
課コード: 050200 課名称: 農林部農業振興課平成26年度業務棚卸表

フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称
事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

050200-023

農業経営高度化支援事業

水田営農係03-03-01

農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

担い手への農地集積推進と基盤整備地区内の農地利用集積の推進一般 法令の実施義務（自治事務）

経営体育成基盤整備
関連流動化促進事業
実施要綱

3,128

農業経営高度化支援事業

担い手 ・業務委託契約の締結２件
（和賀中部第四、和賀中部岩崎）
・農地集積等に関する会議や研修会に
おける参加
・説明者対応４回

・業務委託契約の締結２件
（和賀中部第四、和賀中部岩崎）
・農地集積等に関する会議や研修会に
おける参加
・説明者対応４回

・業務委託契約の締結３件
・農地集積等に関する会議や研修会に
おける参加・説明者対応11回
・24年度までの集積面積
更木新田地区　　 56.0ha
和賀中部第四地区211.9ha
和賀中部岩崎地区410.0ha

・４地区における利用集積等協議
・23年度までの集積面積
江釣子第二地区　 39.0ha
更木新田地区　　 52.5ha
和賀中部第四地区226.6ha
和賀中部岩崎地区394.8ha

050200-023-01

050200-024

農業後継者育成対策事務

水田営農係03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

05

ソフト事業（任意）

意欲ある農業後継者の育成。農業後継者の各種活動支援事務一般 法令に特に定めのないもの

北上地方新規就農者
確保・育成対策プラン
（北上地方農林業振興
協議会）

405

農業後継者育成対策事務

農業後継者 ・青年就農給付金等の新規就農者相談
者を随時受付
・「新農業人フェアinきたかみ」の事務従
事１回
・４Ｈクラブ役員会８回
・岩手県農村青年クラブ大会１回

・青年就農給付金等の新規就農者相談
　24件
・「新農業人フェアinきたかみ」の事務従
事　１回
・青年農業者等対象の研修会等に参加
　２回
・４Ｈクラブ役員会３回

・青年農業者との意見交換会１回
・青年就農給付金等の新規就農者相談
　24件
・「新農業人フェアinきたかみ」の事務従
事　１回
・青年農業者等対象の研修会等に参加
　３回

研修、交流、相談等の場提供050200-024-01

050200-033

北上市認定農業者連絡協
議会補助金

水田営農係03-04-04
農林業の担い手等人材の
育成支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

認定農業者、担い手の育成・確保。団体の育成、活動に対する補助一般 法令に特に定めのないもの

2,909

北上市認定農業者連絡協
議会補助金

認定農業者 市長と語る会の実施　5/22
全国農業担い手サミットへの参加
　11/13-11/14
経営者レベルアップ研修の実施
　　1/20
パソコン簿記講習会の実施1/16
北上地区懇談会の実施2/24
支援ニュースの発行　5.8.12.
　１月

市長と語る会の実施、経営者レベルアッ
プ研修の実施、パソコン簿記講習会の
実施、北上地区懇談会の実施、支援
ニュースの発行（４回）、農林水産省訪
問

市長と語る会の実施、全国農業担い手
サミットへの参加、経営者レベルアップ
研修の実施、パソコン簿記講習会の実
施、北上地区懇談会の実施、支援
ニュースの発行（４回）、被災地支援活

市長と語る会の実施、全国農業担い手
サミットへの参加、経営者レベルアップ
研修の実施、パソコン簿記講習会の実
施、支援ニュースの発行（４回）、被災地
支援活動

050200-033-01

050200-042

青果物価格安定資金造成
事業費負担金

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

生産者の経営に及ぼす影響を緩和及び安定的な農業経営、消費拡
大を図り生産出荷と価格の安定を図る。生産者が農協・経済連を通
じて出荷した青果物等の価格が異常に低落した場合、生産者に対し
補給金を交付。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

