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（単位：円）

支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

農業委員会運営事業 21,548,019 （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、農業委員会の 286

（農業委員会事務局 　　　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。

　　　　　・農地法による許可件数及び受理件数

 許可件数 （単位：件、㎡）

区      分 件　数 面　積

49 82,093

30 13,026

127 146,456

 受理件数 （単位：件、㎡）

区　　　分 件　数 面　積

46 19,531

123 57,975

　　　　　・農地貸借解約件数 （単位：件、㎡）

区　　　分 件　数 面　積

38 94,034

　　　　　・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：㎡）

区　分

田 49,268 370,919 67,344

畑 12,732 65,522 18,501

合　計 62,000 436,441 85,845

　　　　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。

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

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　　　・農業委員会総会　12回（定例毎月1回）

農地法第3条

農地法第4条

農地法第5条

農地法第4条第1項第7号

農地法第5条第1項第6号

農地法第18条第6項

3年未満 3年以上6年未満 6年以上

　　　　　・農振専門部会　3回（農委だより編集 1回・先進地視察研修検討 2回）

　　　　　・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〔1・1 調査〕
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（単位：人）

区　分 選挙権有 選挙権無

男 3,517 616

女 2,310 1,118

合計 5,827 1,734

　　　　　・研修地　　福島県双葉郡川内村　川内高原農産物栽培工場

　　　　　　　　　　　東日本大震災からの復興への取り組み

　　　　各種証明書を発行しました。

（単位：件）

区分 発行件数

農家証明 85

証明願 30

納税猶予 2

（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。

（単位：円）

支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

生産調整推進事業 6,641,288 （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。 290

（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

（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。

環境保全型農業推進 347,952 （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。 290

事業

　　　　農業委員先進地視察研修を実施しました。（平成26年10月21日～10月22日）

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

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　励金として6,641,288円を交付しました。
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支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（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ＰＲ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 6,168,112 （目的）担い手の育成と農業経営の安定を図ります。 290

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。

　　　　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。　　　

・農業団体に対する補助 （単位：円）

事業名及び事業概要 事業主体 補助金

879,607

839,240

1,436,000

1,678,000

久喜市梨組合 400,000

385,000

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

経済課)

重点作物振興育成事業
・赤星病防疫対策事業（49.325ha)

久喜市梨組合
菖蒲町梨組合連合会
鷲宮梨出荷組合

重点作物振興育成事業
・コンフューザー（27.325ha)

久喜市梨組合
菖蒲町梨組合連合会
鷲宮梨出荷組合

重点作物振興育成事業
・総合防除ネット(261.28a)

久喜市梨組合
菖蒲町梨組合連合会

農業団体育成事業
・先進技術の導入及び各種会議の開催

久喜市梨組合外11団体

推進事業（梨ふるさと宅配）
・特産である「梨」の販路拡大

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
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事業名及び事業概要 事業主体 補助金

南彩農業協同組合 50,000

100,000

合　　　計 5,767,847

（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。

れんげ祭り事業 801,627 （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。 290

（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ための支援を行うことができました。

明日の農業担い手育 0 （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。 290

成塾事業

（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す。

（成果）研修生として要件を満たす者がいなかったため、支援を行うことができませんでした。

経営所得安定対策推 3,700,000 （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、農 290

進事業 　　　業経営の安定を図ります。

（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）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。

推進事業
・菖蒲地区農産物品評会

推進事業
・鷲宮地域農業祭

久喜市鷲宮地域農業祭
推進協議会
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支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

農業振興協議会運営 372,000 （目的）農業振興協議会の運営を図ります。 290

事業

（農業振興課） （対象）農業振興協議会

（成果）「（仮称）久喜市農業農村基本計画」の策定に向けた検討を行うことができました。

人・農地問題解決推 377,000 （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・農地プランの見直し 290

進事業 　　　を行い、地域の担い手に対し、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

　　　るなど見直しを行いました。

農産物ブランド化推 442,800 （目的）久喜市農産物を市内外へＰＲすることにより、ブランド化及び地産地消の推進を図ります。 292

進事業

（農業振興課） （対象）市内農産物農業者、市民及び市外の消費者

　　　に配架しました。

（成果）久喜市農産物直売所ガイドマップを作成し、農産物生産者等のＰＲを行い、地産地消に向けた取り

　　　組みを行いました。

青年就農給付金事業 11,250,000 （目的）青年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す。 292

（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、市内の青年就農者に対し、給付金を交付しました。

（成果）青年就農者の就農初期段階の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。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（手段）会議を4回開催し、「（仮称）久喜市農業農村基本計画」の内容について検討しました。

（手段）人・農地プラン策定済みの12地区で地域会合を開催しました。

（成果）人・農地プラン策定済みの12地区で地域会合を開催し、各地区において、新たな担い手を位置づけ

（手段）久喜市農産物直売所ガイドマップを20,000部作成し、市内の公共施設や市内外の農業者や関係機関
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被災農業者向け経営 127,379,807 292

