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生産施設等整備事業 事務事業評価シート

　成果指標の達成度の要因分析
 （新規事業及び成果指標を変更した場合は、その成果指標を設定した考え方、目標値の根拠を記載）

・意欲ある農業者を支援する制度であるほか、新たな農業展開がなされることによって雇用の創
出や人材の育成が図られるものであることから、今後も事業を推進していく。

　事業実施から３年後までに販売（生産）量を5％以上増加させることが必須要件となっている
が、天候不順による生産量の減少等により目標値より低くなった。

○ 目標値より低い

 

成果指標
の達成度

目標値より高い 概ね目標値どおり
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成果指標　（上記「意図」に対応） 単位 区分

-2.3実績

実績

実績
③

計画

②
計画

① 研修会への参加人数 人
計画 600
実績 525 810

活動指標　（上記「事業概要」に対応） 単位 区分 26年度(実績)

後援・協賛 補助・助成

25年度(実績)

市民参画の有無 対象外
適正である

市民協働の形態
共催 実行委員会・協議会 事業協力・協定

委託

公
平
性

 

・導入された施設等を効果的に活用することで、販売量の増加が
可能となる。向上余地がある

向上余地がない

効
率
性

・事業毎に定められている要綱等に応じた負担をするものであ
る。

600

・農畜産物の生産性の向上や産地拡大を推進するための支援。

 受益と負担の適正化余地 ・事業要綱によって受益と負担の区分が明確化されている。

受益機会の見直し余地がある

費用負担の見直し余地がある

　総合評価

妥当でない農業用施設・機械の整備に関する補助

○いわて地域農業マスタープラン実践支援（県単）

○経営体育成支援事業（国事業、トンネル）※H26、H25繰越

○花巻市農業経営基盤強化支援（市単）※H26、H25繰越
地域農業の活性化を図るため、農業生産活動に係る施設整備等に助成

○強い農業づくり交付金（国事業、トンネル）※H25繰越

有
効
性

 成果の向上余地

 事業費・人件費の削減余地
事業費の削減余地がある

人件費の削減余地がある

どちらも削減余地がない

目的 生産施設等の整備支援による担い手の育成と産地の拡大

対象 農業者の組織する団体等

目
的
妥
当
性

 公共関与の妥当性
意図 経営の基盤強化、複合化・多角化、6次産業化を促進する

妥当である

見直し余地がある

政策 1-1 農林業の振興
施策 3 生産基盤の整備

総合
計画

分野

会計 款 項 目

一般 06 01 03

【 事後評価 】平成 26 年度 事務事業評価シート

27年度(計画)

26年度(実績) 27年度(計画)

事業ｺｰﾄﾞ 事業名

0407 生産施設等整備事業

しごと

　事業概要



（単位：千円）

○いわて地域農業マスタープラン実践支援事業　18,309千円
単位：千円

【H26補助対象内訳】

○ ～
　≪事業実施主体及び農業機械・施設等≫

NO

1

5 大迫ぶどう協会

6 ㈱エーデルワイン

○経営体育成支援事業　4,832千円（H26：1,831千円　H25繰越：3,000千円）

・対象：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
・補助率：次の①～③のうち最も低い額（3,000千円上限）

　 ①助成の対象となる経費に10分の３を乗じて得た額
②助成の対象となる経費のうち融資額
③助成の対象となる経費から融資額及び地方公共団体等による助成額を控除して得た額
【H26補助対象内訳（H25繰越）】

NO
1

生産施設等整備事業

養液栽培施設、スクリーン設備　各一式

・意欲ある農業者を支援していく。

助成対象者 導入機械・施設 事業費 補助額

・目的：地域農業マスタープランに位置づけられた中心経営体に対する機械・施設の整備支援

事業概要

農業用施設・機械の整備に関する補助

○いわて地域農業マスタープラン実践支援（県単）

○経営体育成支援事業（国事業、トンネル）※H26、H25繰越

○花巻市農業経営基盤強化支援（市単）※H26、H25繰越
地域農業の活性化を図るため、農業生産活動に係る施設整備等に助成

○強い農業づくり交付金（国事業、トンネル）※H25繰越

4

整地、暗渠　0.62ha

防風網　1.2ha

基盤整備

部経営方針における目標

農業の生産性を高めるとともに作業効率の向上を進める。
湯本草地利用組合

年度事業期間 単年度繰返 期間限定 〔平成 平成 年度〕

一般財源 103,981 103,981 基盤整備（2事業主体）
　8,893,640千円×2/3＝5,929,094円（県4,446,000円、市1,483,094円）

