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Ⅰ 外部監査の概要 

 

1.外部監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37 第 1 項及び第 2項に基づく包括外部監査 

 

2.選定した特定の事件 

 (1)外部監査対象 

農政部の補助金、負担金、交付金及び貸付金の財務に関する事務の執行等について 

 (2)外部監査対象期間 

自平成 23年 4月 1 日 至平成 24年 3月 31 日 

但し、必要に応じて他の年度についても監査対象とした。 

 

3.事件を選定した理由 

平成 22 年度の農業白書によると、我が国の食料自給率（平成 22 年度）は､カロリ

ーベースで 39％､生産額で 69％とそれぞれ前年度から 1％ずつ低下している。その中

で、都道府県別食料自給率（平成 21 年度）によれば栃木県の食料自給率は､それぞれ

75％及び 119％となっている。これは、栃木県が農業立県であることを物語っている

といえ、県の農業振興に対する手厚い施策が実施されてきたことによるものであると

考えられる。その施策の中心的なものが補助事業である。 

また、昨今環太平洋経済連携協定（TPP）への交渉参加に対して､賛否両論の議論が

繰り広げられているが､この中で農業補助に対する熱い視線が注がれている。特に、

兼業や零細のコメ農家に一律に国が補助金を支給する所得補償の給付金に対して問

題点が指摘されている。 

県は､毎年度一般会計歳入予算の10％台を県債に依存している苦しい財政状況の中

で、補助金等を各事業に交付しているが、中でも農業補助は､食料自給及び政策的な

観点から重要なテーマと考えられるので選定した。平成 11 年度においても農業補助

に対する包括外部監査が実施されたが､この時は県単独補助のみが対象とされていた。

今年度の包括外部監査は、農業補助全般を対象とし､貸付金も含めることにした。 

 

4.実施した監査の方法 

(1)監査の要点 

①農政部の補助金、負担金、交付金及び貸付金の財務に関する事務が、法令､条例

及び規則等に則り適切に執行されているか。 

②農政部の補助金、負担金、交付金及び貸付金の財務に関する事務が､効率性、経

済性及び有効性の観点から適切に執行されているか。 
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(2)実施した監査手続 

①農政部の補助金、負担金、交付金及び貸付金の財務にする事務について､担当者

及び関係人に説明を求め質問した。 

②関係書類について、閲覧及び照合した。 

③その他外部監査人が必要と認めた監査手続きを実施した。 

 

5.補助者の選任 

組織的な監査を実施するため、補助者として、公認会計士 江原照雄､同 森正人､

同 福田栄､同 舘内宏宣を選任した。 

 

6.外部監査の実施時期 

平成 24 年 7 月 2 日から平成 25 年 2 月 4 日まで実施し、平成 25 年 2 月末日に最終

的な意見をまとめたものである。 

 

7.利害関係 

包括外部監査の対象とした事件につき、私は、地方自治法第 252 条の規定により記

載すべき利害関係はない。 
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(1)組織図

Ⅱ 監 査 対 象 の 概 要

１．農政部の概要

生 産 振 興 課

経 営 技 術 課

農 業 大 学 校

水 産 試 験 場

環境保全型 農業 担当

技 術 指 導 班

経 済 流 通 課

農 業 振 興 事 務 所

換 地 担 当

圃 場 整 備 担 当

管 理 指 導 担 当

調 査 計 画 担 当

水 利 保 全 担 当

事 業 管 理 担 当農 地 整 備 課

畜 産 振 興 課

中 山 間 地 域 担 当

都 市 農 村 交 流 担 当

総 務 企 画 担 当

普 及 情 報 担 当

果 樹 花 き 担 当

経 営 体 育 成 担 当

い ち ご 野 菜 担 当

（河内・上都賀・芳賀・下都賀・
　塩谷南那須・那須・安足）

マーケティング対策班

農業協同組 合検 査班

団 体 指 導 担 当

農 業 金 融 担 当

食育・地産 地消 担当

農 地 調 整 班

指 導 検 査 班

環 境 対 策 担 当

企 画 調 整 担 当農 政 課

農 村 振 興 課

家 畜 衛 生 担 当

環 境 飼 料 担 当

生 産 流 通 担 当

企 画 経 営 担 当

農 産 振 興 班

水 産 担 当

家畜保健衛生所
（県央・県南・県北）

畜産酪農研究センター
（本場・芳賀分場）

農 政 戦 略 推 進 室
那須広域ダム管理支所

農 業 試 験 場

（本場・いちご研究所・原種農場）

農 業 環 境 指 導 セ ン タ ー

Ⅱ 監査対象の概要 
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（２）予算及び支出額 
 
  