体育成支援事業 　　　営の安定を図ります。

（菖蒲環境経済課、

栗橋環境経済課、鷲 （対象）市内被災農業者

宮環境経済課）

（手段）国や県の補助金を活用し、降雪により被害を受けた農業施設等の撤去、修繕及び再建に要する費用

　　　を助成しました。

・助成対象者数と助成金額 （単位：人、円）

区　分
撤　去 修繕・再建

助成対象者数 助成金額 助成対象者数 助成金額

菖蒲地区 48 41 7,445,910 21 68,410,359

栗橋地区 4 4 2,008,870 3 47,847,632

鷲宮地区 2 2 306,626 1 1,360,410

合　計 54 47 9,761,406 25 117,618,401

（成果）被災農業者の農業経営の安定を図ることができました。

農作物災害緊急対策 3,737,589 292

事業 　　　勢または草勢の回復等に関する措置を講じ、農業生産力維持及び農業経営の安定化を図ります。

（菖蒲環境経済課、

栗橋環境経済課、鷲 （対象）市内被災農業者

宮環境経済課）

（手段）県の補助金を活用し、降雪により被害を受けた農業者に対し、被害農作物の回復等に要する費用を

　　　助成しました。

・助成対象者数と助成金額 （単位：人、円）

区　分 助成対象者数 助成金額

菖蒲地区 27 2,680,950

栗橋地区 3 963,557

鷲宮地区 1 93,082

合　計 31 3,737,589

（成果）被害農作物の回復等に要する費用を助成したことにより、農業生産力の維持及び被災農業者の農業

　　　経営の安定を図ることができました。

（目的）平成26年2月14日に発生した降雪により被害を受けた農業施設の再建等を緊急的に補助し、農業経

助成対象者数
（全体）

　　　　なお、被災農業者によっては、事業の完了までに期間を要するため、助成額48,987,122円について

　　　は、繰越明許費により平成27年度予算に繰り越しました。

（目的）平成26年2月14日に発生した降雪により被害を受けた農業者に対し、被害農作物の病害虫防除、樹
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（単位：円）

支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

農業用用排水管理事 4,228,799 （目的）農業用用排水の維持管理を適正に行うものです。 292

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）

事    業    名  施工場所 事  業  内  容 委 託 料

八甫排水機場ｹﾞｰﾄ・除塵機保守点検業務委託 ｹﾞｰﾄ・除塵機点検整備 237,600

八甫排水機場維持管理点検整備業務委託 ポンプ維持管理 453,600

ポンプ維持管理 1,091,124

中島地区排水ポンプ維持管理業務委託 鷲宮 ポンプ維持管理 122,580

上町地区排水ポンプ維持管理業務委託 鷲宮 ポンプ維持管理 405,648

除草業務委託 葛梅他 867,240

（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 85,982,804 （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。 294

（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  （単位：件、円）

建設課）
地　区 所管課

施設補修工事等 清掃業務等

発注数 支出額 発注数 支出額

久　喜 農業振興課 23 4,593,240 21 4,698,540 99,447

菖　蒲
環境経済課 9 1,447,560 3 426,600 1,681,473

建  設  課 2 13,068,000 － － －

栗　橋
環境経済課 － － － － －

建  設  課 9 20,484,900 22 15,243,626 －

鷲　宮
環境経済課 4 2,233,080 1 1,242,000 47,098

建  設  課 28 20,252,840 1 464,400 －

合　計 75 62,079,620 48 22,075,166 1,828,018

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

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

八甫3丁目

八甫3丁目

鷲宮6丁目排水ポンプ施設管理業務委託他 鷲宮6丁目他

小規模委託6件

工事
材料費
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（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 12,298,945 （目的）工業団地周辺農地の水害を防止します。 294

（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）

業　　務　　名 事　業　費 期　　間

864,000

777,600

793,800

795,960

798,120

127,440

合　　　計 4,156,920

・業務委託 （単位：円）

業　　務　　名 委　託　料 期　　間

3,831,840

300,412

地下タンク漏洩検査業務 297,000

482,760

合　　　計 4,912,012

（成果）工業団地周辺農地を台風等の水害から守りました。

久喜菖蒲工業団地雨水排水ポンプ№1
フラップゲート緊急修繕

H26. 4.24～H26. 6.30

久喜菖蒲工業団地雨水排水ポンプ№2
フラップゲート修繕

H26. 6.19～H26. 7.18

久喜菖蒲工業団地雨水排水ポンプ場制
御盤マグネット他修繕

H27. 1.22～H27. 3.20

久喜菖蒲工業団地雨水排水ポンプ場制
御盤リレー修繕

H27. 2.13～H27. 3.20

久喜菖蒲工業団地雨水排水ポンプ場制
御盤修繕

H27. 2.25～H27. 3.27

清久工業団地雨水排水ポンプ場マンホ
ールパッキン等交換

H26. 9. 9～H26.11.14

施設管理業務（2件） H26. 4. 1～H27. 3.31

自家用電気工作物保安管理業務（2件） H26. 4. 1～H27. 3.31

H26. 6.24～H26.10.31

樹木剪定業務（2件） H27. 3. 3～H27. 3.30
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支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

