
［産業経済部 農業政策課 所管］ 

○農業構造改善センター管理に要する経費（06010202） 2,187 千円（2,039 千円） 予算書 P102 

〈その他：9 千円 一財：2,178 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

   ・使用料：農業構造改善センター使用料  9,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  農業者相互の親睦・融和並びに農業経営の近代化・福祉の向上が期待できる。 

（内容） 

  施設の良好な状態での管理と設置目的に応じた効果的運用を図る。 

 

○逆井広場管理に要する経費（06010203） 639 千円（660 千円） 予算書 P102 

〈一財：639 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  コミュニティ活動の促進により地域が活性化される。 

（内容） 

  施設の良好な状態での管理と設置目的に応じた効果的運用を図る。 

 

○農業振興に要する経費（06010301） 766,237 千円（11,865 千円） 予算書 P103 

〈国・県：761,090 千円 その他：627 千円 一財：4,520 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・県補：人・農地問題解決加速化支援事業費補助金        40,000 円 

   ・県補：環境保全型農業直接支払交付金事業補助金      900,000 円 

   ・県補：産地パワーアップ事業補助金          750,000,000 円 

   ・県補：農地中間管理機構集積協力金交付事業補助金   10,150,000 円 

   ・諸収入：農地中間管理事業受託収入                    627,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  農家所得の向上及び坂東市農業の発展が期待できる。 

（内容） 

  坂東市の基幹産業である農業の振興施策を推進する。 

 

○園芸振興事業に要する経費（06010302） 180 千円（466 千円） 予算書 P104 

〈一財：180 千円〉 

(目的及び期待する効果） 

  農家所得の向上及び坂東市農業の発展が期待できる。 

（内容） 

  坂東市農業の基幹作物である園芸品目の振興施策を推進する。 

 

○農業用プラスチック適正処理推進事業に要する経費（06010303） 14,939 千円（11,298 千円） 

予算書P104 

〈その他：3,750 千円 一財：11,189 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

   ・諸収入：農ポリ処理農家負担金     2,900,000 円 

  ・諸収入：農業用廃ビニール搬出登録料   850,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  使用済み農業用プラスチックの計画的、組織的回収及び適正処理に関する普及啓発により農



村環境保全が期待できる。 

（内容） 

  使用済み農業用プラスチックの計画的、組織的回収及び適正処理に関する普及啓発。 

 

○病害虫防除に要する経費（06010304） 4,228 千円（4,825 千円） 予算書 P104 

〈一財：4,228 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  農業経営の安定・所得の向上が期待できる。 

（内容） 

  水稲を中心に、農作物の病害虫発生及びまん延を防止し、農業経営の安定を図る。 

 

○米政策改革推進対策に要する経費（06010305） 12,596 千円（13,431 千円） 予算書 P105 

〈国・県：10,000 千円 一財：2,596 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・県補：経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金  10,000,000 円 

（目的及び期待する効果） 

米の需給調整の向上と水田農業の経営安定を図る。 

（内容） 

  需要に応じた生産及び地域水田農業ビジョンの実現に向けた取り組みを推進する。 

平成 31 年産米 生産数量目標に相当する数値 基準単収(10a あたり) 水稲作付目標面積 

坂東市 ７，５９７t ５１１ｋｇ １，４８６ｈａ 

           

○農業経営対策に要する経費（06010306） 591 千円（617 千円） 予算書 P105 

〈国・県：122 千円 一財：469 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・県補：農業経営基盤強化資金利子助成補助金        122,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  意欲と能力のある担い手の育成・確保に取り組むことにより、坂東市の農業活性化が期待で

きる。 

（内容） 

  認定農業者等担い手の育成・確保と効率的かつ安定的な農業経営への発展支援を行う。 

 

○市民農園運営管理に要する経費（06010307） 749 千円（1,218 千円） 予算書 P105 

〈その他：511 千円 一財：238 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・諸収入：市民農園利用料  511,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  市民の健康づくりと生き甲斐づくり、地域の活性化が期待できる。 

（内容） 

  市民農園の良好な状態での管理と効率的な運用を図る。 

 

○学童農園運営管理に要する経費（06010308） 420 千円（420 千円） 予算書 P106 

〈一財：420 千円〉 

（目的及び期待する効果）  

  次代を担う子どもたちが農業体験を通して、自然に触れ、作物を育てる苦労と楽しさの中か

ら、生命の尊さや思いやりの気持ちを育み、環境を守ることの大切さを学ばせる。また、将来



の農業担い手を育成する。 

（内容） 

  市内各小中学校に学童農園を設置し、児童、生徒に農作業を体験させる。 

 

○農産物ブランド拡充推進に要する経費（06010309） 4,773 千円（5,484 千円） 予算書 P106 

〈その他：4,500 千円 一財：273 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・繰入金：地域振興基金繰入金   4,000,000 円 

