
No.8
流域貯留浸透事業 （既存・維持） 土木課

No.9
遊休農地解消事業 （既存・維持） 農業委員会

No.6
住宅耐震化啓発支援事業 （既存・拡大） 都市計画課

No.7
空家等対策関係事業 （既存・維持） 都市計画課

No.4
畑分川線道路整備事業（Ⅰ工区） （既存・維持） 土木課

No.5
通学路安全対策事業 （既存・拡大） 農政土木管理課

No.2 尼寺関屋線・畑分川線整備事業
（スポーツ公園関連）

（既存・維持） 土木課

No.3
橋梁等長寿命化修繕事業 （既存・拡大） 農政土木管理課

優先順位 事業名 区分 所属名

No.1 香芝市スポーツ公園整備事業
（プール整備）

（既存・維持） 土木課

部局長名 堀本　武史 

令和 3 年度 部局目標シート

部局名 都市創造部



R 3

3 4 5 6

R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 1

事業名 香芝市スポーツ公園整備事業（プール整備） （既存・維持）
部局名 都市創造部

施策 26 生活基盤・地域拠点の整備・機能の充実 06260101

主な取り組み 01 公園整備の推進 第５次総合計画前期基本計画

所属名 土木課

◆事業の位置付け

政策 06 自然と調和した快適で便利な暮らしのために。（自然・環境・都市基盤） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（２）香芝とのつながりを築き、香芝への新しいひとの流れをつくる 基本目標（４）ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 香芝市スポーツ公園整備事業 92-94 ページ

事務事業の概要 恵まれた自然環境の中で、市民の誰もが安全で自由に遊び、多様なスポーツが行える公園を計画的に整備します。

運営方法 補助等 事業期間 複数年度 （H29年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

自然に囲まれた空間で、子供たちが元気に遊べる場・若者とちの交流の場・高齢者の健康づくりの場の提供。
広域避難地として防災拠点を整備することにより、市全体の防災体制の向上が図られる。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

現状：事業地の一部は自然公園法に規定される区域内である。市内には地域防災計画における広域避難地は無い。
課題：自然公園法の規定・基準を厳守する。広域避難地を早期に整備する必要がある。

年度実施内容
・事業用地の取得
・継続的な造成工事の実施

事業分類 自治事務 根拠法令 都市計画法、都市公園法、自然公園法

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 221,570,000 180,000,000 710,000,000 300,000,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 173,000,000 171,000,000 674,500,000 285,000,000

国県支出金 70,000,000 90,000,000 355,000,000 150,000,000

地方債 103,000,000 81,000,000 319,500,000 135,000,000

その他

一般財源 48,570,000 9,000,000 35,500,000 15,000,000

委託料 37,070,000

年度 工事請負費 51,500,000

スポーツ公園費

節

区分 金額

内容
積算

＜財源内訳＞
　・国県支出金：社会資本整備総合交付金（国費率1/2・1/3）
　　　　　　　　補助対象事業費51,000千円×1/2＝25,500千円
　　　　　　　　補助対象事業費133,500千円×1/3＝44,500千円
　・地方債：補助対象事業費184,500千円-国費70,000千円＝114,500千円
　　　　　　114,500千円×90％（充当率）＝103,000千円
＜予算科目＞
　・委託料：分筆測量、補償調査
　・工事請負費：造成工事
　・公有財産購入費：山林及び宅地
　・補償、補填及び賠償金：工作物等移転補償金

款 土木費 項 都市計画費 目

予算科目 公有財産購入費 105,500,000

補償補填及び賠償金 27,500,000

合計（自動計算） 221,570,000
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R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 2

事業名 尼寺関屋線・畑分川線整備事業（スポーツ公園関連） （既存・維持）
部局名 都市創造部

施策 27 道路整備の充実 06270101

主な取り組み 01 幹線道路の整備 第５次総合計画前期基本計画

所属名 土木課

◆事業の位置付け

政策 06 自然と調和した快適で便利な暮らしのために。（自然・環境・都市基盤） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（４）ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝 ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 主要幹線道路整備事業 95-96 ページ

事務事業の概要 都市計画道路の整備を段階的に進めます。

運営方法 補助等 事業期間 複数年度 （H27年度～　R6年度）

期待できる効果
（展望）

広域避難地となる「香芝市スポーツ公園」への安全なルートの構築とアクセス時間の短縮。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

