
令和元年度実施　事務事業評価・実施計画 № 115

Plan

事業名 農業振興推進事業 事業類型 ソフト ○ 区分 継続

予算科目 一般 会計 6 款 1 項 2 目 160 326

担当部署 部 産業部 課 産業振興課

総合計画体系 めざすまちの姿 基本計画 ６－②食を守る農業

事業の目的 産業としての農業を振興するため、農家の経営安定化を図る。

事業の概要 農業の振興を図るため、農業共済事業の推進や農業経営資金への利子助成、農林水産業鳥獣被害対策事業への補助を行う。

Do

事務事業評価 （単位：千円）

事業内容と活動実績 決算見込額 内、特定財源

1,573 495

565 31

市民農園　新規整備：表鷲津１件、施設整備：２件 999 0

その他 2,493 0

合計 5,630 526

Check

成果指標

成果指標名（単位）

農業経営資金償還利子助成実施件数 26 27 29 30

判定 判定理由や課題、改善した点など

必要性 A 事業拡大する意欲のある農業者への積極的な支援を行うことで農業の振興を図ることができる。

有効性 A 利子助成を行うことで農業経営者の負担を軽減できる。電気柵の設置等により有害鳥獣被害を防ぐことができる。

効率性 B 利子助成による農業経営基盤強化され、農業の振興が図られる。

Action

事業費 左記についてのコメント

維持 次年度 維持

実施計画 （単位：千円）

事業内容
令和元年度

有害鳥獣被害対策

（捕獲委託、わな免許取得補助、防護柵設置補助、有害鳥獣捕獲）

市民農園　施設整備

３か年の合計事業費 15,132

実施
計画

事業1 事業2

６　産業の発展や交流による活力あふれ
るまち

平成30
年度

有害鳥獣被害対策（捕獲委託、わな免許取得補助１件、防護柵設置補助12件、有害鳥獣捕獲91頭）

農業経営資金償還利子助成（スーパーL8件、農業近代化19件、台風2件）　

H29実績 H30目標 H30実績 R1目標

事業の
評価

今後の
方向性

個体（鳥獣）については有害鳥獣として駆除することも必要であるため、
猟友会及び環境課との協力体制を構築していく。

令和2年度 令和3年度

農業経営資金償還利子助成（スーパーL、農業近代化、台風）　



令和元年度実施　事務事業評価・実施計画 № 116

Plan

事業名 農業経営基盤強化促進対策事業 事業類型 ソフト ○ 区分 継続

予算科目 一般 会計 6 款 1 項 3 目 161 330

担当部署 部 産業部 課 産業振興課

総合計画体系 めざすまちの姿 基本計画 ６－②食を守る農業

事業の目的 地域農業の中心となる認定農業者及び認定指向農家等の育成を図る。

事業の概要

Do

事務事業評価 （単位：千円）

事業内容と活動実績 決算見込額 内、特定財源

湖西市農業振興協議会　 1,045 0

青年就農給付金（農業次世代人材投資事業）　継続２名　新規１名 3,579 3,579

その他 815 0

合計 5,439 3,579

Check

成果指標

成果指標名（単位）

認定農業者認定数 85 89 86 90

判定 判定理由や課題、改善した点など

必要性 A 意欲ある農業者への積極的な支援を行うことで農業の振興を図ることができる。

有効性 A 認定農業者への農地集積により、耕作放棄地の解消を図ることができる。

効率性 B

Action

事業費 左記についてのコメント

維持 次年度 維持

実施計画 （単位：千円）

事業内容
令和元年度

湖西市農業振興協議会

経営体育成支援事業費補助金

農業次世代投資資金

農地中間管理機構集積協力金

３か年の合計事業費 30,948

実施
計画

事業1 事業2

６　産業の発展や交流による活力あふれ
るまち

地域の中心となる農家（担い手）を育成するため、担い手への農地の集積や担い手が行う事業への支援及び経営改善計画の認
定などを行う。

平成30
年度

H29実績 H30目標 H30実績 R1目標

事業の
評価

新たに認定農業者となる農業者がいる一方で、高齢や後継者がいない等の理由でやめる農業者もおり、認定農業者
数が増加しない。

今後の
方向性

認定農業者の意向や状況を把握することで、農業経営の近代化と後継者育成に対する有効な方
法を検討していく。また、認定農業者の増加や認定農業者への農地集積により、耕作放棄地の解
消を図る。