野菜生産出荷安定法

405

青果物価格安定資金造成
事業費負担金

岩手県農畜産物価
格安定基金協会、
生産者

申込数量
野菜　235ｔ
切花　189,000本
花苗　400トレー

申込数量
野菜　1,352ｔ

切花　189,000本
花苗　1,000トレー

申込数量
野菜　1,352ｔ
切花　189,000本
花苗　1,000トレー

申込数量
野菜　 1,377ｔ

切花　　254,000本
花苗　　2,000トレー

050200-042-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

050200-045

農業共済損害評価に関する
事務

水田営農係07-01-05

農林部門（市民サービス）

01

ソフト事業（義務）

農業共済事業全般に及ぼす影響が極めて大きいことから評価に当
たっては適正及び公平を基本に実施。岩手県農業共済組合連合会
よりの委嘱事務

一般 法令に特に定めのないもの

485

農業共済損害評価に関す
る事務

農業共済加入者 損害評価会４回
損害評価打合せ会２回
麦損害評価１回
水稲損害評価講習会１回
水稲実測調査１回

損害評価会４回
損害評価打合せ会２回
麦損害評価２回
水稲損害評価講習会１回
水稲実測調査２回

・損害評価小麦１回
・水稲１回
・損害評価会　２回

・評価打合せ会２回
・損害評価小麦１回・水稲２回
・損害評価会　２回

050200-045-01

050200-046

農産物の害虫駆除及び植
物防疫事業

水田営農係03-03-01
農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

水稲、畑作物、果樹の防除計画作成、実績検討などによる農産物の
生産力の向上を図る。農産物の害虫駆除、植物防疫に係る活動の
実施

一般 法令に特に定めのないもの

405

農産物の害虫駆除及び植
物防疫事業

県病害虫防除所 ・水稲病害虫防除計画報告１回
・水稲病害虫防除実績報告２回
・岩手中部病害虫防除協議会総会１
回、幹事会３回

・水稲病害虫防除計画報告１回
・水稲病害虫防除実績報告２回
・岩手中部病害虫防除協議会総会１
回、幹事会３回

・水稲病害虫防除計画報告１回
・病害虫防除活動実績報告４回
・防疫事業検討及び岩手中部防除協議
会幹事会３回・総会１回

・病害虫防除活動実績報告４回
・植物防疫事業実績検討会２回
・岩手中部防除協議会幹事会、総会３
回

050200-046-01

050200-047

種苗対策事業

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

優良種子の安定生産、安定供給。水稲、麦、大豆、野菜、果樹、花卉
の種苗の供給に係る連絡調整

一般 法令に特に定めのないもの

種苗対策事業

種子生産農家 ・岩手県種苗ｾﾝﾀｰ総会　１回
・採取ほ設置会議　1回
・種子生産組合総会　１回

・岩手県種苗ｾﾝﾀｰ総会　１回
・採取ほ設置会議　1回
・種子生産組合総会　１回

・岩手県種苗ｾﾝﾀｰ総会　１回
・採取ほ設置会議　1回
・種子生産組合総会　１回

・岩手県種苗ｾﾝﾀｰ総会　１回
・採取ほ設置会議　1回
・種子生産組合総会　１回

050200-047-01

050200-048

農作業安全推進事業

水田営農係03-03-01
農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

農業機械の効率利用並びに安全に対する意識の高揚を図り農作業
事故の防止に努める。農作業安全講習会、農作業安全広報活動

一般 法令に特に定めのないもの

485

農作業安全推進事業

農家 農作業安全広報活動（春・秋）２回 農作業安全広報活動（春・秋）２回 農作業安全広報活動（春・秋）２回
　　　　　

農作業安全広報活動（春・秋）２回
　　　　　

050200-048-01

050200-049

花卉・果樹の農業振興に関
する事務

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

花卉、果樹の生産振興。小ぎくの展示圃巡回・共進会開催、果樹の
産地拡大支援、ＰＲ等の販売促進の支援

一般 法令に特に定めのないもの

2,185

花卉・果樹の農業振興に
関する事務

農協、農家 ・小ぎく試作園地巡視会・検討会2回
・小ぎく新規栽培者説明会１回
・諸組織の総会・実績検討会３回
・果樹共進会1回
・鉢花圃場巡回1回
・鉢花商談会1回

・小ぎく試作園地巡視会・検討会３回
・小ぎく新規栽培者説明会１回
・花卉産地拡大研修会１回
・諸組織の総会・実績検討会１回
・果樹関係現地検討会１回
・果樹の産地拡大事業にかかる研修会
２回　諸組織の総会１回

・小ぎく試作園地巡視会・検討会３回
・小ぎく新規栽培者説明会１回
・花卉産地拡大研修会１回
・諸組織の総会・実績検討会１回
・果樹関係現地検討会１回
・果樹の産地拡大事業にかかる研修会
２回　諸組織の総会１回

・小ぎく試作園地巡視会・検討会３回
・小ぎく新規栽培者説明会１回
・花卉産地拡大研修会１回
・諸組織の総会・実績検討会１回
・果樹関係現地検討会１回
・果樹の産地拡大事業にかかる研修会
２回、諸組織の総会１回

050200-049-01

050200-050

水稲の農業振興に関する事
務

水田営農係03-03-01
農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

水稲等土地利用型作物の生産振興。米の消費低迷や米価が下落す
る中、水稲生産の技術対策指導、研修及び低コスト化、食味の向上
に対する取組みの実施

一般 法令に特に定めのないもの

890
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

水稲の農業振興に関する
事務

農協、農家 ・稲作技術対策会議２回
・稲作担当者会議　４回
・カドミウム米対策連絡会議２回
・水稲直播栽培実績検討会２回
・播種用水稲趣旨の採種ほ場設置会議
１回
・大豆現地検討会１回

・稲作技術対策会議２回
・稲作担当者会議４回
・カドミウム米対策連絡会議２回
・水稲直播栽培実績検討会２回
・播種用水稲種子の採種ほ場設置会議
１回
・大豆現地検討会１回

・稲作技術対策会議１回
・稲作担当者会議４回
・カドミウム米対策連絡会議１回
・水稲直播実績検討会１回
・大豆現地検討会１回
・その他水稲等の生産に係る調査や情
報提供

・稲作技術対策会議３回
・稲作担当者会議３回
・生産者部会実績検討会１回
・その他水稲大豆小麦生産振興事務

050200-050-01

050200-051

野菜の農業振興に関する事
務

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

野菜の生産振興。野菜の生産技術等研修の実施、園芸振興にかか
る会議の開催、共進会の開催、収穫祭の開催による販売ＰＲの指導
支援

一般 法令に特に定めのないもの

2,185

野菜の農業振興に関する
事務

農協、農家 ・園芸振興の担当者会議関係3階
・新規栽培者説明会1回
・諸組織の実績検討会1回
・諸組織の総会2回
・その他野菜振興事務
・二子さといも現地研修・意見交換会2回
・出荷式2回
・アスパラガス栽培塾2回

・園芸振興の担当者会議関係３回
・農産物共進会１回
・アスパラガス新規栽培者説明会　１回
・諸組織の実績検討会１回
・諸組織の総会２回
・その他野菜振興事務

・園芸振興の担当者会議関係３回
・農産物共進会１回
・アスパラガス新規栽培者説明会　１回
・諸組織の実績検討会１回
・諸組織の総会２回
・その他野菜振興事務

・園芸振興の担当者会議関係６回
・農産物共進会１回
・諸組織の実績検討会１回
・諸組織の総会２回
・その他野菜振興事務　

050200-051-01

050200-053

農産物の災害調査等事務

園芸畜産係07-02-05

農林部門（内部管理事務）

01

ソフト事業（義務）

被害情報の把握による復旧対策。農作物等に係わる気象災害の情
報収集、連絡調整

一般 法定受託事務

81

農産物の災害調査等事務

県 雪害（H26．2月）　５件
強風被害（H26．10月）　38件
雪害（H26．12月）　8件
風害（H26．12月）　7件
風害（H26．2月）　11件

被害ナシ 強風被害３件
台風被害２件
雹被害１件
猛暑・少雨被害１件

強風被害６件
台風被害１件
大地震被害１件

050200-053-01

050200-054

農業用廃プラスチック処理
費補助金

園芸畜産係03-03-04

環境保全型農業の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

意識高揚及び適正処理を実施することにより環境に配慮した北上型
農業の確立。農家から排出された使用済の農業用廃プラの適正処理
の推進。

一般 法令に特に定めのないもの

1,314

農業用廃プラスチック処理
費補助金

北上市農業用廃プ
ラ適正処理推進協
議会

処理費43円/kgのうち
8円/kg補助
処理数量　62,998kg

処理費45円/kgのうち
8円/kg補助
処理数量　71,020kg

・処理費45円/㎏のうち定額８円/kgの助
成
・回収実績66,568㎏（６月、11月各２日
間ずつ実施）
・補助金532,544円
（８円×66,568kg）

・処理費43円/㎏のうち定額８円/kgの助
成
・回収実績66,232㎏（６月、11月各２日
間実施）
・補助金529,856円
（８円×66,232kg）

050200-054-01

050200-058

北上市廃プラスチック適正
処理推進協議会負担金

園芸畜産係03-03-04

環境保全型農業の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

農業用廃プラを適正に処理することで、環境に配慮した北上型農業
の確立を図る。農業用廃プラを適正に処理するため、関係機関・団体
で構成する協議会を設置、年２回(春に２日、秋に２日)回収業務を実
施している。

一般 法令に特に定めのないもの

101

北上市廃プラスチック適正
処理推進協議会負担金

北上市農業用廃プ
ラ適正処理推進協
議会

事務局打合せ　2回
総会　1回
回収作業　6月2回、11月2回

事務局打合せ　2回（4月、10月）
総会開催　5月
回収作業　6月2回、11月2回

・事務局会議２回
・総会１回
・６月と11月に各２日間ずつ回収実施

・事務局会議１回
・総会１回
・６月と11月各２日間回収実施

050200-058-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

050200-063

農業祭事業費補助金

園芸畜産係03-03-03

地産地消の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

生産者（農協組合員）との市民（消費者）との交流を通して、農業への
理解を深め、地産地消の推進を図る。
地元農畜産物販売、ステージショー等を実施し、今年１年の収穫に感
謝する。市特産品（二子さといも、きたかみ牛）の無料提供を行う費用
の一部を助成する。

