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３．力強い産業がいきづくまちづくり

政策 11 農林業の振興

 施策３３　　担い手を育成・確保するための対策

 施策３４　　水田農業の安定生産と省力化・低コスト化の促進

 施策３５　　活力ある園芸産地の育成

 施策３６　　畜産経営の確立

 施策３７　　食の安全・安心の確保

 施策３８　　豊かでにぎわいのある農業農村生活の推進

政策 1２ 商工サービス業の振興

 施策３９　　商業・サービス業を振興させるための対策

 施策４０　　工業を振興させるための対策

政策 1３ 観光・物産の振興

 施策４１　　観光・物産を振興させるための対策

政策 1４ 雇用の創造

 施策４２　　安定した雇用を確保、創造するための対策
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（一般会計・農林水産業費）

61　農業の担い手の育成に努めます

1,139 万円
（農業委員会事務局、産業振興課）

○認定農業者連絡協議会事業  
　情報交換や研修等を通じ、先進的な農業経営の
確立を目指します。 

○担い手経営展開支援リース事業  
　担い手等の農業機械リースに対する支援を行う
ことにより、経営規模の拡大や経営の多角化を促
進します。 

○資金利子補給事業  
　町内農業者が制度資金や災害資金の融資を受け
た場合に、利子補給を行います。 

○人・農地プラン推進事業
　人・農地プランを策定することにより、地域の中 
心となる経営体の確保や農地集積に必要な取組に
対して支援します。  

　農業及び農村地域の維持・発展を図るため、円滑
な農業施策の周知や各種調査・集約等について実行
組合などの協力体制を確立するとともに、将来を
担う認定農業者や集落営農組織などの担い手の育
成を図ります。  

○農業者年金事業 
　農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図
るとともに、担い手の育成を推進します。 

○集落組織活動事業  
　円滑な農業施策を推進するための周知・伝達及び
各種調査・集約等を図ります。また、均等割・集落
戸数等に応じた助成金を交付します。 

財源内訳
町 427 万円
補 678 万円
起 万円
他 34 万円

（一般会計・農林水産業費）

○有害鳥獣駆除対策協議会事業  
　鳥獣による農作物への被害軽減のため、有害鳥
獣駆除対策協議会の活動を支援します。 
  
○農作物病害虫防除協議会事業  
　病害虫による農作物への被害防止と生産性の確
保のため、農作物病害虫防除協議会の活動を支援
します。 

○経営所得安定対策推進事業 
　経営所得安定対策を推進することにより、販売
価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象
として、その差額を交付します。 
　また、農業経営の安定と国内生産力の確保を図
るとともに、麦・大豆等の作付けを促進します。 

62　農業経営の安定化に努める農業者を支
　　 援します　　　　　　　　   2,212万円

（農業委員会事務局、産業振興課）

　農業関連制度の積極的な活用と農作物の鳥獣や
病害虫による被害を未然に防止することにより、
生産性の維持と農業経営の安定化を図ります。  

○農業委員会運営 
　農業委員会等に関する法律に規定する法令業務、
農業振興業務や意見の公表及び諮問に対して答申
を行います。 

○農業振興対策会議運営 
　町が目指す水稲、畜産、園芸を柱とする複合経営
農家の育成を中心とした農業振興に係る事項につ
いて推進します。

財源内訳
町 1,487 万円
補 724 万円
起 万円
他 1 万円
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（一般会計・農林水産業費）

○国営基幹水利施設管理事業  
　国営施設のダム、頭首工、排水機場の維持管理な
どに対して支援します。 

○県営基幹水利施設管理事業  
　県営施設の排水機場、用排水路の維持管理など
に対して支援します。（鳥谷坂排水機場、田尻排水
機場） 

○国営造成施設管理体制整備促進事業  
　施設の操作体制の強化と管理業務の省力化、地
域住民が管理へ参画する体制整備などに対して支
援します。（大崎、河南矢本地区）  

