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（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 19,425,794 （目的）農地法等に基づく法令業務を適正に執行するとともに、地域農業の振興を図るため、農業委員会 276

（農業委員会事務局 　　　の円滑な運用を図ります。

）

（対象）農地、農業委員、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　13回（定例毎月1回・臨時1回（7月））

　　　　　・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：㎡）

　　　　　・農振専門部会　1回（農委だより編集・先進地視察研修検討）

農地法第3条 54 62,073

48,565

6年以上

田 84,139 384,933 64,137

農地法第18条第6項 34 58,614

区　分 3年未満 3年以上6年未満

畑

決算書の
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区      分 件　数 面　積

区　　　分 件　数 面　積

農地法第4条 40 12,834

農地法第5条 131 143,163

区　　　分 件　数 面　積

農地法第4条第1項第7号 35 21,518

農地法第5条第1項第6号 122

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

27,430 95,349 27,435

合　計 111,569 480,282 91,572



　　　　　・農地専門部会　1回（除外申出に対する意見）

　　　　農業委員会委員選挙人名簿登載申請に係る調査を実施しました。

　　　　　・農業委員会委員選挙人名簿登載申請に係る調査〔1・1 調査〕

（単位：人）

　　　　農業委員先進地視察研修を実施しました。（平成26年1月15日～1月16日）

　　　　　・研修地　　千葉県長生郡長南町　農事組合法人関原営農組合

　　　　　　　　　　　集落営農の農事組合法人化への取組とオペレーター委託による効率的な農業経営

　　　　　　　　　　　千葉県八千代市　農事組合法人米本

　　　　　　　　　　　観光農園開設など、転作田の有効利用による農業経営の多角化

　　　　各種証明書を発行しました。

（単位：件）

（成果）農業委員会の円滑な運用を図ることにより、農地法等の法令業務を適正に執行し、地域農業の振

　　　興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）3 農業振興費　　　　　　　 （単位：円）

生産調整推進事業 6,604,255 （目的）米価安定のための水稲の生産調整や、遊休農地解消のため転作作物の作付けを推進します。 280

（農業振興課）

（対象）市内水稲作付け農業者

（手段）地域農業再生協議会を通じて、水稲作付け農業者のうち水稲の生産調整達成農家に対して、転作

　　　奨励金として6,604,255円を交付しました。

（成果）転作奨励作物の生産を奨励するとともに、水稲生産の需給調整に寄与することができました。

合計 5,821 3,699

決算書の
ページ

農家証明 80

証明願 30

納税猶予 4

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

区分 発行件数

区　分

女

選挙権有

3,575

2,246

選挙権無

1,486

2,213

男
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環境保全型農業推進 462,320 （目的）安全・安心な市内農産物の生産・販売及び消費拡大を推進します。 280

事業

（農業振興課、菖蒲 （対象）市民、市内農業者

環境経済課）

（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で栽培管理する生産者と栽

　　　培実証委託を実施しました。

　　　　また、市内産米の消費拡大を目的に、菖蒲産業祭において米まつりを実施しました。

（成果）新鮮で安全・安心な市内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。

農業経営安定推進事 11,452,471 （目的）担い手の育成と農業経営の安定を図ります。 280

業

（農業振興課、菖蒲 （対象）農業団体、市内農業者

環境経済課、栗橋環

境経済課、鷲宮環境 （手段）農業団体へ補助金を交付しました。

経済課) 　　　　また、農業近代化資金等の借り入れ者へ、利子補給を実施しました。　　　

・農業団体に対する補助 （単位：円）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

事業名及び事業概要 事業主体 事業費 補助金

重点作物振興育成事業
・赤星病防疫対策事業（53.1ha)

久喜市梨組合
菖蒲町梨組合連合会
鷲宮梨出荷組合

2,981,145 874,433

決算書の
ページ

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 1,175,691 400,000

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

421,665 385,000

重点作物振興育成事業
・総合防除ネット(247.7a)

菖蒲町梨組合連合会 9,042,001 2,094,000

農業団体育成事業
・先進技術の導入及び各種会議の開催

久喜市梨組合を含め
12団体

16,883,059 1,678,000

重点作物振興育成事業
・交信かく乱剤（53.1ha)

久喜市梨組合
菖蒲町梨組合連合会
鷲宮梨出荷組合

2,901,790 870,111



・降雪被災農業者への補助

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

　　　できました。 また、降雪により被災を受けた農業者に対し、農産物の生産に必要な施設等の再建

　　　、修繕及び撤去の支援を行うことができました。

れんげ祭り事業 868,067 （目的）農業、農村への理解を深め、市民の相互交流を図ります。 282

（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へ補助金を交付しました。

（成果）市民をはじめ、県内外からも多くの人々が訪れ、農業、農村の理解を深める場となり、都市住民

　　　と農村住民の相互交流を図ることができました。

明日の農業担い手育 790,000 （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。 282

成塾事業

（農業振興課） （対象）新規就農希望者

（手段）「明日の農業担い手育成塾」を運営し、新規就農を目指す研修生に対して、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）明日の農業担い手育成塾研修生の新規就農に向けた支援、育成を図ることができました。