一般 法令に特に定めのないもの

181

農業祭事業費補助金

花巻農業協同組合 総事業費2,694,972円
（上記の内100,000円を助成）
開催日平成26年10月25日、26日
内容　農産物販売、いものこ汁、きたか
み牛の無料提供、試食販売等

・２日間開催、来場者数6,500人
・総事業費2,174,329円（うち補助金額
100,000円を助成）

・２日間開催、来場者数8,500人
・総事業費2,447,333円（うち補助金額
100,000円）

・２日間開催、来場者数9,000人
・総事業費2,176,135円（うち補助金額
100,000円）

050200-063-01

050200-069

米政策改革事務

水田営農係03-03-01
農業の生産性向上

03

内部管理事務

需要に見合う米の生産、農家・農協が主体の米の生産調整。米の生
産目標数量（面積）の配分及び北上市水田農業推進協議会に係る次
の事務を行う。1 戸別所得補償モデル対策（米戸別所得補償制度事
業、水田利活用自給力向上事業）2 水田経営所得安定対策（固定
払、成績払、収入減少補填3 耕畜連携推進対策事業(牧草の団地化
等に補助金)

一般 法令の実施義務（自治事務）

米の数量調整実施要
綱・要領、水田農業構
造改革対策実施要綱・
要領

北上市水田農業ビジョ
ン 644

米政策改革事務

農業者等 【冬季座談会】
米の生産目標数量（面積）の配分及び
転作助成等の説明31会場
【転作現地確認】
転作助成に係る現地確認６日間

1【冬季座談会】
米の生産目標数量（面積）の配分及び
転作助成等の説明 33会場 590人参加
2 【転作現地確認】
転作助成に係る現地確認 ６日間　49班

1【冬季座談会】
米の生産目標数量（面積）の配分及び
転作助成等の説明 36会場 615人参加
2 【転作現地確認】
転作助成に係る現地確認 ６日間　57班
　5,006筆

1【冬季座談会】
米の生産目標数量（面積）の配分及び
転作助成等の説明 51会場 577人参加
2 【転作現地確認】
転作助成に係る現地確認  ６日間  56班
  680筆

050200-069-01

050200-075

経営体育成支援事業費補
助金

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

地域の中心経営体等に対し農業用機械導入を支援し、地域農業マス
タープランに位置づけられた中心経営体等を育成する。農業機械等
の導入に対する補助。

一般 法令に特に定めのないもの

農業経営対策事業費
補助金交付要綱 13,182

経営体育成支援事業費補
助金

地域農業マスター
プランに位置づけ
られた中心経営体

【一般分】
(平成26年度追加要望分)
総事業費：15,109,200円
補助金額：4,197,000円
３経営体(マスタープランに載っているも
の)。農業用機械の導入。　

(平成26年度補正予算分)→平成27年度
に繰越
総事業費：49,459,632円
補助金額：14,179,000円
10経営体(マスタープランに載っているも
の)農業用機械等の導入。

【一般分】
(国平成24年度補正分)
総事業費：112,454,750円
補助金額：31,798,000円16経営体(マス
タープランに載っているもの)。農業用機
械の導入。　
(国平成25年度当初分)
総事業費：4,936,750円
補助金額：1,409,000円
１経営体(マスタープランに載っているも
の)農業用機械等の導入。

【一般分】
総事業費：58,459,000円
補助金額：19,804,000円
９経営体(認定農業者)、１集落営農組織
が事業を実施した。農業用機械の導
入。
【被災農業者分】
総事業費：1,491,000円
補助金額：447,000円
１経営体(認定農業者)が事業を実施し
た。強風により被災したビニールハウス
の再建。

総事業費：92,010,500円
補助金額：30,566,000円
８経営体(認定農業者)、１集落営農組織
が事業を実施した。
※Ｈ23年度以降は、事業実績の報告業
務だけとなる。

050200-075-01

050200-081

畜産振興事務

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

関係機関等協議や家畜防疫事業等の各種事業により畜産農家の所
得向上並びに畜産振興を図る。生産団体育成事業・家畜防疫事業に
対する補助執行事務及び畜産振興にかかる諸事業執行事務

一般 法令に特に定めのないもの

1,974

畜産振興事務

農協等 会議出席・現地視察15回 会議出席・現地視察８回 会議出席・現地視察　10回 会議出席　12回050200-081-01

050200-082

岩手県畜産協会負担金

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

畜産農家の生産性の向上と経営の安定。各畜種にわたる経営診断、
指導支援事業等の事業展開に係る負担金

一般 法令に特に定めのないもの

231
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

岩手県畜産協会負担金

県畜産協会 実績　150,000円 実績　150,000円 実績　150,000円　　 実績　150,000円　　050200-082-01

050200-083

県南家畜衛生推進協議会
負担金

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

自衛防疫徹底・衛生意識の高揚による家畜伝染病等の発生予防と
蔓延防止。家畜の伝染性疾病の予防・家畜衛生指導等の事業展開
に係る負担金

一般 法令に特に定めのないもの

268

県南家畜衛生推進協議会
負担金

同協議会 実績　1060,000円 実績　120,000円 24年度負担金　105,000円 23年度については、震災の影響で事業
実施しなかったため、負担金支出なし。