現状：広域避難地となる「香芝市スポーツ公園」へのアクセスルートは、住宅地内の狭あいな道路によるものとなっている。
課題：「香芝市スポーツ公園」へのアクセスは、幹線道路など明確なアクセスの構築が必要である。

年度実施内容
・事業用地の取得
・用地取得済箇所の道路整備工事の実施

事業分類 自治事務 根拠法令 都市計画法、道路法

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 163,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 152,000,000 95,000,000 95,000,000 95,000,000

国県支出金 80,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

地方債 72,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000

その他

一般財源 11,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

委託料 2,000,000

年度 工事請負費 29,000,000

街路事業費

節

区分 金額

内容
積算

＜財源内訳＞
　・国県支出金：社会資本整備総合交付金（国費率1/2）
　　　　　　　　補助対象事業費160,000千円×1/2＝80,000千円
・地方債：補助対象事業費160,000千円-国費80,000千円＝80,000千円
　　　　　　80,000千円×90％（充当率）＝72,000千円
＜予算科目＞
　・委託料：分筆測量、補償調査
　・工事請負費：道路整備工事
　・公有財産購入費：山林及び宅地
　・補償、補填及び賠償金：工作物等移転補償金

款 土木費 項 都市計画費 目

予算科目 公有財産購入費 93,300,000

補償補填及び賠償金 38,700,000

合計（自動計算） 163,000,000
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令和 3 年度部局目標事業シート
No. 3

事業名 橋梁長寿命化修繕事業 （既存・維持）
部局名 都市創造部

施策 27 道路整備の充実 06270202

主な取り組み 02 生活道路等の安全性の確保 第５次総合計画前期基本計画

所属名 農政土木管理課

◆事業の位置付け

政策 06 自然と調和した快適で便利な暮らしのために。（自然・環境・都市基盤） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（４）ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝 ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 02 橋梁点検及び長寿命化修繕事業 95-96 ページ

事務事業の概要 「香芝市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、道路橋の安全性・耐用年数の向上を図るため、修繕工事を実施します。

運営方法 全部委託 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

道路橋の安全性・耐用年数の向上。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

平成31年度に策定した長寿命化修繕計画に基づき、修繕が必要な橋梁について詳細設計を実施する必要がある。

年度実施内容 修繕が必要な橋梁について修繕工事を実施するための詳細設計を行う。

事業分類 自治事務 根拠法令 道路法、道路法施行令

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 5,000,000 26,000,000 13,000,000 51,000,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 4,750,000 24,830,000 12,415,000 48,705,000

国県支出金 2,750,000 14,300,000 7,150,000 28,050,000

地方債 2,000,000 10,530,000 5,265,000 20,655,000

その他

一般財源 250,000 1,170,000 585,000 2,295,000

委託料 5,000,000

年度

道路維持費

節

区分 金額

内容
積算

・委託料　５,000千円
　　橋梁長寿命化修繕設計委託料５,000千円
　　　　　<道路メンテナンス事業費補助金　55/100 　２,７５0千円>

款 土木費 項 道路橋梁費 目

予算科目

合計（自動計算） 5,000,000
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令和 3 年度部局目標事業シート
No. 4

事業名 畑分川線道路整備事業（Ⅰ工区） （既存・維持）
部局名 都市創造部

施策 27 道路整備の充実 06270101

主な取り組み 01 幹線道路の整備 第５次総合計画前期基本計画

所属名 土木課

◆事業の位置付け

政策 06 自然と調和した快適で便利な暮らしのために。（自然・環境・都市基盤） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（４）ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝 ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 主要幹線道路整備事業 95-96 ページ

事務事業の概要 都市計画道路の整備を段階的に進めます。

運営方法 補助等 事業期間 複数年度 （H27年度～　R5年度）

期待できる効果
（展望）

王寺町からの通行車両を減少（分散）させることによる交通事故の減少。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

現状：焼却場「美濃園」へ向かう車両は白鳳台地区内の尼寺関屋線に集中しており、特に収集車の通行が多い。
課題：通行車両により交通事故の発生（多発）が懸念される。

年度実施内容
・事業用地の取得
・用地取得済箇所の道路整備工事の実施

事業分類 自治事務 根拠法令 都市計画法、道路法

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 382,000,000 260,000,000 460,000,000 0

