会 農園利用者が栽培した農産物の品評会 1 13

合　　　計 10 212

回数
参加

人数

農業体験 市内園児・児童によるさつまいもの収穫 9 199

合　　　計 289 2,440

事　　業　　名 事　　業　　内　　容

木工実習室 70 350

加工室 92 436

交流室 67 850

調理実習室 60 804

施　設　名 利用件数 利用者数
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（款）6 農林水産業費　　　　（項）1 農業費　　　　（目）5 農業施設費 （単位：円）

農業者トレーニング 3,097,633 （目的）農業者トレーニングセンターの適正な維持管理を行います。 282

センター管理事業

（農業振興課） （対象）施設（利用者）

（手段）施設管理業務（消防設備、浄化槽、空調設備、自動ドア、警備、清掃、自家用電気工作物）を委

　　　託するとともに、必要な消耗品の補充及び施設の修繕等を行いました。

　　　　・施設利用状況

（単位：件、人）

（成果）利用者が不便なく施設を利用することができました。

　　　　なお、備品購入については、空気清浄機が市場に品薄であり、年度内の購入が困難となったた

　　　め、248,000円を繰越明許費により令和3年度予算に繰り越しました。

花と香りのふれあい 1,438,439 （目的）花と香りのふれあいセンター及び公園の適正な維持管理を行います。 282

センター管理事業

（農業振興課） （対象）施設（利用者）

（手段）施設管理業務（消防設備、浄化槽、自動ドア、遊具、清掃）を委託するとともに、必要な消耗品

　　　の補充及び施設の修繕等を行いました。

　　　　・施設利用状況

（成果）利用者が不便なく施設を利用することができました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

合　　　計 401 9,922

調理実習室・研修室 25件 243人

施　設　名 利用件数 利用者数

工作室 52 921

陶芸窯（設備） 31 48

後継者対策室 16 529

和室 19 551

研修室 130 2,787

生活実習室 17 561

施　設　名 利用件数 利用者数

アリーナ 136 4,525
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