（単位：千円） ①課別集計表

農 政 課 1,628,628 △ 57,893 1,570,735 1,526,462 1,539,991 104,185 1,644,176 1,614,485

農 村 振 興 課 2,661,548 △ 32,638 2,628,910 2,517,502 2,694,425 102,040 2,796,465 2,422,436

経 済 流 通 課 561,717 △ 40,720 520,997 499,270 539,800 147,643 687,443 613,094

経 営 技 術 課 4,186,427 △ 249,411 3,937,016 3,689,905 4,423,622 331,703 4,755,325 4,537,176

生 産 振 興 課 2,133,616 258,133 2,391,749 1,320,968 1,762,821 2,974,851 4,737,672 2,739,669

畜 産 振 興 課 2,225,122 106,558 2,331,680 2,117,495 2,140,103 1,268,663 3,408,766 2,752,794

農 地 整 備 課 9,939,352 △ 478,291 9,461,061 8,498,385 9,207,145 763,821 9,970,966 8,334,277

一 般 会 計 計 23,336,410 △ 494,262 22,842,148 20,169,987 22,307,907 5,692,906 28,000,813 23,013,931

868,530 △ 453,710 414,820 372,819 832,180 △ 108,880 723,300 628,938

農 政 部 計 24,204,940 △ 947,972 23,256,968 20,542,806 23,140,087 5,584,026 28,724,113 23,642,869

平 成 22 年 度 予 算 現 額

支出済額

当初予算額 補正予算額等 計

区　　　分

平 成 23 年 度 予 算 現 額

当初予算額 補正予算額等

支出済額

就農支援資金貸
付事業特別会計

計
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構成比

Ａ Ｂ 　Ｂ－Ａ Ｂ／Ａ

職 員 費 7,747,991 7,515,531 1,126,786 628,967 295,378 2,922,702 375,390 1,200,185 966,123 ▲ 232,460 97.0 33.7

公共 事業費 7,744,864 6,991,170 1,516,641 559,401 4,915,128 ▲ 753,694 90.3 31.3

建設 事業費 2,236,989 1,671,185 8,027 8,500 987,045 304,249 8,833 354,531 ▲ 565,804 74.7 7.5

主要 義務費 865 865 865 100.0 0.0

一般 行政費 3,450,561 4,052,089 307,288 514,575 64,307 372,578 888,155 279,036 1,626,150 601,528 117.4 18.2

受託 事務費 131,513 172,181 21,685 2,400 87,415 8,900 51,531 250 40,668 130.9 0.8

県単 補助金
（ 消 費 ）

502,530 455,939 66,205 19,742 177,715 51,382 39,762 37,517 63,616 ▲ 46,591 90.7 2.0

県単 補助金
（ 投 資 ）

386,202 404,080 10,000 6,000 2,500 130,500 3,600 251,480 17,878 104.6 1.8

県単 貸付金 15,000 15,000 15,000 100.0 0.1

災害 復旧費 81,144 44,913 44,913 ▲ 36,231 55.3 0.2

国直 轄事業
負 担 金

1,038,751 984,954 984,954 ▲ 53,797 94.8 4.4

一般 会計計 23,336,410 22,307,907 1,539,991 2,694,425 539,800 4,423,622 1,762,821 2,140,103 9,207,145 ▲ 1,028,503 95.6 100.0

平成 22 年度
当初 予算額

平 成 23 年度
当 初予 算額

農 政 課 農村振興課 農地整備課
区 分

　    左　  　　　 の  　 　　　課   　　　　別  　　 　　内  　　　　 訳

経済流通課 経営技術課 生産振興課 畜産振興課

（単位：千円、％）

対前年度
比

比 較 増 減

②各課性質別予算集計表
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構成比

Ａ Ｂ 　Ｂ－Ａ Ｂ／Ａ

職 員 費 7,747,991 7,515,531 59,736 36,552 7,419,243 ▲ 232,460 97.0 33.7

公共事業費 7,744,864 6,991,170 3,522,310 980,722 979,000 1,509,138 ▲ 753,694 90.3 31.3