・諸収入：野菜即売会売上金     500,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  消費者・市場から信頼される足腰の強い産地づくりにより、坂東市農業の発展が期待できる。 

（内容） 

  坂東市の特性や資源を生かし、坂東市農産物の名を高く広めるための坂東農産物 PR 即売会・

レンゲによる地域活性化の取り組み等戦略的・計画的に農産物の高度化や差別化を推進する。 

 

○畜産振興に要する経費（06010401） 578,561 千円（202 千円） 予算書 P106 

〈国・県：578,359 千円 一財：202 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

 ・県補：強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助金  578,359,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  畜産業の発展と足腰の強い畜産経営の確立が期待できる。 

（内容） 

畜産振興を図るための各種施策を推進する。 

 

○土地改良事務に要する経費（06010501） 2,561 千円（1,935 千円） 予算書 P107 

〈国・県：40千円 その他：600 千円 一財：1,921 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

 ・県補：多面的機能支払交付金          40,000 円 

  ・諸収入：光熱費使用料               600,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  各種土地改良事業関係機関と連絡調整することにより、各事業の円滑な進捗を図る。 

（内容） 

 ・各種土地改良事業関係機関への負担金、土地改良事務の一般事務の管理 

 

○土地改良事業に要する経費（06010502） 115,578 千円（201,755 千円） 予算書 P107 

〈国・県：14,530 千円 地方債：43,100 千円 その他：448 千円 一財：57,500 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・県補：農地集積基盤整備推進事業補助金             820,000 円 

・県補：多面的機能支払交付金                    13,710,000 円 

・地方債：地盤沈下対策事業債                4,500,000 円 

・地方債：農業農村整備事業債               38,600,000 円 

・諸収入：農地集積基盤整備推進事業受益者負担金         448,000 円 

（目的及び期待する効果） 

市の基幹産業である農業の基盤整備を行うことによって、遊休農地対策の促進、農地の流動

化、農作業の受委託等による土地利用型農業の促進を図るとともに、農業の有する多面的機能

の発揮ため、地域資源の保全管理を支援する。 



（内容） 

・各種県営事業の実施、関係機関、関係市町村、地元畑総協議会、土地改良区との連絡調整 

地盤沈下対策事業 

 南総上流２期地区  機場改修工、5 箇所、測量試験費一式 

畑地帯総合整備事業 

冨田地区      区画整理 4.8ha、排水路工 L=754m、測量試験費一式 

埋文発掘調査費 

 坂東中央地区    農道工 L=80.0m、測量試験費一式 

 坂東中央 2 期地区  農道工 L=1,000.0m、測量試験費一式、用地補償費一式 

  東山田地区     測量試験費一式、換地費一式 

 県営基幹水利施設補修事業 

  南総土地改良区、小谷沼土地改良区、七郷中川土地改良区、一の谷沼土地改良区 

 維持管理適正化事業補助 

  初崎土地改良区    （パイプライン改修 L=158m） 

  西総土地改良区  （ポンプ・モーター等更新、電気設備補修） 

  七郷中川土地改良区（ポンプオーバーホール・モーター更新、付帯工事） 

  借宿生子地区   （設備補修、ポンプ・配電盤整備） 

  入沼土地改良区  （水中ポンプ更新、制御盤改修、付帯施設補修） 

 農業生産基盤整備事業補助 

  鬼怒川南部土地改良連合 花島揚水機場（ポンプ設備更新） 

 農業基盤整備促進事業補助 

  初崎土地改良区（排水路整備工 L=200m） 

  南総土地改良区（パイプライン改修） 

 農地集積基盤整備事業補助 

  坂東中央地区 

 多面的機能支払交付金事業補助金 

  岩井北部地区、鵠戸沼地区、西総地区、前沼地区、借宿生子地区、初崎地区 

幸田新田勘助新田地区、寺久・みむら・西生子地区、立川地区、平八新田地区 

 

○湛水防除施設管理に要する経費（06010503） 15,781 千円（15,581 千円） 予算書 P108 

〈国・県：772 千円 一財：15,009 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・県補：湛水防除施設管理費補助金    772,000 円 

（目的及び期待する効果） 

土地改良事業等によって排水施設が整備されていたものが、流域開発、宅地化、河川改修、

気象条件等の変化により農地、農業用施設等に湛水被害を及ぼすことを除去し、土地利用の高

度化による農業生産の増大、農業経営の安定化を図る。 

（内容） 

・関係土地改良区等の排水施設の維持管理費補助 

湛水防除等施設管理費補助 

南総土地改良区（飯沼第一・第二）、七郷中川地区、立川地区、小谷沼地区、弓馬田地区、 

逆井土地改良組合 

 