合　　計

100,000

59 4,350,000

事業の概要 被災面積 地区別件数 補助金

平成26年2月14日の降雪により被災し、営農
を継続するにあたり、農業用生産施設を撤
去・新設並びに修繕する費用の一部を支援す
るもの。
（１）被災面積100㎡以上500㎡未満
　　　50,000円
（２）被災面積500㎡以上　　100,000円

100㎡以上
500㎡未満

菖蒲 29 1,450,000

栗橋 1 50,000

鷲宮 1 50,000

500㎡以上

菖蒲 24 2,400,000

栗橋 3 300,000

鷲宮 1

34,372,337 6,564,544

推進事業
・菖蒲地区農産物品評会

南彩農業協同組合 253,986 50,000

合　計

共同営農機械整備事業
・乗用草刈機購入

久喜市梨組合 713,000 213,000
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経営所得安定対策推進 4,800,000 （目的）経営所得安定対策の推進や要件確認等を行い、本制度を円滑に実施します。 282

事業

（農業振興課） （対象）地域農業再生協議会

（手段）地域農業再生協議会に補助金を交付しました。

（成果）経営所得安定対策の推進や要件確認等を行い、本制度を円滑に実施することができました。

農業振興協議会運営 384,000 （目的）農業振興協議会の運営を図ります。 282

事業

（農業振興課） （対象）農業振興協議会

（手段）会議を開催し、農業基本条例及び農業振興地域整備計画の策定について検討しました。

（成果）農業基本条例及び農業振興地域整備計画の策定に関する答申書が提出されました。

農業振興地域整備計 5,946,528 （目的）優良農地の確保、有効活用を図るため、4地区に分かれていた農業振興地域整備計画を一つの計画 282

画策定事業 　　　として策定します。

（農業振興課）

（対象）久喜市内

（手段）農業振興地域整備計画の策定に必要な基礎調査、計画書（案）を作成しました。

（成果）農業振興地域整備計画（案）を作成することができました。

人・農地問題解決推 560,000 （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・農地プランを作成 282

進事業 　　　します。

（農業振興課）

（対象）市内農業者

（手段）地域農業のあり方に関する計画として、人・農地プランを作成しました。

（成果）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・農地プランを作成

　　　することができました。

決算書の
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事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果



主穀作産地営農強化 25,550,000 （目的）農産物の安定供給を図るため、生産、流通に必要な共同利用施設の整備をします。 284

支援事業

（農業振興課） （対象）南彩農業協同組合

（手段）南彩農業協同組合に補助金を交付しました。

（成果）南彩農業協同組合久喜ライスセンターに籾摺調整機の整備をすることができました。

（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 4,390,451 （目的）農業用用排水の維持管理を適正に行うものです。 284

業

（鷲宮環境経済課、 （対象）農業用施設（農業者）

鷲宮建設課）

（手段）維持管理に必要な保守点検業務等を実施しました。

・委託料 （単位：円）

（成果）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 79,932,021 （目的）農業用施設の簡易補修を実施し、機能維持を図ります。 284

（農業振興課、菖蒲

環境経済課、菖蒲建 （対象）農業用施設（農業者）

設課、栗橋環境経済

課、栗橋建設課、鷲 （手段）農業用施設の簡易補修を実施しました。

宮環境経済課、鷲宮

建設課）

清掃業務委託 472,500

除草業務委託 880,950

鷲宮6丁目排水ポンプ施設管理業務委託他 752,850

中島排水ポンプ施設管理業務委託 298,200

上町排水ポンプ施設管理業務委託 268,800

鷲宮6丁目他

鷲宮6丁目

鷲宮

栄1丁目他

東大輪他

ポンプ維持管理

ポンプ維持管理

ポンプ維持管理

小規模委託2件

小規模委託7件

決算書の
ページ

事    業    名 委  託  料

八甫排水機場ｹﾞｰﾄ・除塵機保守点検業務委託 231,000

八甫排水機場維持管理点検整備業務委託 441,000

 施工場所

八甫3丁目

八甫3丁目

事  業  内  容

ｹﾞｰﾄ・除塵機点検整備

ポンプ維持管理

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
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（単位：件、円）