050200-083-01

050200-085

岩手県畜産物価格安定基
金積立事業費補助金

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

生産農家の経営安定と計画的な生産。低価格時の肉豚価格差補て
んのための積立補助金（養豚経営安定対策事業）

一般 法令の実施義務（自治事務）

岩手県肉豚価格差補
てん事業実施要領，岩
手県ブロイラー価格安
定対策事業実施要領

岩手県畜産物価格安定基
金積立事業費補助金

農協等 実績2,525,570円（40,735頭×62円/頭）
※養豚経営安定対策事業

補助金　5,712,500円（45,700頭×125円
/頭）

実績　肉豚　4,114,230円 実績　肉豚　3,376,080円050200-085-01

050200-086

畜産事業費補助金

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

家畜防疫を図るための予防接種、検査への補助金一般 法令に特に定めのないもの

231

家畜防疫事業費補助金

農協等 牛BVD病等予防接種助成金
実績150,400円（200円×752頭）

牛BVD病等予防接種助成金
200円×754頭＝150,800円

牛ウイルス性下痢症予防接種補助782
頭分、156,400円

牛ウイルス性下痢症予防接種補助778
頭分、155,600円

050200-086-01

050200-088

花北酪農ヘルパー事業費
補助金

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

休日のない酪農家がヘルパー派遣を受け、ゆとりある酪農経営を支
援する事業の負担金

一般 法令に特に定めのないもの

154

花北酪農ヘルパー事業費
補助金

花北酪農ヘルパー
利用協議会

実績　73,000円 実績　73,000円　 実績　73,000円　 実績　94,000円　050200-088-01

050200-089

いわて牛普及推進協議会負
担金

園芸畜産係03-03-02

農産品の高付加価値化と新
たな流通の開拓

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

県産牛の普及定着と販路の拡大。県内で生産される良質な「いわて
牛｣の普及定着推進事業に係る負担金

一般 法令に特に定めのないもの

495

いわて牛普及推進協議会
負担金

いわて牛普及推進
協議会

実績　414,000円 実績　414,000円 実績　414,000円 実績　417,000円050200-089-01

050200-091

家畜防疫及び家畜衛生対
策に関する事務

園芸畜産係03-03-01
農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

家畜の伝染性疾病は、発生農家だけでなく周辺農家に与える影響が
大きく、防疫活動等を通して家畜の健康保持と生産性の向上を図る。
牛のアカバネ病・馬の伝染性貧血検査・蜂の腐蛆病・豚のオーエス
キー病等の家畜伝染病の家畜防疫活動及び衛生対策事務

一般 法令に特に定めのないもの

2,508
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

家畜防疫及び家畜衛生対
策に関する事務

畜産農家 家畜防疫活動
・アカバネ病予防接種　和牛710頭、乳
牛109頭
・馬伝染性貧血検査４頭
・みつばち腐蛆病検査28群

家畜防疫活動
・アカバネ病予防接種　和牛647頭、乳
牛107頭
・馬伝染性貧血検査２頭
・みつばち腐蛆病検査52群

・幹事会･総会・対策会議等…５回
・家畜防疫活動
アカバネ病予防
（ホルスタイン117頭、
黒毛和種665頭）
・馬伝染貧血予防　1頭

・幹事会･総会・対策会議等…6回
・家畜防疫活動
アカバネ病予防
（ホルスタイン112頭、黒毛和種666頭）
・馬伝染貧血予防　4頭

050200-091-01

050200-092

畜産技術改良普及事業

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

地域畜産の生産向上に努めるため、斉一性に富んだ子牛の生産と
育種価を活用した優良母牛集団を作る。花北独自の和牛生産と改良
の根幹をなす種雄牛造成及び種雄牛を生産する種雌牛の増殖を永
続的に行なうため、地域和牛の経済性の向上と農家経済の安定を図
る。

一般 法令に特に定めのないもの

81

畜産技術改良普及事業

農協 会議等 会議等 会議等 会議等050200-092-01

050200-094

乳質及び肉質の改善に関す
る事務

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

低乳質乳の発生や低肉質による経済的損失を防止し、経営の安定を
図る。関係機関からの情報を畜産農家に周知し、飼養管理の改善を
通じて高泌能力牛の乳質や高肉質和牛の肉質改善につなげる。

一般 法令に特に定めのないもの

81

乳質及び肉質の改善に関
する事務

畜産農家 会議等…３回 会議等…３回 会議等…４回 会議等…４回050200-094-01

050200-095

いわて和牛中央育種組合負
担金

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

岩手県独自の種雄牛造成とそれを生産する種雌牛の増殖を図るた
め、種雄牛造成・産肉能力調査等の事業展開に係る負担金

一般 法令に特に定めのないもの

180

いわて中央和牛育種組合
負担金

いわて和牛中央育
種組合

実績　99,400円 実績　113,600円 実績　95,600円 実績　112,200円050200-095-01

050200-096

高齢者等肉用牛貸付事業

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

高齢者等による繁殖用肉用雌牛の飼育を促進することにより、肉用
資源を確保し高齢者の福祉向上を図る。繁殖用肉用雌牛の貸付期
間を5年間として期間内の貸付頭数は2頭以内｡貸付牛の譲渡は、購
入価格相当額の納付と貸付時と同程度以上の資質を有する肉用育
成雌牛を納付した場合｡Ｈ18年度事業中止、基金廃止、Ｈ19～償還
事務のみ。

一般 法令に特に定めのないもの

162

高齢者等肉用牛貸付事業

繁殖農家 返還金滞納徴収事務　1頭分
返還額　　30,000円（完済）

返還滞納分　1頭
返還額　　30,000円

返還滞納分　　1頭 返還滞納分　　1頭050200-096-01

050200-097

いわて牛普及推進協議会事
務費

園芸畜産係03-03-02

農産品の高付加価値化と新
たな流通の開拓

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

岩手県、市町村、農協の連携で、県内で生産される良質な「いわて
牛｣を首都圏及び県内等において普及定着を行う事業に係る負担金

一般 法令に特に定めのないもの

81

いわて牛普及推進協議会
事務費

いわて牛普及推進
協議会

負担金の納入（実績414,000円） 会議2回開催
負担金額　414,000円

会議　２回
負担金額　414,000円

会議出席　2回

負担金額　417,000円

050200-097-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

050200-098

畜産の調査事務

園芸畜産係07-02-05

農林部門（内部管理事務）

01

ソフト事業（義務）

畜産状況の把握から畜産振興へつなげるため。県及び畜産関係団
体からの家畜飼養頭数・公共牧場利用状況等の調査事務

一般 （未入力）

162

畜産の調査事務

県等 年間20件程度 随時　20件程度 随時　20件程度 随時　20件程度050200-098-01

050200-100

畜産団地関連事務

園芸畜産係03-03-01
農業の生産性向上

07

施設等整備事業

畜産業者入居による団地の有効活用を図るとともに、適正な環境保
全を維持する。黒岩畜産団地の管理事務と払下げ申請に係る行政
財産の用途廃止(一部)事務

一般 法令に特に定めのないもの

畜産団地関連事務

柿崎養豚 地域住民との懇談会12月実施 地域住民との懇談会11月実施 ・柿崎養豚の事業実施体制に係る関係
機関等会議
・黒岩畜産団地環境保全に係る覚書締
結(H24.12.13)