○団体営土地改良施設管理事業  
　土地改良区が管理する揚水機場の維持管理など
に対して支援します。  

○農業用水路新設改良事業 
　農業用水路の改修などを進めます。（起谷、平針、
大塩地区）

65　用排水路や機場の整備を行います

3,060 万円
（産業振興課）

　農業生産だけでなく住宅地内の排水・湛水被害対
策なども担う農業水利施設の整備、維持管理など
に対して支援します。  

○国営かんがい排水事業　　  
　国営事業による涌谷西排水機場の整備、維持管
理などに対して支援します。  

○県営かんがい排水事業  
　県営事業による揚排水機場、用排水路の整備な
どに対して支援します。（江合川右岸、江合川左岸
２期地区ほか） 

財源内訳
町 1,764 万円
補 513 万円
起 670 万円
他 113 万円

（一般会計・農林水産業費）

63　農業生産基盤を整備します
　　　　　　  　3,635 万円
（産業振興課）

　効率的かつ安定的な農業経営を行うため、農業
生産基盤及び生活環境の整備を行い、省力・低コス
ト化や農地の集積を進め、将来の農業生産を担う
経営体等を育成します。　  

○県営ほ場整備事業  
　大規模区画水田の整備を着実に進めるとともに
優良農地の保全に努めます。（中埣西部、清水川北
浦、蛇沼向、青木川、青生、上福田地区）

財源内訳
町 1,245 万円
補 万円
起 2,390 万円
他 万円

（一般会計・農林水産業費）

64　汎用水田の有効活用を推進します

672 万円
（産業振興課）

○農業経営高度化支援事業  
　県営農地整備事業と一体的に取り組み、経営所
得安定対策の対象者の育成と農地の集積を進めま
す。

財源内訳
町 99 万円
補 536 万円
起 万円
他 37 万円
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（一般会計・農林水産業費）

○園芸特産重点強化整備事業  
　国の指定産地、県の重点振興作物の栽培面積の
拡大を図り産地形成に努めるとともに、農業者の
複合経営を支援します。 
　また、地域振興作物の契約栽培推進に必要な機
械等の導入に対して助成し、農業者の経営安定と
園芸作物の生産拡大を支援します。 

○宮城県青果物価格安定補償事業  
　出荷販売した青果物の価格が低落した場合に、
その一部を補填し生産者の経営安定を図ります。 

○アグリセールス事業 
　園芸産地の育成と生産拡大のため、新たな販売
先の獲得、拡充に積極的な販売促進活動を実施し
ます。 

○６次産業化総合支援事業 
　美里町の農産物を付加価値の高いものとするた
め、新たな農業経営手法等に必要な情報と知識の
習得などに対して支援します。

66　園芸等の農産物栽培を支援します

262 万円
（産業振興課）

○果樹生産振興事業　　  
　梨部会の現地検討会・講習会等を支援します。ま
た、新技術を導入し梨の新植・改植に取り組む農家
や高樹齢化した梨の改植に取り組む 農家に対し、
苗木導入経費の一部を助成します。 

○園芸生産組織育成事業  
　水稲以外の作物に転換する農家の栽培技術の向
上と計画生産・出荷による共同販売などを推進しま
す。  

財源内訳
町 189 万円
補 73 万円
起 万円
他 万円
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（一般会計・農林水産業費）

67　契約栽培に取り組む農業者を支援します

320 万円
（産業振興課）

○契約栽培総合支援事業 
　美里町の特色を活かし、活力のある園芸産地を
形成するため、地域振興作物の販売先の確保と拡
充、汎用水田の有効活用による生産規模拡大と団
地化を推進し、契約栽培に取り組む農業者等に対
し、初期投資の軽減や収入の補填などの総合的な
支援を行います。

財源内訳
町 320 万円
補 万円
起 万円
他 万円

（一般会計・農林水産業費）

68　畜産経営を支援します

2,534 万円
（産業振興課）

○畜産組織育成事業  
　情報交換や研修等を通じ畜産振興を図ります。  
○優良繁殖牛導入支援事業  
　優良繁殖牛の導入希望者に対して、町の貸付基
金を活用して、１頭５０万円を上限に５年間無利子
で貸付けを行います。  
○肥育素牛導入支援事業  
　町内産の肥育素牛を導入する場合、１頭当たり
４万円の助成を行い、優良肥育素牛の導入を推進
し、地域内一貫経営を推進します。 
○家畜防疫対策事業 
　アカバネ病の予防ワクチン接種料金について、
１頭につき 500 円を補助します。 
○全国和牛能力共進会対策優良繁殖牛導入事業 
　第11回全国和牛能力共進会宮城県大会への候補
牛の選出と一層の畜産振興を目指し、要件を満た

す優良繁殖牛の導入に対して、
１頭当たり２０万円を補助しま
す。

財源内訳
町 416 万円
補 万円
起 万円
他 2,118 万円
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（一般会計・農林水産業費）