財源内訳

特定財源（自動計算） 359,100,000 247,000,000 437,000,000 0

国県支出金 189,000,000 130,000,000 230,000,000

地方債 170,100,000 117,000,000 207,000,000

その他

一般財源 22,900,000 13,000,000 23,000,000

委託料 2,000,000

年度 工事請負費 374,000,000

街路事業費

節

区分 金額

内容
積算

＜財源内訳＞
　・国県支出金：社会資本整備総合交付金（国費率1/2）
　　　　　　　　補助対象事業費378,000千円×1/2＝189,000千円
　・地方債：補助対象事業費378,000千円-国費189,000千円＝189,000千円
　　　　　　189,000千円×90％（充当率）＝170,100千円
＜予算科目＞
　・委託料：分筆測量
　・工事請負費：道路整備工事（下部）
　・公有財産購入費：山林
　・補償、補填及び賠償金：立竹木等

款 土木費 項 都市計画費 目

予算科目 公有財産購入費 5,000,000

補償補填及び賠償金 1,000,000

合計（自動計算） 382,000,000
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R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 5

事業名 通学路安全対策事業 （既存・維持）
部局名 都市創造部

施策 22 交通安全対策の強化 05220201

主な取り組み 02 交通安全施設の整備 第５次総合計画前期基本計画

所属名 農政土木管理課

◆事業の位置付け

政策 05 まちと人の安全・安心のために。（安全・安心） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（４）ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝 ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 交通安全施設整備事業 83-84 ページ

事務事業の概要 通学路交通安全プログラムなどに基づき、交差点付近の防護柵設置などの安全対策を実施します。

運営方法 全部委託 事業期間 複数年度 （　　　年度～　令和　年度）

期待できる効果
（展望）

通学路の安全性を確保することができる。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

通学路安全対策プログラムに基づき、予算内での要対策箇所の整備を行っているが、増大する要望についても整備を早急に行い児童の安全を確
保する必要がある。

年度実施内容
通学路安全対策プログラムに基づき、要対策箇所の整備を行う。
　　グリーンベルト等、交差点改良

事業分類 自治事務 根拠法令 道路法、道路法施行令

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 16,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 15,200,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000

国県支出金 8,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

地方債 7,200,000 900,000 900,000 900,000

その他 0 0 0 0

一般財源 800,000 100,000 100,000 100,000

工事請負費 16,000

年度

道路維持費

節

区分 金額

内容
積算

・工事請負費　１６,000千円
　　通学路等安全対策工事１６,000千円<社会資本整備総合交付金1/2　８,000千円>

款 土木費 項 道路橋梁費 目

予算科目

合計（自動計算） 16,000
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R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 6

事業名 住宅耐震化啓発支援事業 （既存・維持）
部局名 都市創造部

施策 20 災害対策の強化 05200201

主な取り組み 02 防災・減災対策の強化 第５次総合計画前期基本計画

所属名 都市計画課

◆事業の位置付け

政策 05 まちと人の安全・安心のために。（安全・安心） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（４）ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝 ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 住宅耐震化啓発支援事業 78-80 ページ

事務事業の概要 耐震改修工事補助や耐震診断の制度充実を図るとともに、広報等で市民へ周知し、住宅耐震化の促進を図ります。

運営方法 補助等 事業期間 複数年度 （R３年度～R7年度）

期待できる効果
（展望）

・都市の防災性を高める
・震災から市民の生命、財産を守る
・市民の防災意識向上

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

現状：香芝市耐震改修促進計画では、住宅耐震化率を令和2年度約９０％から令和７年度までに95％にする目標を掲げている。また、危険なブ
ロック塀等が市内に多数存在している。
課題：耐震診断受診者が耐震改修工事実施に結び付いていないため、これまで以上に普及啓発に努め、耐震化を促進する必要がある。また、道
路に面したブロック塀等の倒壊を未然に防止することで、都市の防災性を高め、震災から市民の生命及び財産を守る必要がある。

年度実施内容

・無料耐震診断事業（目標１０件）
・耐震改修工事補助事業（目標２件）
・住宅耐震に係る市民フォーラムの開催
・道路に面したブロック塀等の撤去工事（目標５件）
・耐震シェルター設置工事補助事業（目標２件）

事業分類 自治事務 根拠法令 ―

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 3,534,000 3,534,000 3,534,000 3,534,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 2,416,000 2,416,000 2,416,000 2,416,000