柿崎養豚の事業実施体制に係る関係機
関会議　

050200-100-01

黒岩団地連絡道路整備事
業

実施予定なし 実施予定なし Ｈ20、Ｈ21、H22、H23、H24年度施行な
し

Ｈ20、Ｈ21、H22、H23年度施行なし050200-100-02

050200-104

稲瀬牧野管理事業

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

市内畜産農家に安全な粗飼料としての乾草を供給する。稲瀬牧野の
管理運営業務｡　採草地としての有効利用｡農家グループへ管理委託

一般 法令に特に定めのないもの

563

稲瀬牧野管理事業

畜産農家 ・１番草
ラップサイレージ188梱包、乾草180梱包
・２番草
ラップサイレージ39梱包、乾草55梱包

・１番草
ラップサイレージ310梱包、乾草340梱包
・２番草
ラップサイレージ110梱包、乾草80梱包

今年度は草地更新をしたため、乾草の
供給はできず
１番草の刈り倒しのみ
草地、及び建物の管理

乾草（１番草）　249梱包
乾草（２番草）　 48梱包
ラップサイレージ  41梱包

050200-104-01

050200-105

水上牧野管理事業

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

放牧による畜産農家の経費削減及び繁殖障害等の改善｡畜産農家
の省力化による飼養頭数の拡大。水上牧野の管理運営業務及び放
牧事業

一般 法令に特に定めのないもの

14,881

水上牧野管理事業

畜産農家 ・放牧期間167日間
・和牛110頭、乳牛0頭
・預託農家26戸、延べ頭数13,424
頭

・放牧期間129日間
・和牛93頭、乳牛　0頭
・預託農家　26戸、延べ頭数9,988頭

・放牧期間138日間
・和牛98頭  乳牛0頭
・預託農家　32戸、延べ頭数10,441頭

・放牧期間168日間
・和牛83頭  乳牛0頭
・預託農家　26戸、延べ頭数10,484頭

050200-105-01

050200-106

有害鳥獣捕獲連絡協議会
負担金（事務局事務を含む）

園芸畜産係04-01-01

豊かな自然環境の保全

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

適切な時期に有害鳥獣の捕獲を実施し農作物及び市民生活への被
害防止を図る。有害鳥獣による被害を最小限にとどめるため、協議
会に負担金を支出し、協議会から猟友会に捕獲事業を委託し、適切
な時期に捕獲を実施し農作物及び市民生活への被害防止を図る。

一般 法令に特に定めのないもの

1,375

有害鳥獣捕獲連絡協議会
負担金（事務局事務を含
む）

市民 総会開催、鳥獣被害予防に係る事業実
施

【市長許可】
・一斉捕獲１回：カラス1,100羽、カルガ
モ200羽、ゴイサギ200羽、カワウ450羽、
ハクビシン制限なし、ニホンジカ20頭
・地域捕獲及び農業者の直接申請：申
請の都度対応
【県南広域振興局長許可】
クマ等捕獲：申請の都度対応

【市長許可】
・一斉捕獲3回：カラス677羽、カルガモ
28羽、ゴイサギ1羽、カワウ36羽、地域捕
獲ハクビシン２回2頭、カワウ1回0羽、カ
ラス1回0羽
・農業者の直接申請：カラス2回4羽、ノウ
サギ1回0羽
【県南振興局長許可】
クマ：3回、許可7頭（内捕獲数1頭）

【市長許可】
・一斉捕獲3回：カラス528羽、カルガモ
16羽、ゴイサギ15羽、カワウ62羽
・地域捕獲カラス1回2羽、カワウ1回0羽
【県南振興局長許可】
クマ4回：許可5頭内捕獲数3頭
イノシシ1回：許可4頭内捕獲数0頭

050200-106-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

050200-110

優良素牛導入保留事業費
補助金

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

高肉質和牛及び高泌乳能力乳牛の導入及び保留を促進し、地産地
消
及び特産化を図るため優良繁殖牛及び優良乳用牛を導入・保留する
補助

一般 法令に特に定めのないもの

2,481

優良素牛導入保留事業費
補助金

農家 ・導入
肉用牛15頭、乳用牛2頭
・保留
肉用牛33頭、乳用牛10頭

・導入
肉用牛８頭
,、乳用牛０頭
・保留
肉用牛42頭
、乳用牛10頭
　計60頭

・導入　肉用牛　12頭、乳用牛  10頭
・保留　肉用牛　37頭
、乳用牛1頭
　計60頭

導入
肉用牛　10頭
、乳用牛　 3頭
保留
肉用牛　36頭
、乳用牛　11頭

計　60頭

050200-110-01

050200-111

岩手県畜産物価格安定基
金積立事業事務費

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

生産農家の経営安定と.計画的な生産。低価格時の肉豚価格差補填
事業･ブロイラー価格安定対策事業の積立補助金

一般 法令に特に定めのないもの

岩手県畜産物価格安定基
金積立事業事務費

農協等 会議開催なし 会議１回出席 会議出席　1回 会議出席　2回050200-111-01

050200-118

鳥獣保護及び捕獲許可事
業

園芸畜産係04-01-01

豊かな自然環境の保全

01

ソフト事業（義務）

カラスやカワウ、クマなどの有害鳥獣による農作物被害や人身被害
を最小限にする。必要に応じた野生動物の保護により、野生動物と
人間の共生を目指す。有害鳥獣の捕獲許可と鳥獣の保護事務

一般 法令の実施義務（自治事務）

鳥獣の保護及び狩猟
の適正化に関する法
律、岩手県の事務を市
町村が処理することと
する事務処理特例に
関する条例

第10次鳥獣保護計画

4,369

鳥獣保護及び捕獲許可事
業

市民 ・捕獲許可：35件(一斉捕獲1件、地域捕
獲2件、農業者の申請32件）
・捕獲許可申請：1654羽（頭）
・捕獲数：999羽(頭)

・捕獲許可：27件(一斉捕獲1件、地域捕
獲2件、農業者の申請24件）
・捕獲申請：（カラス、カルガモ、ゴイサ
ギ、カワウ、ハクビシン、スズメ、ノウサ
ギ、クマ、キツネ）
・捕獲数：722羽(頭)

・捕獲許可：10件(一斉捕獲3件、地域捕
獲4件、農業者の申請3件）
・捕獲申請：2,288羽（頭）（カラス、カル
ガモ、ゴイサギ、カワウ、ノウサギ、クマ、
イノシシ）
・捕獲数：751羽(頭)

・捕獲許可：9件(一斉捕獲3件、地域捕
獲7件）
・捕獲申請：2,109羽（頭）（カラス、カル
ガモ、ゴイサギ、カワウ、クマ、イノシシ）
・捕獲数：626羽(頭)

050200-118-01

050200-122

強い農業づくり事業費補助
金

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

施設整備を行うことで、水稲産地の維持強化を図る。花巻農業協同
組合北上支店敷地内に精米施設を整備する。(平成25年度へ繰越)

一般 法令に特に定めのないもの

112,635

強い農業づくり事業費補
助金

花巻農業協同組合 平成25年度から繰越。
乾燥調製施設に係る工事一式事業費
277,746,840円(うち交付金(国
庫)111,422,000円、その他(自己負
担)165,000,000円)

平成24年度から平成25年度へ繰越。
精米施設に係る工事一式事業費
236,743,500円(うち交付金(国
庫)97,211,000円、その他(自己負
担)139,532,500円)

平成25年度へ繰越。
精米施設に係る工事一式事業費
204,143,100円(うち交付金(国
庫)97,211,000円、その他(自己負
担)106,932,100円)

乾燥調製施設に係る機械工事一式
事業費98,416,500円(うち交付金(国
庫)46,737,000円、その他(自己負
担)51,679,500円)