建設事業費 2,236,989 1,671,185 311,225 106,252 1,021,000 3,074 229,634 ▲ 565,804 74.7 7.5

主要義務費 865 865 865 100.0 0.0

一般行政費 3,450,561 4,052,089 921,776 44,022 79,394 121,224 183,282 1,636,801 1,065,590 601,528 117.4 18.2

受託事務費 131,513 172,181 108,617 63,564 40,668 130.9 0.8

県単補助金
（ 消 費 ）

502,530 455,939 102 2,730 4,050 116 448,941 ▲ 46,591 90.7 2.0

県単補助金
（ 投 資 ）

386,202 404,080 404,080 17,878 104.6 1.8

県単貸付金 15,000 15,000 15,000 100.0 0.1

災害復旧費 81,144 44,913 44,320 593 ▲ 36,231 55.3 0.2

国直轄事業
負 担 金

1,038,751 984,954 534,835 36,000 414,119 ▲ 53,797 94.8 4.4

一般会計計 23,336,410 22,307,907 4,967,984 1,702,485 79,394 123,954 187,332 2,036,000 1,718,555 11,492,203 ▲ 1,028,503 95.6 100.0

一 般 財 源

（単位：千円、％）

対前年度
比

比 較 増 減
平成22年度
当初予算額

平成23年度
当初予算額区 分

　　   左  　　　 の 　 　　　財　　　　源  　　 　別    　　内 　　　　 訳

使用料及び
手 数 料

③性質別予算財源内訳表

諸 収 入財 産 収 入 寄 附 金 繰 入 金国庫支出金
分担金及び
負 担 金

地 方 債
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（３）県農政の基本方針と重点戦略 

 

県農政の基本方針 

 
 農業・農村を巡る情勢は、担い手の高齢化や国際化の進展など大きく変化しているが、

本県経済を足腰の強いものとし、活力に満ちた栃木県を築いていくためには、地域の基

幹産業である農業の産業活力を高めていくことが必要である。 
 本県は、首都圏をはじめ全国へのマーケット展開が可能な地理的優位性に加え、県内

への交流人口の増加に伴う、農産物の新たな需要の拡大、さらには、県内に多く立地し

ている食品関連産業との連携による農産物の高付加価値化などの、多くの発展可能性を

有している。 
 このため、栃木県農業振興計画「とちぎ農業成長プラン」において、成長産業として

発展する農業の実現を目指し、県内外から意欲ある“人財”を確保するとともに、本県

の強みや発展可能性を最大限に活かしながら、知恵と技術力による生産性の向上と高付

加価値化によって、“新たな魅力と価値を創造する『進化する農業・栃木』”を推進する

こととし、次の７つの重点戦略を重点的かつ戦略的に展開していく。 
 
 【重点戦略Ａ】 本県農業をリードするプロ農家の育成 
 【重点戦略Ｂ】 時代の変化に対応した産地競争力の強化 
 【重点戦略Ｃ】 水田経営とちぎモデルの推進 
 【重点戦略Ｄ】  農業を起点とした“フードバレーとちぎ”の推進 
 【重点戦略Ｅ】  環境をはぐくむ“エコ農業とちぎ”の展開 
 【重点戦略Ｆ】  地域資源を活用した農山村の元気創出 
 【重点戦略Ｇ】  ユニバーサル農業の推進 
 
 さらに、各農業振興事務所においては、地域農業振興計画に位置づけたプロジェクト

を中心として、地域の実態に即した農業振興施策を推進していく。     
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3 生産環境対策 (1)

(3)

(4)

(5)

優良農地の確保と有効利用の促進

競争力の高い新品種・新技術等の開発・普及

農産物の高付加価値化の推進

特色ある農産物の生産振興

(2)

(3)

(4)

(5)