○霞ケ浦用水建設に要する経費（06010504） 61,914 千円（62,939 千円） 予算書 P108 

〈国・県：749 千円 地方債：1,400 千円 一財：59,765 千円〉 

＊特定財源積算根拠 



   ・県補：国営造成施設管理体制整備促進事業補助金    749,000 円 

   ・地方債：農業農村整備事業債            1,400,000 円 

（目的及び期待する効果） 

霞ケ浦などから用水を取水し、県西南部１７市町に対し、農業用水を安定的に供給する体制

を確立し、豊かな地域づくりを推進するとともに、生活及び産業基盤の充実を図る。 

（内容） 

・霞ケ浦用水土地改良区、霞ケ浦農業用水推進協議会の運営、関係機関関係者との連絡調整、

負担金の支払。 

 霞ケ浦用水土地改良事業負担 

国営事業、県営かんがい排水事業、団体営かんがい排水事業 

 

○用水障害処理施設管理に要する経費（06010505） 2,582 千円（2,419 千円） 予算書 P109 

〈一財：2,582 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

水質汚濁に起因して障害が生じている場合に、水質を浄化しそれら障害を除去するために行

う農業用用排水施設の維持管理を行い住民の生活環境改善を図る。 

（内容） 

・施設等の維持管理費 

 

○農道整備事業に要する経費（06010601） 21,677 千円（25,837 千円） 予算書 P109 

〈国・県：4,350 千円 地方債：1,200 千円 一財：16,127 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

 ・県補：農業基盤整備事業補助金（農道整備）     4,350,000 円 

・地方債：農業農村整備事業債           1,200,000 円 

（目的及び期待する効果） 

近代化に備え、農業基盤である農道の整備を行い、集出荷の際の荷傷みを解消することによ

り、地域の生産を高度化し農産物の流通を図る。 

（内容） 

  ・農業基盤整備事業 

    長須地区 農道改良工  L=60.0m  実施設計費一式  用地購入費 

  ・広域農道整備事業負担金 

    つくば下総２期地区（広域農道）、水海道石下地区（市町村道） 

 

○農業後継者対策に要する経費（06010701） 292 千円（310 千円） 予算書 P109 

〈一財：292 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  新規就農者の確保、後継者の育成により、坂東市農業の維持発展が期待できるとともに、青

年農業者の参入により新たな農業の展開が期待できる。 

（内容） 

  新規就農等による後継者の確保や後継者育成のための各種施策を推進する。 

 

○地籍調査に要する経費（06010801） 9,684 千円（15,442 千円） 予算書 P110 

〈国・県：2,847 千円 一財：6,837 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・県負：地籍調査費負担金   2,847,000 円 

 



（目的及び期待する効果） 

  国土調査法に基づく地籍調査の実施により、地籍の明確化・災害復旧の迅速化・土地取引の

円滑化及び課税の公平化等が図られる。 

（内容） 

  ・大谷口Ⅰ地区   A＝0.36ｋ㎡   

内容：FⅡ‐2工程(原図作成)･G 工程(地籍測定)･H 工程(複図作成)･閲覧･認証･登記 

  ・小泉Ⅰ・Ⅱ地区  A＝0.93ｋ㎡   

内容：土地改良区外周境界復元測量 

 

○林業振興に要する経費（06020101） 518 千円（484 千円） 予算書 P111 

[市民生活部 生活環境課 所管 384 千円含む] 

〈その他：52千円 一財：466 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・諸収入：（公社）県緑化推進機構交付金   52,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  自然景観の保全により、市民に安らぎを与えるとともに、緑化意識の高揚が期待できる。 

（内容） 

  林業の振興、平地林の保全及び緑化推進を図る。 

 

［産業経済部 商工観光課 所管］ 

○ふるさと創生事業に要する経費（02011101） 626 千円（557 千円） 予算書 P48 

 [企画部 企画課 所管 67 千円含む] 

〈その他：67千円 一財：559 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・財産収入：岩井地域ふるさと創生事業基金積立金利子  67,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  観光ボランティアガイドの育成と連携を進め、市内の史跡や歴史等を市内外に情報発信する

とともに、周遊客の増加による市の活性化並びに地名度向上を図る。 

（内容） 

＊ふるさと創生事業 

 市内の史跡案内や歴史等に関する事項を市内外に情報発信するとともに、市の活性化を図る

ため次の事業を実施する。 

・観光ボランティアガイドの育成 

・周遊観光客に対する史跡等の案内 

・リーフレット「ぼくらの将門」増版 

   

○商工振興に要する経費（07010201） 31,252 千円（37,061 千円） 予算書 P112 

〈国・県：4,500 千円 その他：5,846 千円 一財：20,906 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・国補：社会資本整備総合交付金（住宅リフォーム事業） 4,500,000 円 

