
事務事業評価シート （対象：H 年度実施事務事業）
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区要望に対する農業土木事業の
実施率

％
51 59 ―

（実績） 最終目標値

26 （目標） 27 （目標） 28 （目標） 目標年度

成果指標
※どのような効果があったかを

把握するためのものさし

指標説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
26 （実績） 27

H 年度

―

300 300 300 H 28 年度
農業土木事業の実施件数

区要望による農業土木事業の実
施件数

件
229 274 ―

（実績） 最終目標値

26 （目標） 27 （目標） 28 （目標） 目標年度

活動指標
※何をどのくらいやったかを

把握するためのものさし

指標の説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
26 （実績） 27

211,469
H 27 年度 ※前年度に実際に実施した活動の内容や量

実施内容
・区等からの要望に基づき、農業用施設（農道や農業用用排水路等）の改修工事等を実施（274か所）
・多面的機能支払交付金事業の推進（2組織増により、8組織が活動を実施）

財源合計 176,112 188,612

その他特定財源 1,450 2,357 2,000
一般財源 174,028 169,577 190,489

0 3,548 3,789
地方債 0 0 0

総事業費 176,112 188,612 211,469

財
源
内
訳

国庫支出金 634 13,130 15,191
県支出金

時間 1,008 1,050 時間 1,008
人件費合計 29,526 29,064 29,064

人 28,056 4.20 人 28,056
非常勤職員等 1,050 時間 1,008 1,050

人
件
費

常勤職員 4.20 人 28,518 4.20

工事費・負担金など 127,549 143,670 149,276
事業費合計 146,586 159,548 182,405

需用費 1,530 891 2,143
役務費 832 865 1,211

コ
ス
ト

事
業
費

報酬 0 0 0
委託料 16,675 14,122 29,775

２．実施結果　「DO（実施）」

単位：千円 26 年度(決算）(千円） 27 年度(決算）(千円） 28 年度(予算）(千円）

1.農業

めざす
目的成果

※市民や地域がどのような状態になることをめざすのか

農業土木事業により農業に不可欠な農業用施設（農道や農業用用排水路等）の整備を進めることによ
り、基幹産業である農業の効果的で安定した経営が実現している。

事業内容
(手段、手法など）

※どのような活動を行い、どのようなサービスを提供するのか

・区等からの要望に基づき、農業用施設（農道や農業用用排水路等）の現地調査を行い、緊急性、
　危険性、要望の優先順位等により検討し、農業土木事業を実施する。

・農村環境の向上を目指して設置した佐久中部地区農村環境改善センターの施設管理を、地元の岸野
　地区区長会と指定管理の協定を締結し、地域と一体になって運営することにより、農村の活性化を
　図る。

・多面的機能支払交付金事業について、平成27年度から交付金の交付ルートが一本化され、国・県の
　負担分を市が受け、市から活動組織へ一括交付をすることとなった。(国:県:市＝50％:25％:25％)
　また、市が活動組織の事業計画を認定するとともに、活動組織への指導の役割も担うこととなった。
　事業の取組区域拡大に向け、地元説明会の開催等による事業推進を図る。

実施方法（全てチェック）

１．事業概要　「PLAN（計画）」

総合計画
上の

位置づけ

（ 章 ） 3.100万経済圏を目指した産業基盤の強化と新たな産業の創出

（ 節 ） 1.個性ある農林水産業の展開

（施策）

農村整備係

事業の
性質

簡易管理 法定
根拠通常管理

17 年度
事務事業コード 3115-3

担当部 経済部 担当課 耕地林務課 担当係
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事務事業名 農業振興対策事業 事業開始年度 H

法定受託事務 義務的自治事務（定型） 任意の自治事務（定型）

義務的事務（不定型） 任意の自治事務（不定型）

市が直接実施 委託又は指定管理 補助金・負担金 その他



（ ）

（ ）

（ ）

平成 年度　業務委託、指定管理、工事請負、補助等対象団体の概要

Ｈ 金額

佐久平土地改良区 負担金 農林漁業資金等償還負担金 8,461 千円

上小田切区　外17団体 負担金 農業土木事業負担金　19件 13,000 千円

長野県土地改良事業団体連合会 負担金 農道管理検討会負担金　外2件 42 千円

岸野地区区長会【指定管理Ｈ25～Ｈ29】 委託料 佐久中部地区農村環境改善センター管理委託料 450 千円

㈱トラスト　外 工事請負費 農道・用排水路等改修工事費　113件 69,980 千円

㈱タイヨーエンジニア 委託料 ため池ハザードマップ作成業務委託料 2,009 千円

五郎兵衛用水土地改良区 委託料 美しい農村再生支援事業委託料 3,963 千円

㈲アイ・エス・オー　外1社 委託料 農道等潰地測量委託料　5件 7,414 千円

（社）佐久シルバー人材センター 委託料 用水管理業務委託料 286 千円

今後の取組方針

・区等からの要望に基づく農業土木事業を効率的に実施できるよう、国庫補助事業等の活用を検討する。

・地元説明会の開催等を積極的に実施し、多面的機能支払交付金事業の活用をより一層推進することで、
農用地及び農業用施設の維持管理における農業者と非農業者が協力した体制作りを支援する。
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団体名等 費　目 概　要 27