（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。

雨水ポンプ管理事業 9,138,874 （目的）工業団地周辺農地の水害を防止します。 286

（下水道業務課、下

水道施設課） （対象）久喜菖蒲、清久工業団地雨水排水ポンプ場

（手段）雨水排水ポンプ場の維持管理及び台風等の大雨時の運転管理及び維持管理に係る修繕、業務委託

　　　を実施しました。

・修繕 （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

久喜菖蒲工業団地雨水排水ポンプ場
制御装置修繕

68,250

合 計 1,537,200

H25.12.17 ～ H26. 1.31

清久工業団地雨水排水ポンプ場備前
前掘川水位計測スケール取替修繕

182,700 H26. 2.26 ～ H26. 3.26

清久工業団地雨水排水ポンプ場入口
鋼製ドア修繕

561,750 H26. 3.17 ～ H26. 3.31

2,390,850 3 1,737,750 47,360 ― ―

建設 25 22,428,000 ― ― ― ― ―

環経 7

業 務 名

―
栗　橋

環経 ― ― ― ― 198,450 ―

建設 5 24,895,500 22

菖　蒲
環経 11

補助金額

―

地　区 所管課
施設補修工事等 清掃業務等

工事材料費
施設補修団体補助

発注数 支出額 発注数 支出額 団体数

久　喜 農振 18 2,674,560 16 2,655,450 173,209

―

1

4,173,610 1 168,000

期 間

久喜菖蒲工業団地雨水排水ポンプ場
高圧変電設備修繕

724,500 H25. 7. 4 ～ H25. 9.30

900,000

―1,418,717 ―

建設 2 1,365,000 ― ― ― ―

14,705,565 ― ―

鷲　宮

事 業 費



・業務委託 （単位：円）

施設管理業務（2件）

自家用電気工作物保安管理業務（2件）

地下タンク漏洩検査業務

樹木選剪定業務（2件）

（成果）工業団地周辺農地を台風等の水害から守りました。

農業集落排水事業特 366,895,000 （目的）農業集落排水事業の円滑な運営を図ります。 288

別会計繰出事業

（下水道業務課） （対象）農業集落排水事業

（手段）一般会計繰出金を農業集落排水事業特別会計に支出します。

（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 13,009,500 （目的）土地改良施設の整備を図ることにより、農産物の収量の増加、農作業の軽減を図ります。 288

業

（菖蒲環境経済課） （対象）用水路（農業者）

（手段）県補助を活用し、土地改良施設の整備を実施しました。

（単位：ｍ、円）

（成果）市の財政負担を軽減しつつ、土地改良施設を整備し、農産物の収量増加、農作業の軽減を図るこ

　　　とができました。

土地改良施設負担金 13,650,425 （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 288

事業 　　　定化を図ります。

（農業振興課、菖蒲

環境経済課、栗橋環 （対象）土地改良区をはじめ、関係市町等で構成する組織

境経済課）

（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。

（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。

地　区 事業内容 事業量 事業費
菖　蒲 用水路 461 13,009,500

157,500

業 務 名 委 託 料 期 間

3,643,500 H25. 4. 1 ～ H26. 3.31

292,068 H25. 4. 1 ～ H26. 3.31

469,350 H26. 3.10 ～ H26. 3.28

H25. 8.20 ～ H25.10.31

合 計 4,562,418
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農業用施設補修事業 4,095,000 （目的）農業用施設の簡易補修を実施し、機能維持を図ります。 288