その他 機械・施設整備（6事業主体）
　24,759,986円×1/2＝12,379,993円（県8,251,000円、市4,128,993円）

※注：事業主体が経営基盤強化志向の集落営農組織の場合は補助率は3/10（県1/5、市
1/10）となる。地方債

財
源
内
訳

国・県 245,126 245,126

349,107 ・補助率：
　機械・施設整備　1/2（県1/3、市1/6）※注
　基盤整備　　　　2/3（県1/2、市1/6）

事業費
・対象：集落営農組織、認定農業者等

349,107

25年度
決算額(A)

26年度
決算額(B)

27年度
現計予算額

決算額前年比
(B-A）

・目的：地域農業マスタープランに位置づけられた取り組みを行うために必要な機械・施
設の整備を支援。

≪いわて地域農業マスタープラン実践支援事業（県単）≫

06 01 03 0407 生産施設等整備事業

会計 款 項 目 事業ｺｰﾄﾞ 事業名
《事業手法の詳細》

一般

6-284農政課 担当係長 菊池正彦

事後評価 】
内線担当部署 部名 農林部 課名

事業開始の背景・経緯

花巻市の農業の持続的な発展を図るため、担い手の育成と農畜産物の産地拡大が必要である。
このため、生産機械・施設の効果的な活用による経営改善を進め、経営環境の改善に係る支援
を行っている。

機械整備
㈲アグリファイン モアコンディショナー、ジャイロレーキ、ジャイロテッダ

各1台

平成 26 年度 事業説明資料 【

整備内容

ロールベーラー　1台

≪経営体育成支援事業（国事業、トンネル）≫　3,000千円（H25繰越）

3,000千円11,235千円

機械整備

事業実施主体 導入機械・施設等

機械整備 谷内繁殖組合
グレイタスローダー、ロールグラブ、ハイレグキット、爪付
バケット　各1台

2

施設整備 バンカーサイロ（603㎡）１基

3

花巻アスパラ生産組合

施設整備

園地造成　2.5ha

マルチスプレーヤ　2台、クローラスプレーヤ　1台

事業を展開する上での課題、留意事項　／　意見・要望等

事業説明資料

基盤整備

機械整備

㈱さつまファーム



※色付きのセルのみ入力してください。また、行・列の挿入や削除は行わないでください。

（単位：千円）
《事業手法の詳細》

≪被災農業者向け経営体育成支援事業（国事業、県・市上乗せ又は義務負担≫　1,832千円

【H26補助対象内訳】
ハウス　再建2棟（130㎡）、撤去2棟（169㎡、130㎡）
事業費

再建費：2,202,120円
撤去費：263,120円（880円/㎡（定額））
計：2,465,240円

補助額
（円）

○花巻市農業経営基盤強化支援事業（市単）　97,995千円（H26：52,400千円　H25繰越：45,595千円）

イオンアグリ創造（株）

※H25繰越

○強い農業づくり交付金事業　227,972千円（H25繰越）

・対象：県、市、農協、農事組合法人、農業生産法人、その他農業者が組織する団体等
・補助率：事業費の1/2以内
【H26補助対象内訳（H25繰越）】

NO

生産施設等整備事業

※（農）胡四王みらい 種子乾燥調製施設　一式 45,594,400円（国補助対象事業費×10％）

227,972,000

・目的：農畜産物の高品質・高付加価値化、低コスト化及び食品流通の合理化等、地域における
生産から流通・消費までの対策に係る総合的な推進を図る。

助成対象者 導入機械・施設 事業費（円）補助額（円）

633,934
65,780

1
農事組合法人　胡四王み
らい

種子乾燥調製施設　一式 492,419,520

目的：花巻市において新たに立地する農業関係企業等に対して、農業振興に寄与することから市単独
で支援するもの。

補助対象 　　　補助対象機械・施
栽培用ハウス10棟（付帯設備含む）

撤去費 263,120 131,560 65,780 0
計 2,465,240 1,083,223 374,039 374,044

52,400,000円（税抜事業費×1/2）

補助額

補助額
農業者

≪強い農業づくり交付金事業（国事業、トンネル）≫

2,202,120 951,663 308,259 308,264 633,934

事業費
国 県

06 01 03

事業説明資料

会計 款 項 目 事業ｺｰﾄﾞ

平成 26 年度事業説明資料 【 事後評価 】

一般

市
再建費

事業名

・目的：２５年度の大雪により被害を受けた、農産物の生産に必要な施設等の再建・修繕及び撤去の支援
・対象：２５年度の大雪により被害を受けたことについて、市町村長から証明を受け、営農再開のために再整備等する農業者

・補助率：①再建・修繕　5/6（国1/2、県1/6、市1/6）　※県・市上乗せ補助　国加算措置ある場合あり

　　　　　②撤去　定額補助（負担区分　国1/2、県・市1/4）　※県・市義務負担

0407 生産施設等整備事業