  ・使用料：中心市街地活性化センター使用料               33,000 円 

  ・使用料：商店街多目的広場使用料                   13,000 円 

  ・繰入金：地域振興基金繰入金                      5,800,000 円 

   

 



① 商工業関連事業                15,421,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  地区内における商工業の総合的な改善発達を図るとともに、経営の改善・向上により商工業

者の経営基盤の安定化と地域経済の振興を図る。 

  また、事業所交流会を開催することにより、地域産業の連携と相互の生産性の向上等による

新たな産業の創出を図ることを目的とする。 

（内容） 

 ・商工会経営改善普及事業補助金  12,096,000 円 

・小規模事業対策補助金       1,666,000 円 

・喫煙マナー向上対策事業補助金    186,000 円 

 ・工業振興対策事業補助金           283,000 円 

 ・事業所交流会補助金         800,000 円 

 ・朝市事業補助金           90,000 円 

  ・創業支援事業補助金        300,000 円 

  

② 中心市街地商店街事業          3,935,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  市内の商業団体が商店街の集客力を高めるための事業実施に対して助成し、中心市街地の活

性化、消費の促進を図る。 

また、市内で商業を営む者が組織する団体や商店街振興組合法による組織団体が、商店街の

イメージアップや集客力を高めるために設置した施設の維持管理を行う費用に対し助成を行う

ことにより、商店街において多彩な事業が実施可能となり、中心市街地の消費の促進及び商店

街活性化を図る。 

（内容） 

・商店街活力向上支援事業補助金       1,090,000 円 

・商業活性化イベント事業補助金      2,400,000 円 

・商店街振興組合共同施設維持管理費補助金   445,000 円 

 

③住宅リフォーム資金助成事業   10,000,000 円 

（目的及び期待する効果） 

市民に対して、市内施工業者による住宅の改修工事等に係る経費の一部を助成することによ

り、市内住宅関連施工業者の振興並びに地域経済の活性化を図る。 

（内容） 

市民が市内に所有する個人住宅及び併用住宅等、修繕又は改築工事等を、市内施工業者が実

施する工事に対し、消費税を除く工事費が 10 万円以上 100 万円未満のものについては、工事費

の 10％の額、100 万円以上のものについては 10万円を助成する。 

 

○融資対策に要する経費（07010202） 35,772 千円（45,796 千円） 予算書 P112 

〈国・県：342 千円 その他：13,000 千円 一財：22,430 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・県補：緊急対策融資利子補給事業補助金    342,000 円 

・諸収入：自治金融貸付預託金元金収入    13,000,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  中小企業者に対し、市の融資制度である自治金融・振興金融での保証料を補給することによ

り、中小企業者の金融面での負担軽減、並びに円滑な資金調達による経営の安定化を図る。 

 



（内容） 

・自治・振興金融制度を利用した中小企業者に対し、保証料を全額全期間補給 

・自治金融貸付預託金        13,000,000 円 

 

○観光振興に要する経費（07010301） 34,017 千円（39,939 千円） 予算書 P113 

〈国・県：57千円 その他：31,200 千円 一財：2,760 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・県委：観光客動態調査事務委託金         57,000 円 

  ・繰入金：地域振興基金繰入金         31,200,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  観光関連事業のより一層の充実、並びに新たな観光資源の発掘と創出を図り、市内外にＰＲ

することにより、市の知名度、集客力の向上、並びに商業の活性化を図ることを目的とする。

また、各団体への支援をすることにより観光事業への関心を高め、市民との協働による事業展

開を図る。 

（内容） 

・市観光協会補助金                9,780,000 円 

・岩井将門まつり補助金        13,500,000 円 

・ふる里さしま古城まつり補助金     6,600,000 円 

・市菊花会補助金            150,000 円 

・市名産品会補助金            80,000 円 

・さしまの夏まつり補助金       1,400,000 円 

 

○消費生活センター事業に要する経費（07010402） 6,096 千円（6,120 千円） 予算書 P114 

〈国・県：1,500 千円 一財：4,596 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

 ・県補：消費者行政推進事業費補助金 1,500,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  市民の身近な消費生活に関する相談窓口として、消費生活センターの役割を広く市民に周知

することにより、安全安心な消費生活の確保、並びに消費トラブルに関する助言を行う。また、

多重債務や悪質商法等を未然に防止する啓発活動を行い、消費に関する被害の抑制に努める。 

（内容） 

・消費生活相談窓口機能の充実を図る。 

・消費者相談の多くを占める青少年や高齢者を対象とした出前講座を開催することにより、消

費者トラブルに巻き込まれることのないよう、消費者教育の啓発活動を進める。 

・食をテーマとした講演会やイベントを開催し、食に関する消費者知識の向上を図る。 

 

 

 

 

 


