
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源
担当課名 内　　　　　　　容

財　　　源　　　内　　　訳
金　額事　　業　　名

農政課

本年度 295 147 148

前年度 592 296 296 1.会議・研修会の開催

増減額 △ 297 △ 149 △ 148 認定農業者連絡協議会の開催

認定農家及び認定志向農家の研修会の開催

2.支援事業

改善計画の審査会の開催

経営改善のための営農指導など

県研修会議への参加

情報提供など

3.事業事務

農政課

本年度 835 834 1

前年度 1,196 1,193 3 １　田川市水田農業経営確立対策協議会の開催

増減額 △ 361 △ 359 △ 2 ２　集落座談会等で米の計画的な生産を推進

３　事業事務等

14年度実績

生産調整目標面積　204.8ha

生産調整実施面積　211.1ha

経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成とそれ
らの経営が地域の農業生産の相当部分を担うような農業構造の
確立を図るため、農用地の有効利用の促進及び地域営農の活
性化を推進する。

農業経営基盤強化促進対策事業

水田農業経営確立対策において生産調整の実効性を確保する
にあたり、生産者、生産者団体等との連携の下、地域の実態に
即した集団的、計画的な生産調整の推進を図るもの。生産調整対策実効性確保推進事業



（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源
担当課名 内　　　　　　　容

財　　　源　　　内　　　訳
金　額事　　業　　名

農政課 生産振興総合対策事業費

(農業生産総合対策条件整備事業)

本年度 131,647 120,915 10,600 10,732

前年度 １．荷受設備 10t/h 15,950 千円

増減額 131,647 120,915 10,600 10,732 ２．貯留乾燥施設 50ｔ×8基 37,070 千円

３．大豆調製施設 2t/h 39,037 千円

４．大豆出荷施設 一式 14,381 千円

５．集排塵設備 一式 20,443 千円

６．自主検設備 一式 9,820 千円

７．電気設備 一式 7,999 千円

８．組立据付他 一式 22,300 千円

９．建屋工事 686.55㎡ 70,000 千円

１０．工事雑費 一式 2,247 千円

１１．実施設計費 一式 2,433 千円

消費税 12,084 千円

農政課

本年度 1,943 971 486 486

前年度 1,943 971 486 486

増減額 猪位金３区 75,792 ㎡ 1,591,632 円

猪位金４区 17,064 ㎡ 169,753 円

秋里集落 10,796 ㎡ 181,242 円

大豆乾燥調製施設導入により、労働力の軽減、及び良品質大豆
の安定供給を図り、大豆産地としての基盤を確立し、良品質大
豆の振興を図る。
国　1/2　　　　総事業費　253,914,000円
受益面積359ha　  処理量520t

生産条件不利地域である中山間地域等における耕作放棄を防
止し、多目的機能の確保を図るため、集落協定に従って農業生
活活動等を行なう農業者に対して平成16年までの５年間にわた
り交付金を交付している。

中山間地域等直接支払交付金

　　　対象面積 　　交付金額



（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源
担当課名 内　　　　　　　容

財　　　源　　　内　　　訳
金　額事　　業　　名

農政課

本年度 2,835 2,835

前年度 29,068 29,068 補助率 県：1/2

増減額 △ 26,233 △ 26,233

１４年度実施事業

　全自動菊選別結束機１台導入

総事業費　　　　5,670,000円

県補助金　　　　2,835,000円

事業者負担　　　2,835,000円

農政課 畜産センター環境保全整備事業費

本年度 2,766 2,766

前年度 2,766 2,766

増減額 １．法面等　26,741㎡ １，３３０，３５０円(事務費込み）

２．宅地　　71,013㎡ １，０７７，３００円(事務費込み）

農政課 家畜導入事業

本年度 3,020 3,020

前年度 3,124 3,124

増減額 △ 104 △ 104 １．和牛　　　　　7,000円/１頭　366頭 　2,562,000円

２．その他の牛　2,500円/１頭　183頭　　457,500円

園芸農業の生産額の増大と、持続的な発展を図るため、菊栽培
施設に全自動菊選別結束機を導入することにより、出荷調製作
業の大幅な省力化が図られ、安定的な出荷が可能となった。活力ある高収益型園芸産地育成事業