令和2年度 令和3年度



令和元年度実施　事務事業評価・実施計画 № 117

Plan

事業名 畜産振興対策事業 事業類型 ソフト ○ 区分 継続

予算科目 一般 会計 6 款 1 項 4 目 162 332

担当部署 部 産業部 課 産業振興課

総合計画体系 めざすまちの姿 基本計画 ６－②食を守る農業

事業の目的 畜産農家の経営安定化を図るとともに、畜産による臭気対策に重点を置いた事業を展開する。

事業の概要

Do

事務事業評価 （単位：千円）

事業内容と活動実績 決算見込額 内、特定財源

500 0

湖西市畜産環境衛生対策協議会による畜産業への臭気対策補助 2,500 0

その他 163 0

合計 3,163 0

Check

成果指標

成果指標名（単位）

臭気対策事業実施件数 8 28 11 20

判定 判定理由や課題、改善した点など

必要性 A 畜産業者の発展と移住定住を進める上で臭気対策は必要不可欠である。

有効性 A 臭気対策を行うことで周辺地域への臭気の軽減が図られている。

効率性 A

Action

事業費 左記についてのコメント

拡大 次年度 維持

実施計画 （単位：千円）

事業内容
令和元年度

湖西市畜産環境衛生対策協議会による畜産業への臭気対策補助

３か年の合計事業費 11,639

実施
計画

事業1 事業2

６　産業の発展や交流による活力あふれ
るまち

湖西市畜産環境衛生対策協議会が行う事業に対して補助金を交付する。また、密閉化・消臭装置設置・消臭飼料等に対する補助
事業に対して補助を行う。

平成30
年度

湖西市畜産環境衛生対策協議会によるイベント等への参加によるPR活動等

（密閉化1件、脱臭装置１件、消臭飼料等9件）

H29実績 H30目標 H30実績 R1目標

事業の
評価

臭気は天候に左右されやすく、また臭気の感じ方に個人差もあり、測定し基準値以内であっても臭気を感じるなど、対
策による効果判定が難しい。

今後の
方向性

畜産施設の周辺地域では悪臭が問題となっており、臭気対策は市が継続して取り組む必要がある
。

令和2年度 令和3年度

湖西市畜産環境衛生対策協議会によるイベント等への参加によるPR活動等



令和元年度実施　事務事業評価・実施計画 № 118

Plan

事業名 土地改良整備事業 事業類型 ハード ○ 区分 継続

予算科目 一般 会計 6 款 1 項 7 目 164 335

担当部署 部 産業部 課 産業振興課

総合計画体系 めざすまちの姿 基本計画 ６－②食を守る農業

事業の目的 農業用施設の長寿命化を図り、既存の施設を有効利用する。

事業の概要 豊川用水二期事業の推進及び老朽化が目立つ農業用ため池、排水機場、基幹農道の整備を県営事業で行う。

Do

事務事業評価 （単位：千円）

事業内容と活動実績 決算見込額 内、特定財源

県営事業負担金 30,411 0

豊川用水二期事業負担金 9,553 0

14,429 12,179

その他 148 127

合計 54,541 12,306

Check

成果指標

成果指標名（単位）

判定 判定理由や課題、改善した点など

必要性

有効性

効率性

Action

事業費 左記についてのコメント

拡大 次年度 拡大

実施計画 （単位：千円）

事業内容
令和元年度

県営事業負担金

　（ため池整備（新池）、基幹水利施設ストマネ（新居）、基幹農道整備（浜名湖西部））

豊川用水二期事業負担金

３か年の合計事業費 152,782

実施
計画

事業1 事業2

６　産業の発展や交流による活力あふれ
るまち

平成30
年度

　(ため池整備（新池）、基幹水利施設ストマネ（新居排水機場）、基幹農道整備（浜名湖西部）)

多面的機能支払交付金事業　13団体

H29実績 H30目標 H30実績 R1目標

事業の
評価

今後の
方向性

農業用施設の老朽化が進んでおり、改修等の必要な施設が今後増えることが予測されるため、
事業費は増加傾向である

令和2年度 令和3年度

多面的機能支払交付金事業　13団体
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