） （時期： ）

投入資源
の方向性

事業費

労働量

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

事業の方向性

（期間：H 年度～H 年度）

（時期：

事業の
見直し余地

判定

＜説明＞

減反政策の廃止及び個別所得補償の廃止など、農業が競争市場へ移行する中で、農業生産基盤の強化等を進め
ていかなければばらない。このため、多面的機能支払交付金事業の活用をより一層推進し、農用地及び農業用施
設の維持管理における農業者と非農業者が協力した体制作りを支援する必要がある。

市関与の
必要性

判定

＜説明＞
農地や農業用施設には、農業振興、国土保全、景観形成及び生物多様性など、多面的な役割があることから、計
画的に農業土木事業を進めていく必要がある。

ニーズの
方向性

判定

＜説明＞
農業用施設の老朽化が進んできているため、今後、施設の改修が増加する傾向にある。

３．事業の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定
＜説明＞
・前年度に比べ実施件数は増えたが、それ以上に要望数が増えたことから実施率が目標に達しなかった。しかしな
がら、通年の職員体制の中で全地区の要望を調査し、緊急性、危険性、要望の優先順位等により検討し、効果的な
農業土木事業を実施することができた。

・多面的機能支払交付金事業を推進し、新たに2組織が取組を開始したとともに、既存組織の面積を拡大すること
ができた。

増加する方向にある 現状と変わらない 減少する方向にある

社会環境の変化によって、サービス対象者が増えている、増えることが予想される

社会環境の変化により、当該事務事業が解決すべき課題が増えている、増えることが予想される
サービスの拡大や充実を求める意見・要望が増加している

その他

法令等により、市に実施が義務づけられている
民間が実施した場合、市民生活に深刻な影響が生じる
民間で実施することが、収益性や技術面の観点から難しい
市が何らかの関与（監督、指導等）をしないと、問題が発生する可能性がある
その他

民間委託や指定管理者制度の活用などの事業手法の見直しの余地がある

事業費や人件費などのコストを圧縮する工夫の余地がある

業務の進め方や手続き（業務プロセス）を簡略化・簡素化する余地がある

社会情勢やニーズの変化等により、サービスの対象・量・水準を見直す余地がある

受益者負担のあり方について見直す余地がある

成果を高める工夫の余地がある

その他

現状のまま継続 見直しして継続 休止

廃止・中止 完了今年度中 来年度 今年度中 来年度

まだ取組成果が十分にあがっておらず課題が解決しきれていないため、ニーズは今後も増える、増えることが予想される

目標よりも大きな成果が得られた 概ね目標の成果が得られた 目標とする成果が得られなかった

必要性が高い 必要性がある程度認められる 必要性が低い、ない

拡大 現状のまま 縮小

拡大 現状のまま 縮小

見直す余地がありすぐに実施 見直す余地があるが時間が必要 見直す余地がない



計 147,886 千円

※指定管理、長期継続契約の場合は、団体名等の後に例のとおり記載してください。（例：■■■【指定管理（H22～H27）】）
※建設工事及び建設コンサルティング業務については、1行にまとめて記載可とする。（例：団体名等→㈱○○外●者、概要→○○工事外●件）

千ケ滝湯川用水土地改良区　外2団体 負担金 土地改良区負担金 2,516 千円

脇の沢生産組合負担金 負担金 脇の沢野菜生産組合負担金 90 千円

岸野集落排水組合 負担金 岸野地区農業集落排水組合負担金 3 千円

御牧ケ原台地土地改良区　外2団体 負担金 用水維持管理負担金 312 千円

佐久市土地改良区　外2団体 交付金 土地改良区交付金 19,620 千円

千ケ滝湯川用水土地改良区 負担金 千ヶ滝湯川用水桝場維持管理負担金 24 千円

佐久市土地改良区　外2団体 交付金 用水維持管理交付金 5,521 千円

竹田水と環境を守る会　外7団体 交付金 多面的機能支払交付金 14,195 千円