農業集落排水事業特 364,514,000 （目的）農業集落排水事業の円滑な運営を図ります。 296

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 16,394,400 （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。 296

業

（農業振興課、菖蒲 （対象）用排水路（農業者）

環境経済課）

（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）

地　区 事業内容 事業量 事業費

久　喜 排水路 213.8 8,100,000

菖　蒲 用水路 227.8 8,294,400

合　計 441.6 16,394,400

（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 20,652,215 （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定 296

事業 　　　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。

事　 業　 名
（所　 管 　課）
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土地改良施設維持管 360,000 （目的）土地改良施設の機能の保持と耐用年数の確保に努めます。 296

理適正化事業

（対象）土地改良施設（水利組合・農業者）

（手段）国・県の補助を活用し、計画的に土地改良施設の維持・補修を行うため、全国土地改良事業団体連

　　　合会に必要な経費の一部を積み立てました。

（成果）土地改良施設の補修工事に必要な経費の一部を積み立てることにより、土地改良施設の維持管理の

　　　適正化に努めることができました。

清久大池ゲート改修 12,890,880 （目的）清久工業団地周辺農地の水害を防止します。 296

事業

（下水道施設課） （対象）清久大池ゲート設備

（手段）ゲート機能を回復するための実施設計業務及び工事を実施しました。

・業務委託 （単位：円）

業　　務　　名 委　託　料 期　　間

実施設計業務 1,782,000

・工事 （単位：円）

工　　事　　名 事　業　費 期　　間

清久大池放流ゲート仮止水工事 92,880

清久大池放流ゲート改修工事 11,016,000

合　　　計 11,108,880

（成果）清久工業団地周辺の浸水被害の防止につながりました。

（単位：円）

支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

農業センター管理事 6,582,885 （目的）農業センターの維持管理を行い、事業運営を円滑に行います。 298

業

（鷲宮環境経済課） （対象）農作業を委託する農業者

（手段）農業機械等が適切に運用できるよう、修繕を行いました。

（農業振興課)

H26.6.13～H26.10.31

H26.5.12～H27.2.27

H26.12.5～H27.3.20

（款）6 農林水産業費　　　（項）1 農業費　　　（目）5 農業施設費
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支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

・修繕料 （単位：円）

修    繕    名 期　  間 支  出  額

籾がら粉砕機修繕 486,000

昇降機修繕 210,298

外壁補修工事 144,720

（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 11,811,416 （目的）農業センター業務の円滑化を図ります。 298

業委託事業

（鷲宮環境経済課） （対象）農業センター利用者

（手段）受託した各種農作業を再委託しました。

・委託料 （単位：円）

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 9,674,726

小麦刈取・集荷・乾燥調製再委託 久喜地内 252,300

その他作業再委託 久喜地内 1,855,293

農業機械貸出業務 久喜地内 29,097

（成果）受託した農作業を再委託することにより、市内農業者の各種農作業が円滑に行われました。

農村センター管理事 1,950,438 （目的）農村センターの適正な管理を行います。 300

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 16,389,836 （目的）しみん農園の適正な管理を行います。 300

（農業振興課、菖蒲

環境経済課、栗橋環 （対象）施設利用者

事　 業　 名
（所　 管 　課）
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境経済課、鷲宮環境 （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、

経済課） 　　　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。

しみん農園運営事業 1,087,431 （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。 302

（農業振興課、栗橋

環境経済課） （対象）事業参加者

（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）

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 回数
参加

人数

農業体験 25 972

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 37 387

菜園教室 初めて野菜を作る方への教室 12 159

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 11 109

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 4 45

もち作り体験 のし餅、かがみ餅作り体験 1 15

パン作り体験 ジャガイモ、かぼちゃパン作り体験 4 44

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 1 23

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 1 8

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 1 8

しみん農園久喜収穫祭 農園利用者による収穫祭 1 500

98 2,270

・しみん農園栗橋 （単位：回、人）

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 回数
参加

人数

秋・冬野菜の栽培方法・料理 1 18

土壌酸度測定器の使用方法・春野菜の栽培方法 1 17

2 35

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

合　　　計　　（事業費計　728,831円）

第1回しみん農園栗橋講習会

第2回しみん農園栗橋講習会

合　　　計　　（事業費計　53,600円）
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支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（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 7,661,413 （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。 302

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）

施　設　名 利用件数 利用者数

アリーナ 230 9,228

研修室 271 5,661

生活実習室 107 1,725

後継者対策室 141 2,319

和室 84 1,723

工作室 92 1,005

陶芸窯（設備） 432 205

合　　　計 1,357 21,866

（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 1,108,571 （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。 304

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。

　　　　・施設利用状況 （単位：件、人）

施　設　名 利用件数 利用者数

実習室・研修室 75 1,379

バーベキュー広場 60 1,144

芝生広場 129 1,952

合　　　計 264 4,475

（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。
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