050200-122-01

050200-140

数量調整円滑化推進事業
費補助金

水田営農係03-03-01
農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

需要に見合う米の生産、農家・農業者団体等の主体の米の生産調整
を図る。

一般 法令に特に定めのないもの

米政策

715

数量調整円滑化推進事業
費補助金

農業者等 ・農家説明会（座談会）31回
・経営所得安定対策申請受付事務
　８日間　延べ68カ所

・農家説明会（座談会）　74回
・経営所得安定対策申請受付
10日間　延べ60カ所

・農家説明会（座談会）　87回
・戸別所得補償交付申請受付窓口　７
日間　延べ63カ所

・農家説明会（座談会）　102回
・戸別所得補償交付申請受付窓口　８
日間　延べ65カ所

050200-140-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

050200-149

北上市産地形成土づくり事
業費補助金

園芸畜産係03-03-04

環境保全型農業の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

農業の持つ自然環境循環機能を維持増進し、農地の地力を回復す
ることにより、安全安心で高品質な農産物の生産を行い、活力のある
産地の形成を図るとともに、農家の経営安定を図る。土づくりのため
に、市内の畜産農家から供給される堆肥を購入した費用の４分の１を
助成する。

一般 法令に特に定めのないもの

1,109

北上市地域循環型土づく
り支援事業

生産者組織（生産
者）

・堆肥投入面積3,855.3a
・堆肥投入量1167.0t
・総事業費3,464,490円（うち市補助金
866,118円）

・堆肥投入面積　4,091.2ａ
・堆肥投入量　　 1,087.05ｔ
・総事業費　3,551,016円（うち市補助金
887,745円）

堆肥投入面積：3,836.8ａ

堆肥投入量：1,351.5ｔ

堆肥投入面積：4,070.3ａ

堆肥投入量：1,313.53ｔ

050200-149-01

050200-169

畜産施設災害復旧事業

園芸畜産係03-03-01
農業の生産性向上

07

施設等整備事業

水上牧野メインパドックが東日本大震災によって破損したことから、
牧野の円滑な運営のために復旧工事をするもの。メインパドック等の
復旧工事

一般 法令に特に定めのないもの

畜産施設災害復旧事業

北上市水上牧野預
託農家

なし 復旧事業なし H24年度は復旧事業なし。 メインパドック災害復旧工事１件、牧野
草地災害復旧工事１件

050200-169-01

050200-170

いわて地域農業マスタープ
ラン実践支援事業費補助金

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

地域農業マスタープラン等の実現に向け、認定農業者や青年農業
者、
集落営農組織等の育成・確保、園芸・畜産の産地拡大、大規模施設
園芸
団地の緊急的な形成、さらには６次産業化を促進するために必要な
機械
・施設等の整備を支援する。

一般 法令に特に定めのないもの

12,344

いわて地域農業マスター
プラン実践支援事業費補
助金

地域農業マスター
プラン等に位置づ
けられた農業者

総事業費18,365,560円（県費6,687,000
円、市費3,068,000円、自己負担
8,610,560円）

総事業費　21,596,550円（県費
　7,768,000円、市費　3,611,000円、自
己負担10,217,550円）

事業費24,351,885円(うち県費6,852,000
円、市費3,185,000円、その他(自己負
担)14,314,885円)

事業費28,236,024円(うち県費9,048,000
円、市費4,302,000円、その他(自己負
担)14,886,024円)

050200-170-01

050200-175

北上市農業再生協議会負
担金

水田営農係03-04-04
農林業の担い手等人材の
育成支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

担い手を中心とした農業経営者の経営安定を推進。認定農業者育成
活動、集落営農育成活動等、新規就農育成確保活動、農地の確保と
有効利用、担い手アドバイザーの設置

一般 法令の実施義務（自治事務）

農業経営基盤強化法

5,160

北上市農業再生協議会負
担金

農業経営者 農業経営改善計画認定審査委員会５回 ・農地利用集積円滑化事業
契約件数　435件　契約面積 255ha
・農業経営改善計画認定審査会　開催
　６回

・農地利用集積円滑化事業
契約件数　82件、契約面積　64.8ha

・認定農業者審査委員会
　 開催 ３回

050200-175-01

050200-177

新規就農総合支援事業

水田営農係03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

05

ソフト事業（任意）

青年就農給付金制度の適正な事業推進。青年就農者の定着支援の
ため、就農直後の所得を確保する給付金を交付する。また、新規就
農者への取り組みに対しても支援する。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

新規就農総合支援事
業実施要綱

きたかみ地域農業マス
タープラン 20

新規就農総合支援事業

新規就農者等 就農に関する相談28件
Ｈ26青年就農給付金対象者４名

就農に関する相談24件
Ｈ25青年就農給付金対象者９名

就農に関する相談24件
Ｈ24青年就農給付金対象者５名

050200-177-01

050200-180

養豚経営安定対策事業費
補助金

園芸畜産係03-03-01
農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

養豚農家の経営安定と計画的な生産を図るもの。豚価の低価格時の
価格差補てん事業

一般 法令に特に定めのないもの

2,849
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

養豚経営安定対策事業費
補助金

養豚農家 農協系　11,335頭
商業系　29,400頭
合   計　40,735頭
補助金　2,525,570円（40,735頭×62円/
頭）

農協系　16,100頭
商業系　29,600頭
合   計　45,700頭
補助金　125円×45,700頭＝5,712,500
円

農協系　16,320頭
商　系　30,970頭
合　計　47,290頭

050200-180-01

050200-182

経営所得安定対策推進事
業

水田営農係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

農業者戸別所得補償制度の推進。北上市農業再生協議会が事業主
体である農業者戸別所得補償制度の推進にかかる事務費への補助

一般 法令の実施義務（自治事務）

18,267

経営所得安定対策推進事
業

北上市農業再生協
議会

・補助金交付額17,377,000円
・経営所得安定対策加入件数　4,888件
・交付金額　1,990百万円

・補助金交付額17,676,000円
・経営所得安定対策加入件数　3,008件
・交付金額　1,624百万円

・補助金交付額16,750,000円
・農業者戸別所得補償制度利用状況
制度加入件数　3,107件
・交付金額　1,602百万円

050200-182-01

050200-183

青年就農給付金

水田営農係03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

適正に給付金を交付する。給付要件を満たす青年就農者に対して年
間150万円を最長５年間給付する。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

新規就農総合支援事
業実施要綱

きたかみ地域農業マス
タープラン 34,289

青年就農給付金

（原則45歳未満の）
独立・自営青年就
農者

Ｈ26年度給付対象者
上期・下期給付された者13名

Ｈ25年度給付対象者
上期・下期給付された者７名、下期のみ
給付された者２名

Ｈ24年度給付対象者
上期・下期給付された者３名、下期のみ
給付された者２名

050200-183-01

050200-184

人・農地問題解決推進事業

水田営農係03-03-01

農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

地域農業マスタープランの作成と更新を行う。
集落・地域内における担い手の育成・確保にむけた計画や農地集積
の計画などを内容とする「地域農業マスタープラン」について、地域の
合意形成を経ながら、作成し更新を行うもの。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