○町民農園施設管理 
　農業に触れ合う場を提供し、農業に対する理解
を深めるとともに、利用者相互の交流を促進しま
す。 

○農産物直売所施設管理 
　町の農業振興と高齢者や女性などの農産活動の
活性化を目指し、「花野果市場」の管理・運営に努
めます。 

○交流の森・交流館施設管理 
　町民の余暇活動、交流活動及び観光の推進を目
指し、「でんえん土田畑村」の管理・運営に努めま
す。　　　　　　　　　　　　　　 

○農村婦人の家施設管理　　　　　　　　　　　 
　町民の豊かでにぎわいのある農業農村生活を推
進するため、「農村婦人の家」の維持管理に努めま
す。 

○東日本大震災農業生産対策事業 
　大豆作付けほ場における放射性物質の吸収抑制
対策に対して支援します。

69　農村の活性化と環境保全に努めます

3,631 万円
（産業振興課）

○環境保全型農業支援事業 
　水稲・麦・大豆等の作付けにあたり、化学肥料・
化学合成農薬を５割以上低減した上で、地球温暖
化や生物多様性の保全に配慮した取り組みに応じ、
取組面積に対して10アール当たり最大4,000円を
交付します。また、国からも町の交付額と同額が
交付されます。 

○農地・水保全管理対策事業  
　集落では農業者の高齢化や非農業者との混住化
が進み集落機能が低下していることから、農地や
農業用用排水路など、地域ぐるみでの適切な保全
管理が求められています。保全活動に取り組む地
域に対して支援を行うことにより、地域の「絆」強
化と農村環境の保全を図ります。 

財源内訳
町 2,412 万円
補 1,197 万円
起 万円
他 22 万円

（一般会計・商工費）

70　商工業の振興を支援します　　　　　

　　　　　　1,665 万円
（産業振興課）

○商工会支援事業  
　商工会への助成を通じて、商工業者への相談・指
導・研修等を行うことにより、商工業の振興と地域
経済の活性化を推進します。

財源内訳
町 1,665 万円
補 万円
起 万円
他 万円

（一般会計・商工費）

71　中小企業の経営安定化を支援します

5,808 万円
（産業振興課）

○中小企業振興事業 
　貸付原資預託による融資枠を設定し、町内の商
工業者に対して事業資金の融資をあっせんするこ
とで、経営の安定化を図ります。併せて信用保証
料の補給や損失補償などについても支援します。 

財源内訳
町 5,385 万円
補 万円
起 万円
他  423 万円
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（一般会計・商工費）

○美里まつり実行委員会支援事業  
　えきフェスMISATOを開催する実行委員会を支
援し、町の PR、地域の活性化につなげます。

74　地域活性化イベントの開催を支援します
　　　　　　　　1,310 万円
（産業振興課）

○小牛田朝市運営委員会支援事業  
　伝統的な朝市を運営する委員会を支援し、生産
者と消費者との交流を推進し、地域の賑わいを創
出します。 

○活き生き田園フェスティバル実行委員会支援事業  
　農業の生産環境が果たす役割と機能を「祭り」を
通じて消費者にアピールするとともに、都市住民
との交流を推進する実行委員会の活動を支援しま
す。 

○おんべこ活性化推進協議会支援事業  
　みやぎ総合家畜市場を活用して消費者交流を推
進し、農業への理解を深める取組を行う協議会の
活動を支援します。 

財源内訳
町 90 万円
補 万円
起 万円
他 1,220 万円

（一般会計・商工費）

72　企業立地を促進します

1,927 万円
（企画財政課、産業振興課）

　新規の企業立地及び既存企業の事業拡大を支援
することにより、地域経済の活性化と雇用の創出
を図ります。 

○首都圏などにおいて、企業を対象とした立地セ
ミナーを開催します。 
○新規企業へ誘致活動及び進出支援を行います。  
○新規企業及び既存企業の新増設や設備投資、雇
用促進の取組等に対し、各種奨励金を交付します。

財源内訳
町 1,177 万円
補 万円
起 万円
他 750 万円

（一般会計・労働費）

73　雇用の安定を図ります

5億 6,321 万円
（産業振興課）

　東日本大震災の影響により離職された方などの
求職者に対して、次の雇用までの間、短期の雇用に
よる就業機会を創出・提供し、生活の安定を図るた
めの事業を実施します。 
　また、高齢者の就業や生きがい対策、社会参加の
促進を図ります。 

○緊急雇用創出事業 
○シルバー人材センター支援事業

財源内訳
町 1,004 万円
補 5 億 5,309 万円
起 万円
他 8 万円
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（一般会計・商工費）

75　物産・観光振興事業に取り組みます

1,569 万円
（産業振興課）

○観光物産振興事業 
　美里町物産観光協会と連携し、観光物産推進体
制の整備・強化を図り、販売促進や新商品開発及び
販売拠点の拡大、さらに、観光拠点の整備・誘客活
動などに取り組みます。 
　また、バラフェスティバルの開催を支援し、町花
である「ばら」の PRと消費・販路拡大を図ります。

財源内訳
町 1,569 万円
補 万円
起 万円
他 万円
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