国県支出金 2,416,000 2,416,000 2,416,000 2,416,000

地方債 0 0 0 0

その他 0 0 0 0

一般財源 1,118,000 1,118,000 1,118,000 1,118,000

需用費 22,000

年度 役務費 12,000

災害対策費

節

区分 金額

内容
積算

＜財源内訳＞
・国庫支出金：社会資本整備総合交付金（補助率：1/2、1/3　　１，６６６千円）
・県支出金：補助金（補助率：1/4　　750千円）
＜予算科目＞
・需用費：コピー代、耐震化啓発チラシ代　２２千円
・役務費：郵便料（耐震診断受診者への通知文書等送付）　１２千円
・委託料：既存木造住宅耐震診断事業（@50千円×10件=500千円）
・負担金補助及び交付金
既存木造住宅耐震改修工事補助金（@1,000千円×１件＋@500千円×１件=1,500千円）
ブロック塀等撤去工事補助金（@100千円×５件=500千円）
耐震シェルター設置工事補助金（@500千円×１件＋250千円×2件=1,000千円）

款 消防費 項 消防費 目

予算科目 委託料 500,000

負担金補助及び交付金 3,000,000

合計（自動計算） 3,534,000



R 3

3 4 5 6

R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 7

事業名 空家等対策関係事業 （既存・維持）
部局名 都市創造部

施策 25 良好な市街地・持続可能な公共交通ネットワークの形成 06250104

主な取り組み 01 良好な市街地の形成 第５次総合計画前期基本計画

所属名 都市計画課

◆事業の位置付け

政策 06 自然と調和した快適で便利な暮らしのために。（自然・環境・都市基盤） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（２）香芝とのつながりを築き、香芝への新しいひとの流れをつくる 基本目標（４）ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝

― ―

◆事業の概要

事務事業 04 空家等対策関係事業 90-91 ページ

事務事業の概要
空き家管理の重要性を周知するため、所有者等への情報提供を行うとともに、問題のある空き家等の把握に努め、所有者等による適正な管理や
活用を促進します。

運営方法 補助等 事業期間 複数年度 （H30年度～R9年度）

期待できる効果
（展望）

管理不全の空き家を減らすことで、市民生活の安全及び安心並びに生活環境の保全及び改善が図られる。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

現状：平成２８年度に実施した空き家実態調査の結果、本市には６１４戸の空き家がある。その一部は適正管理が行われておらず、周辺地域住民
の生活環境に悪影響を及ぼしている。
課題：空き家所有者の管理意識の希薄化、経済的理由により適正管理が行われておらず、改善を図っていく必要がある。

年度実施内容

・管理不全の空き家所有者に対する所有者等の責務の周知
・空き家管理サービス、市場流通の促進を図る等の情報提供
・空き家の除却、利活用に要する経費の一部を補助（除却２件、利活用１件）
・空き家の実態調査

事業分類 自治事務 根拠法令 空家等対策の推進に関する特別措置法

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 2,158,000 2,158,000 2,158,000 2,158,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

国県支出金 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

地方債 0 0 0 0

その他 0 0 0 0

一般財源 1,158,000 1,158,000 1,158,000 1,158,000

報酬 70,000

年度 旅費 23,000

都市計画対策費

節

区分 金額

内容
積算

＜財源内訳＞
・国庫支出金：空き家対策総合支援事業補助金（補助率：1/2　　1,000千円）
＜予算科目＞
・報酬：空家等対策推進協議会委員7名×5千円/人・回×２回=70千円
・旅費：県補助金協議、空き家所有者訪問等　23千円
・需用費：コピー代、コピー用紙代、食料費　37千円
・役務費：郵便料（空き家所有者への適正管理依頼通知等送付）　9千円
・使用料及び賃借料：有料道路通行料、駐車場使用料（空き家所有者宅訪問等）　19千円
・負担金補助及び交付金：空家等対策推進支援事業補助金　2,000千円
（除却：@500千円×2件=1,000千円、利活用：@1,000千円×1件=1,000千円）

負担金補助及び交付金 2,000,000

款 土木費 項 都市計画費 目

予算科目 需用費 37,000

役務費 9,000

使用料及び賃借料 19,000

合計（自動計算） 2,158,000



R 3

3 4 5 6

R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 8

事業名 流域貯留浸透事業 （既存・維持）
部局名 都市創造部

施策 20 災害対策の強化 05200203

主な取り組み 02 防災・減災対策の強化 第５次総合計画前期基本計画

所属名 土木課

◆事業の位置付け

政策 05 まちと人の安全・安心のために。（安全・安心） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（４）ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝 ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 03 大和川流域総合治水対策事業 78-80 ページ