人・農地問題解決加速
化支援事業実施要綱 9,065

人・農地問題解決推進事
業

市内の農業者 ・プランの作成地区13地区
・プランの更新２回
・地域の話し合い等27回
・検討会２回
・作成チーム会議４回

・プランの作成地区13地区
・
プランの更新２回
・
地域の話し合い等23回
・
検討会２回
・作成チーム会議５回

・プランの作成地区13地区
・プランの更新１回（全13地区）
・
地域の話し合い等21回
・
検討会２回
・
作成チーム会議10回

050200-184-01

050200-185

農地集積協力金

水田営農係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

適正に協力金を交付する。地域農業マスタープランに掲げる農地集
積の計画に基づき、交付対象者に農地集積協力金を交付する。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

戸別所得補償経営安
定推進事業実施要綱

きたかみ地域農業マス
タープラン

農地集積協力金

農地集積に協力す
る農業者等

国の事業変更により実績なし ・交付決定額32,917,000円
【内訳】
・経営転換協力金32,800,000円、対象
者76件
・分散錯圃解消協力金117,000円、対象
者７件

・交付決定額16,782,500円
【内訳】
・経営転換協力金16,400,000円　対象
者38件　対象面積28.94ha
・分散錯圃解消協力金382,500円
　対象者９件　対象者面積7.65ha

050200-185-01

050200-186

東日本大震災農業生産対
策事業費補助金

園芸畜産係03-03-01
農業の生産性向上

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

放射性物質吸収抑制対策として、「放射能物質影響防止のための農
作物生産管理マニュアル」に基づき、土壌中の交換性カリ成分の改
良を行う。
対象作物：大豆、そば
補助率１０／１０（事業主体：花巻農協）

一般 法令に特に定めのないもの

810
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

東日本大震災農業生産対
策事業費補助金

集落営農組合　農
業生産法人

実施主体：３
(道地集落営農組合外２組織)
事業費：16,466,500円
交付決定額：13,601,000円

・道地集落営農組合ほか２組織　計３事
業実施主体
・事業費16,466,500円
・交付決定額13,601,000円

・北上市、(株)西部開発農産ほか２組織
　計４事業実施主体
・事業費12,624,174円
・交付決定額10,496,000円

050200-186-01

050200-202

いわて型牧草地再生対策事
業

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

県が牧草の利用自粛を要請している地域等以外の地域等における
牧草地の放射性物質の低減（草地更新）を図る。補助率①市町村以
外の事業主体の場合10/10（うち県1/2、市1/2）②市町村が事業主体
の場合1/2（県）　補助残の1/2は市町村費
　

一般 法令に特に定めのないもの

12,901

いわて型牧草地再生対策
事業

畜産農家等 ・酪農家（３戸）草地更新　16.52ha
・水上牧野草地更新 5.51ha
・合計 22.03ha

・酪農家（１戸）草地更新　4.98ha
・水上牧野草地更新 12.33ha
・合計 17.31ha

050200-202-01

050200-802

農産物生産拡大対策事業
費補助金

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

北上市の重点振興作物である、小菊・ねぎ・アスパラガスの新規栽培
者を育成することで生産強化を図り、生産者の所得向上、合わせて
特産品としての定着とさらなる飛躍を目指す。小菊・ねぎ・アスパラガ
スの新規栽培・増反者（新植・改植含む）へ初期費用（種苗・資材）の
補助
市１／４、農協１／４

一般 法令に特に定めのないもの

1,618

農産物生産拡大対策事業
費補助金

小菊・ねぎ・アスパ
ラガスの新規栽培
者

アスパラガス　新規10名、2年目4名
ねぎ　新規2名、増反4名
さといも　種いも増殖1名

・小菊
新規２名、総面積20ａ
・アスパラガス
新植４名、改植１名、総面積156ａ
・ねぎ
新規４名、増反１名、総面積205ａ

○小菊
新規２名、総面積20ａ
○アスパラガス
新植４名、改植１名、総面積156ａ
○ねぎ
新規４名、増反１名、総面積205ａ

○小菊
新規４名、総面積110ａ
○アスパラガス
新植４名、改植１名、総面積142ａ
○ねぎ
新規１名、増反４名、総面積59ａ

050200-802-01

050200-804

新規就農者育成支援事業

園芸畜産係03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

05

ソフト事業（任意）

新規就農者への技術指導を行う者に対して指導料を支払うことで、
新規就農者の育成、確保を図る。新規就農者が農業指導士や認定
農業者などから技術指導を受けた場合、その指導料を補助（１回当た
り４千円）

一般 法令に特に定めのないもの

81

新規就農者育成支援事業

新規就農者 申請者0名 申請者０名 申請者（新規就農者）３名
指導者　４名、指導回数24回

申請者（新規就農者）４名
指導者　のべ９名、指導回数25回

050200-804-01

050200-808

農産物放射性物質検査事
業

園芸畜産係03-03-04

環境保全型農業の推進

05

ソフト事業（任意）

北上市内で生産・収穫される農産物が、放射性物質に汚染されてい
ないか、安全に食することができるかを確認することにより、市民の
食生活の安全を守る。北上市内産の農産物の放射性物質検査につ
いて、自家消費用、産直出荷用分の簡易検査を民間事業者に委託し
て実施する。

一般 法令に特に定めのないもの

787

農産物放射性物質検査事
業

北上市内に住所を
有する個人

・H27.2月末現在の検査数　163
うち国の基準値超過　７検体

（山菜1件、きのこ6件）
・品目別検査数
野菜　3、山菜106、きのこ類　54

・H26.2月末現在の検査数　314
うち国の基準値超過　15検体

（山菜5件、きのこ10件）
・品目別検査数
野菜　75
、果樹　15、米穀　10、山菜  133、きのこ
類　71
、その他　10

H25.2月末までの実績
総数　340検体（うち国の基準値超過　７
検体)
分野別別では、
野菜　　　34種で 84検体
果樹　　　15種で 37検体
米穀　　　５種で 42検体

山菜　　　17種で 74検体

きのこ　34種で103検体
 計　　105種で340検体

050200-808-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

050200-809

全国和牛能力共進会出品
補助金

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

産肉能力の向上と斉一化に努め種牛能力に関する育種価評価の体
制作りの基礎確立のため、５年に一度開催される『第10回全国和牛
能力共進会』に参加することにより、地域の家畜改良増殖の促進と出
品・飼養技術の研鑽を深めると共に、北上市の知名度を向上させる。
地域の家畜改良増殖の促進と出品・飼養技術の研鑽を深め北上の
知名度アップのための絶好の機会であること、運搬車内にエサ・水を
１週間分以上確保した上で人(農家)と牛とが常に一緒になって遠距
離を移動しなければならず労力も経費も嵩むことから、大会参加に要
する経費の一部を助成す

一般 法令に特に定めのないもの

全国和牛能力共進会出品
補助金

花巻農業協同組合 なし なし 全国和牛能力共進会へ北上市から２者
参加

050200-809-01

050200-812

農業施設建設費補助金

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

精米処理可能数量の増加による産地競争力強化を推進するととも
に、地元の小売店、レストラン等への米の供給体制を確立することに
より、地産地消の推進と、食育の一環としての学校給食の取組みを
拡大して、更なる産地確立を図る。花巻農協が事業主体となる精米
施設の整備に対する補助。