県有地である、田川畜産センターの環境保全のため、草刈業務
を猪位金園芸部会（法面等）と金川肥育部会草地組合（宅地）に
草刈業務を委託している。

優良素牛を導入することにより、優良肉牛を肥育して、計画的出
荷を行い、経営安定を図るため、田川市内の肥育農家に対して
補助金を交付している。



（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源
担当課名 内　　　　　　　容

財　　　源　　　内　　　訳
金　額事　　業　　名

農政課

本年度 12,094 122 11,972

前年度 16,583 199 16,384

増減額 △ 4,489 △ 77 △ 4,412 ・保育作業

　　　・つる切（市営造林猪位金ほか） 48.5ｈａ　　

　　　・間伐、枝打（市営造林猪位金） 4ｈａ　　

　　　・防火線修理（市営造林猪位金ほか） 4ｈａ　　

・森林災害保険（市営造林猪位金ほか） 55.8ｈａ

農政課

本年度 2,952 2,847 105

前年度 4,444 3,977 467

増減額 △ 1,492 △ 1,130 △ 362 ・保育作業

　　　・つる切（公団造林猪位金）　　　　　　　 3.4ha

　　　・防火線修理（公団造林夏吉）　　 5.4ha

・森林災害保険（公団造林夏吉ほか） 9.7ha

総面積が約220ｈａある市営造林でつる切や間伐などの保育作
業を行っている。これらの作業により森林の育成を図り、水源の
かん養や土砂の流出防止などの森林の多面的機能の強化を目
指している。また、森林災害保険の契約により万一の災害に備
えている。

林業振興費

緑資源公団と分収契約を結んでいる造林地が夏吉と猪位金に合計
110ｈａあり、つる切や間伐などの保育作業を行っている。これらの作業
により森林の育成を図り、水源のかん養や土砂の流出防止などの森
林の多面的機能の強化を目指している。また、森林災害保険の契約に
より万一の災害に備えている。

造林業事業受託費



（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源
担当課名 内　　　　　　　容

財　　　源　　　内　　　訳
金　額事　　業　　名

農政課

本年度 6,676 6,676

前年度 6,676 6,676

増減額

農政課

本年度 35,055 17,692 12,900 4,463

前年度 36,002 22,946 11,400 1,656

増減額 △ 947 △ 5,254 1,500 2,807 糸飛水路改良工事外３件

農政課

本年度 41,311 15,710 12,500 13,101

前年度 16,382 6,772 8,500 1,110

増減額 24,929 8,938 4,000 11,991 新町池改良工事外1件

緑と花のまちを目指した、植樹による緑化の推進、花いっぱい運
動の推進

緑化推進事業費

1.緑化委員会が行う事業
　　　緑の羽根募金街頭募金運動　　（市花・市木の配布）
　　　緑化委員会管轄花壇整備等

2.市民グループ等が行う事業　　（１８件）
　　　個人の生垣緑化　　　（公道に面した生垣）
　　　準公共用地　　　　　　（公民館･集会所等）

農業経営の安定と確立を図るため、小規模零細地域について、
農業生産基盤の整備事業を効果的に推進し、農業所得の向上、
担い手の確保、複合経営を中心とした農業振興を行い地域農業
の活性化を図っている。

小規模零細対策関連事業費(県）

地域の農道及び施設を有機的合理的に整備することで、高生産
性農業の促進と農村の生活環境の改善を図る。

農村環境整備事業



（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源
担当課名 内　　　　　　　容

財　　　源　　　内　　　訳
金　額事　　業　　名

農政課

本年度 32,330 32,330

前年度 28,156 28,156

増減額 4,174 4,174 糒支線排水路改良工事

外和田池護岸整備工事

五田ダ農道舗装工事外３８件

地域の実情に応じ、　関係機関及び団体等との連携・協力を密
にとともに、農業経営の向上と安定を図る事業を行っている。

農道及び農業用水路新設改良事業