農業水利施設の保全管理

4 消費・安全対策 農産物に対する消費者の信頼確保

鳥獣害対策の推進

循環型社会への対応

環境にやさしい農業の推進

(4)

(3)

(2)

(1)

農業の持つ新たな役割の発揮

5 農村振興対策

県民ニーズに対応した安定的な農産物供給の実現

県民の健康を支える食育の推進

(3)

(2)

(1)

交流と協働による地域の活性化

豊かな農村環境の維持・保全

個性豊かな地域資源の活用促進

2 生産・流通対策 (1)

(2)

(4)

(5)

地域と調和した企業の農業参入促進

効率的な生産・流通体制の確立

マーケットイン型産地への改革推進

農業災害補償・農作業安全対策の推進

(2)

(3)

○　「とちぎ農業成長プラン」の施策の展開方向

1 担い手・経営対策 (1)

明日を担う新規就農者の確保・育成

意欲的な農業者の経営高度化支援

地域農業を維持する担い手の確保
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Ｂ
時代の変化に対応した産地競争
力の強化

プロ農家を目指す“人財”の確保

２ トップブランド農産物の育成・強化

２

３

１

１ 需要に対応した力強い園芸産地の育成

農業経営の高度化支援

プロ農家の実践的養成

○　「とちぎ農業成長プラン」の重点戦略

農業を起点とした“フードバ
レーとちぎ”の推進

１
バリューチェーンの構築による農産物の利
用拡大

２
農業者の加工・販売への取組促進による収
益力の向上

水田経営とちぎモデルの効果的な推進

２ 構造改革に向けた生産体制の確立

１

交流・流通拠点の機能強化

Ｅ
環境をはぐくむ“エコ農業とち
ぎ”の展開

１
エコ農産物の“見える化”の検討と販売の
促進

２
エコ農業を推進するための技術の充実と普
及

１

1 農の福祉力の発揮

２ 食と農の新たな連携の構築

２ 「とちぎ食の回廊」の魅力向上

３
多様な主体の協働による農村環境の保全活
動の強化

Ｇ

「

進

化

す

る

農

業

・

栃

木

」

の

推

進

地域資源を活用した農山村の元
気創出

F

本県農業をリードするプロ農家
の育成

A

ユニバーサル農業の推進

Ｃ 水田経営とちぎモデルの推進

Ｄ
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（４）各課の事業執行方針及び事業体系 

 

①農政課 

 

ⅰ 事業執行方針 
平成 23 年度は、「とちぎ農業成長プラン」に基づき農業施策の総合的な推進を図

るとともに、重点戦略に位置付けた「フードバレーとちぎの推進」や「ユニバーサ

ル農業の推進」をはじめとした、次の事項を重点的に実施する。 
 
（ⅰ） フードバレーとちぎの推進 

本県の特徴を活かした“フードバレーとちぎ”の実現を目指しつつ、農業者と商

工業者等の連携や農業者自らが加工・販売する、いわゆる６次産業化によって、農

業の高付加価値化を促進する。 
 
（ⅱ） ユニバーサル農業の推進 

「食と農」が有する多彩な効用を農業者、消費者、福祉・教育関係者などの新た

な連携の構築によって高め、県民誰もが取組め、親しめる農業を「ユニバーサル農

業」として推進する。 
 
（ⅲ） 食育・地産地消の推進 

「とちぎの食育元気プラン（第２期）」に基づき、県民の健全な食生活の実践に

向けて、地域の特性や人材を活かした県民主役の食育運動を推進する。また、「と

ちぎ地産地消推進方針（第Ⅲ期）」に基づき、地産地消を一層推進するため、県民

運動として展開しながら、市町等における地域性豊かな取組みを促進する。 
 
（ⅳ） 試験研究の充実・強化 

「栃木県農業試験研究推進計画」に基づく、試験研究機関のマネジメントや産学

官連携研究の促進により、試験研究を総合的に推進する。 
 
（ⅴ） 農業振興地域制度及び農地法の適正な運用 

農地の保全・有効利用を促進するため、農業以外の土地利用との調整を図り、計

画的な土地利用の確保に努める。 
 

  



11 
 

農政課

農産物の高付加価値化の推進

農業技術会議費

(4)