一般 法令に特に定めのないもの

農業施設建設費補助金

花巻農協 なし ・補助金額20,000千円
・整備面積等
　Ｓ造　Ａ＝660㎡、精米機2ｔ/ｈ

050200-812-01

050200-813

鳥獣被害対策事業

園芸畜産係04-01-01

豊かな自然環境の保全

01

ソフト事業（義務）

有害鳥獣捕獲を実施することで、市民生活及び農作物への被害を防
止する。有害鳥獣の捕獲許可事務。
ツキノワグマの捕獲許可申請事務。北上市鳥獣被害対策実施隊事
務。

一般 法令の実施義務（自治事務）

鳥獣の保護及び狩猟
の適正化に関する法
律、岩手県の事務を市
町村が処理することと
する事務処理特例に
関する条例

北上市鳥獣被害防止
計画 4,489

鳥獣被害対策事業

市民 ・捕獲許可：27件(一斉捕獲1件、地域捕
獲２件、農業者の申請24件）
・捕獲申請：（カラス、カルガモ、ゴイサ
ギ、カワウ、ハクビシン、スズメ、ノウサ
ギ、クマ、イノシシ）
・捕獲数：1,003羽(頭)

050200-813-01

050200-814

岩手県立農業大学校後援
会負担金

水田営農係03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

岩手県立農業大学校後援会負担金に対する会費一般 法令に特に定めのないもの

111

岩手県立農業大学校後援
会負担金

手県立農業大学校
後援会

後援会負担金30,000円
・大学校の施設整備の拡充整備に対す
る援助
・大学校の行事に対する援助

050200-814-01

050200-815

流山市民まつり物産展出店
事業

園芸畜産係03-03-02

農産品の高付加価値化と新
たな流通の開拓

05

ソフト事業（任意）

首都圏消費地との交流により地域特産品のＰＲと販路拡大の推進を
図る。千葉県流山市民まつり「姉妹都市・友好都市物産展」に出店
し、特産品である、りんご、二子さといも等を持参し流山市民に直接
販売する。（22年度までは市の補助金があった）

一般 法令に特に定めのないもの

243
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

流山市民まつり物産展出
店事業

花巻農協、北上市
物産開発推進協議
会

○実施日　10月26日
○品目　りんご、さといも、お菓子等お土
産品、民芸品、酒類等。

リンゴ100箱、さといも5ケース完売。

北上市の友好都市である千葉県流山市
の市民まつりにおいて、北上地域の特
産品のPR活動及び販売。
○実施日　10月27日
○品目　りんご、さといも等販売、いもの
こ汁試食提供を実施。リンゴ30箱、さと
いも2ケース完売。

○実施日　10月28日
○品目　りんご、さといも、お菓子等お土
産品、民芸品、酒類等。りんごは完売
で、他は半分程度以上の売り上げ。
今回は、いものこ汁の試食提供が無理
だったので、販売に苦戦した。

○実施日　10月30日
○品目　りんご、さといも、しらゆりポーク
ウィンナー、豆銀糖、ブルーベリー菓子
等　ほぼ完売
いものこ汁の試食を提供し、好評だっ
た。

050200-815-01

050200-816

農地中間管理事業

水田営農係03-03-01

農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

農地中間管理機構を通じ、地域の担い手への農地集積を促進するた
め事業推進窓口業務、借受・貸付に関する業務を岩手県農業公社よ
り受託し行う。

一般 法令に特に定めのないもの

4,201

農地中間管理事業

地域農家 相談受付　606件050200-816-01

050200-817

機構集積協力金交付事業

水田営農係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

地域の担い手が効率的に耕作を行うことができるよう、農地中間管理
機構に農地を貸付け、農地集積に協力する地域又は個人に協力金
を交付する。

一般 法令に特に定めのないもの

207,827

機構集積協力金交付事業

地域農家 ・地域集積協力金　100634千円
（27954a）
・経営転換協力金　99200千円（244戸）
・耕作者集積協力金　4904千円（2469a）

050200-817-01

050200-818

農業系廃棄物焼却等事業

園芸畜産係04-01-01

豊かな自然環境の保全

05

ソフト事業（任意）

放射能に汚染された農林業系廃棄物の本格焼却は、一般ごみとの
混焼により放射能レベル1,000Bｑ/ｋｇ以下にする必要がある。このた
め、試験的に焼却を行い、安全に焼却できる混焼率を確認する作業
を実施。一時保管されている牧草の運搬、裁断処理作業。

一般 法令に特に定めのないもの

13,475

農業系廃棄物焼却等事業

牧草一時保管対象
者

試験焼却を実施050200-818-01

050200-819

北上市農業経営の法人化
等支援補助金

水田営農係03-04-04

農林業の担い手等人材の
育成支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

地域の中心となる経営体の育成・確保のため、集落営農の法人化及
び組織化に対して補助金を交付する。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市農業経営の法人化
等支援補助金

市内農業者050200-819-01

050200-820

死亡牛処理円滑化推進事
業費補助金

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

県南地域における死亡牛処理等に係る割増経費に対して、県・市等
が一体となって支援することにより、畜産経営の負担軽減を図り、死
亡牛処理の円滑化と畜産経営の安定化を図る。県南処理施設の稼
働停止に伴う前橋市にある処理施設への運搬経費に対する補助。

一般 法令に特に定めのないもの

1,199

死亡牛処理円滑化推進事
業費補助金

畜産経営者 24か月齢以上 8,533円×５頭
24か月齢未満 8,000円×13頭

050200-820-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

050200-821

園芸産地拡大推進事業費
補助金（地方創生推進事
業）

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

主食用米の過剰在庫と消費量の低下傾向の中で米価下落が続き農
家経営を圧迫していることから、小規模でも収益力の高い園芸作物
への転換を進め収益の向上を図るため、新規に取り組む者等の初期
投資経費を補助する。特にアスパラガスについては県内一の産地と
しての優位性を高めるため、農協のアスパラ倍増３か年計画の呼応
して重点的に支援する。

一般 法令に特に定めのないもの

971

園芸産地拡大推進事業費
補助金

新規就農者等 H27に繰越050200-821-01

050200-822

畜産競争力強化整備事業
費補助金

園芸畜産係03-03-01
農業の生産性向上

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

畜舎等の整備補助一般 法令に特に定めのないもの

畜産競争力強化整備事業
費補助金

050200-822-01

050200-823

利用自粛牧草等処理円滑
化事業

園芸畜産係03-03-01

農業の生産性向上

05

ソフト事業（任意）

これらの利用自粛の対象物を運搬、処理することにより、農家の負担
軽減、不安の解消を目的とする。対象物の運搬、処理

一般 法令に特に定めのないもの

利用自粛牧草等処理円滑
化事業

原子力発電所事故
に由来する利用自
粛牧草等

050200-823-01
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