事務事業の概要 ため池を活用した貯留施設の整備を計画的に進めます。

運営方法 補助等 事業期間 複数年度 （H30年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

治水量確保による浸水被害の軽減と合わせて、ため池の機能維持・改善（相乗的効果）

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

現状：大和川流域総合治水対策により、本市の総合治水対策実施計画に基づくため池治水対策量５５，３００㎥に対して、令和２年度末には　　約２
５，０００㎥（約４５％）の治水量確保となる。
課題：昨今の局地的豪雨に対応するため継続的に整備を進める必要がある。

年度実施内容 ・畑地区（上ノ池・新池）のため池治水対策工事の実施

事業分類 自治事務 根拠法令 河川法

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 20,000,000 3,000,000 21,000,000 51,000,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 16,800,000 0 19,600,000 47,600,000

国県支出金 6,000,000 7,000,000 17,000,000

地方債 10,800,000 12,600,000 30,600,000

その他

一般財源 3,200,000 3,000,000 1,400,000 3,400,000

工事請負費 20,000,000

年度

河川維持費

節

区分 金額

内容
積算

＜財源内訳＞
・国県支出金：社会資本整備総合交付金（国費率1/3）
　　　　　　　　補助対象事業費18,000千円×1/3＝6,000千円
・地方債：補助対象事業費18,000千円-国費6,000千円＝12,000千円
　　　　　　12,000千円×90％（充当率）＝10,800千円
＜予算科目＞
　・工事請負費：上ノ池、新池（畑地区）

款 土木費 項 河川費 目

予算科目

合計（自動計算） 20,000,000



R 3

3 4 5 6

R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 9

事業名 遊休農地解消事業 （既存・維持）
部局名 都市創造部

施策 18 農業の振興 04180111

主な取り組み 01 農業体制の整備および市内農作物の魅力創造 第５次総合計画前期基本計画

所属名 農業委員会

◆事業の位置付け

政策 04 まちの活力と魅力の向上のために。（産業・観光） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

― ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 11 耕作放棄地解消事務 74-75 ページ

事務事業の概要 農業委員による農地利用の最適化推進を進め、市民の方々の協力のもと継続的な遊休農地解消に努める。

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （H24年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

委員自らが最適化事業を行うことによる市内農地の現状把握と解消意識の周知を図り、耕作作業を通じた農業体験（幼保の子供たちで農園活
動や非農家の市民農園）で農への理解を促進し、非農家（市民）はのニーズにもマッチングした取り組みとなり、継続的な遊休農地の解消に繋げ
ることができる。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

現状：本市は農業従事者の高齢化や担い手の減少、また相続による不在地主の増加などにより遊休農地が増加し、農地の確保・有効利用を図る
ことが困難となっている。
課題：今後も遊休農地は増加し続けるものと見込まれることから、農業委員自らが解消する事等に取り組む「農地利用の最適化推進」を行い、ま
た、遊休農地所有者への個々の協力依頼により事業拡大し遊休農地解消と担い手の育成に努める。

年度実施内容
委員自らが遊休農地に耕作を行い、農作業を通じて自給率の向上啓発や農業体験（幼保の子供たちへの食育等）を行った後、地域の担い手や
特定農地貸し付け事業（市民農園）等に移行、非農家へ「土に親しみ農への理解」を推進することで、継続的な遊休農地の解消や次世代の担い
手育成に繋げる。また、広報やホームページでは「特定農地の貸し付け事業について」掲載し、事業協力者を募集して事業の拡大を図る。

事業分類 自治事務 根拠法令 農業委員会に関する法律及び特定農地貸付け法等

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 91,000 91,000 91,000 9,100

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0 0 0

国県支出金

地方債

その他

一般財源 91,000 91,000 91,000 9,100

需用費 63,000

年度 使用料及び賃借料 28,000

農業委員会費

節

区分 金額

内容
積算

○需用費：遊休農地解消に係る事業費
・消耗品（苗・肥料・農薬等）　６３，０００円
○使用料及び賃借料
・圃場管理機械（トラクター）借上料　２８，０００円（１４，０００円×2回）

款 農林商工費 項 農業費 目

予算科目

合計（自動計算） 91,000