【繰越明許費分】

（菖蒲建設課) （対象）農業用施設（農業者）

（手段）農業用施設の簡易補修を実施しました。

（単位：件、円）

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

　　　た。

県費単独土地改良事 148,435 （目的）菖蒲武井地区農道整備工事に係る用地取得を図ります。 288

業【事故繰越し分】

（菖蒲環境経済課） （対象）土地所有者2名

（手段）土地所有者2名は死亡していたため、相続人の持分割合に応じ、用地取得を行いました。

・用地取得状況

（成果）道路整備に必要な用地を全て確保しました。

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

農業センター管理事 6,715,787 （目的）農業センターの維持管理を円滑に実施するものです。 288

業

（鷲宮環境経済課） （対象）農作業を委託する農業者

（手段）各種農業機械の故障により、業務に支障をきたすため修理をしました。

（単位：㎡、円）

用地箇所 取得内容 取得面積 用地費

菖蒲町河原井地区 用地　3筆 27.2 148,435

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

菖　蒲 建設 2 4,095,000 ― ― ―

施設補修工事等 清掃業務等
工事材料費

施設補修団体補助

発注数 支出額 発注数 支出額 団体数 補助金額

事業名

県費単独土地
改良事業

― ―

地　区 所管課



・修繕料 （単位：円）

（成果）農業センター業務が円滑に実施できました。

農業センター各種作 12,202,745 （目的）農業センターの各種農作業の円滑化を図るものです。 290

業委託事業

（鷲宮環境経済課） （対象）稲刈取・集荷・乾燥調製、小麦刈取・集荷・乾燥調製、その他作業、農業機械貸出

（手段）各種農作業を委託しました。

・委託料 （単位：円）

（成果）農作業を委託することにより、各種農作業が円滑に実施されました。

農村センター管理事 1,907,240 （目的）農村センターの適正な管理を行います。 290

業

（農業振興課） （対象）施設（利用者）

（手段）施設管理業務（清掃・警備・消防）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。

（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。

しみん農園管理事業 14,898,435 （目的）しみん農園の適正な管理を行います。 290

（農業振興課、菖蒲

環境経済課、栗橋環 （対象）施設（利用者）

境経済課、鷲宮環境

経済課） （手段）施設管理業務（施設管理、清掃、警備、消防、浄化槽、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等を行いました。

（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。

修    繕    名 期　  間 支  出  額

フレコンスケール修繕

トラクターユニバーサルジョイント修繕 H25.7.12～H25.7.17 68,775

石臼修繕 H25.8.12～H25.8.16 227,850

委　　託　　名 履行場所 期　　間 支　出　額

稲刈取・集荷・乾燥調製再委託 久喜地内 H25.8.29～H25.10.11 9,625,340

H25.4.19～H25.4.30 367,920

久喜地内 H25.6.3～H25.7.31 422,562

その他作業再委託 久喜地内 H25.4.1～H26.3.31 2,130,238

農業機械貸出業務 久喜地内 H25.4.1～H26.3.31 24,605

小麦刈取・集荷・乾燥調製再委託

- 261 -  6款　農林水産業費
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しみん農園運営事業 1,425,306 （目的）都市住民が土に触れ親しむことや郷土料理教室などを通じて、農業や農村への理解を深めます。 292

（農業振興課、栗橋

環境経済課） （対象）市民（市内在勤在学者を含む）

　

（手段）しみん農園の貸出や学童体験農園を利用した農業体験、地元農産物を使った料理教室を開催しま

　　　した。

・しみん農園久喜 （単位：回、人）

市内園児・児童・生徒によるジャガイモ、

さつまいもの収穫体験

手打ちそば・うどん作り体験 地元農産物を使ったそば・うどん作り体験

菜園教室 初めて野菜を作る方への教室

ケーキ・菓子作り体験 地元農産物を使ったケーキ・菓子作り体験

ピザ・パスタ作り体験 地元農産物を使ったピザ・パスタ作り体験

もち作り体験 ずんだ、のし、鏡もち作り体験

パン作り体験 ジャガイモ、かぼちゃパン作り体験

まんじゅう作り体験 地元農産物を使ったまんじゅう作り体験

正月飾り作り体験 稲わらを使ったしめ縄、しめ飾り作り体験

正月料理作り体験 さつまいもを使った正月料理作り体験

しみん農園久喜品評会 農園利用者が栽培した農産物の品評会

しみん農園久喜収穫祭 農園利用者による収穫祭

・しみん農園菖蒲 （単位：回、人）

栽培講習会 野菜栽培における病害虫防除のポイント

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 回数
参加

人数

農業体験 21 873

37 383

2 18

1 21

11 142

13 133

6 58

3 37

3 26

1 9

1 19

1 500

合　　　計　　（事業費計　796,726円） 100 2,219

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 回数
参加

人数

1 19

合　　　計　　（事業費計　0円） 1 19



・しみん農園栗橋 （単位：回、人）

第1回しみん農園栗橋講習会 秋播き野菜作り・病害虫の防除について

第2回しみん農園栗橋講習会 春播き野菜作り・土壌診断と肥料について

（成果）都市住民が土に触れる機会が増え、農村部に伝わる手作りの味や技術を都市住民に伝えることに

　　　より、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。

農業者トレーニング 6,962,352 （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。 292

センター管理事業

（菖蒲環境経済課） （対象）施設（利用者）

（手段）施設維持管理業務（受付、清掃、警備、消防、浄化槽、自家用電気工作物、空調機、自動ドア）

　　　を委託するとともに、必要に応じて施設等の修繕を行いました。

・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。

花と香りのふれあい 1,113,187 （目的）花と香りのふれあいセンター及び公園の適切な維持管理を行います。 294

センター管理事業

（鷲宮環境経済課） （対象）施設（利用者）

（手段）施設管理業務（浄化槽、消防設備）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。

（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。

267

合　　　計 984 23,387

アリーナ 251 11,037

研修室 238 6,990

生活実習室 94 1,861

和室 59 616

後継者対策室 148 1,368

工作室 100 1,248

陶芸窯（設備） 94

施　設　名 利用件数 利用者数

合　　　計　　（事業費計　61,280円） 2 37

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 回数
参加

人数

1 19

1 18
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