競争力の高い新品種・新技術等の開発・普及

とちぎ地産地消推進事業費

農業委員会等諸費

(3)

優良農地の確保と有効利用の促進

(5)

(1)
3 生産環境対策

農業の持つ新たな役割の発揮

とちぎアグリプラザ運営費

とちぎアグリネット保守管理運営費

県民の健康を支える食育の推進(2)
4 消費・安全対策

農業経営基盤強化事業事務取扱費

とちぎユニバーサル農業推進事業費【重点戦略Ｇ】

Ⅱ　事 業 体 系

農業災害補償・農作業安全対策の推進
1 担い手・経営対策

(5)

2 生産・流通対策

農漁業災害対策特別措置費

フードバレーとちぎ農政推進事業費【重点戦略Ｄ】

とちぎの食育推進事業費【重点戦略Ｇ】

県民ニーズに対応した安定的な農産物供給の実現

(4)

農地等調整費

  

 ⅱ 事業体系 
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②農村振興課 

 

ⅰ 事業執行方針 

「とちぎ農業成長プラン」に基づき、個性豊かな地域資源の活用促進、農村環境の

維持・保全、交流と協働による農山村の活性化、さらには資源循環型社会の形成を図

るため、次の事項を重点的に実施する。 
 

（ⅰ） 都市農村交流の活性化 
安全・安心で新鮮な農産物の充実やサービスの向上などによる農産物直売所や農

村レストラン等の都市農村交流施設の魅力向上や運営体制の強化に向けた取組を

支援し、都市と農村の交流拡大や農業者の収益向上による農山村地域の元気創出を

目指す。 

 また、「とちぎのふるさと田園風景百選」など新たな地域資源を活用した「食の

街道」の更なる魅力向上とともに、街道間の情報交換や連携強化を図りながら、「と

ちぎ食の回廊」として全国への積極的な情報発信に取組む。 

  さらに、とちぎ“食と農”ふれあいフェアの開催など、本県の「食と農」の魅力

や重要性について県民への理解促進を図る。 

 

（ⅱ） 中山間地域への総合的な支援 

中山間地域の立地条件を活かした農業の振興や生活環境向上のため、生産及び生

活基盤の整備を計画的、総合的に推進するとともに、農業生産活動等が継続的に行

われるよう、中山間地域等直接支払制度の円滑な実施や鳥獣害防止対策の取組みを

支援していく。 

また、豊かな農村環境等の保全・継承及び耕作放棄地の再生・利活用に向けて、

農地保全ボランティア活動や企業等との協働活動を支援するとともに、中山間地域

の特色を活かした農作物の試験栽培などを積極的に展開する。 

 

（ⅲ） 農村環境対策の総合的な推進 

本県の豊かな農業・農村を保全・継承していくため、農業者や地域住民が一体と

なった地域ぐるみによる農地・水・環境等の適切な保全管理活動や施設の長寿命化

に向けた活動を支援する。また、快適でゆとりある農村の地域づくりを進めるため、

利便性や安全性等に配慮しながら、農村における農業集落排水など生活環境と農業

生産基盤の整備を一体的に推進する。 

さらに、農山村地域に豊富に賦存する小水力や太陽光などの再生可能エネルギー

を有効に利用し、地球温暖化の抑制や地域資源の地産地消を進めるスマートビレッ

ジの構築を推進し、農村の活性化を図っていく。  
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農村振興課

山村振興対策事業費【重点戦略F】

経営構造対策推進事業費

“食と農”交流促進事業費【重点戦略D】

獣害から農作物を守る対策事業費【重点戦略F】

農業集落排水事業費

中山間地域総合整備事業費

農地・水保全管理支払事業費
（向上活動支援交付金）

グリーン・ツーリズム推進事業費

中山間地域農村環境保全事業費【重点戦略F】（再掲）

農地・水保全管理支払事業費
（共同活動支援交付金）

中山間地域等直接支払事業費【重点戦略F】

中山間地域活性化対策費【重点戦略F】

ふるさと田園風景協働保全支援事業費【重点戦略F】（再掲）

(2) 豊かな農村環境の維持・保全

(3) 交流と協働による地域の活性化

中山間地域農村環境保全事業費【重点戦略Ｆ】

ふるさと田園風景協働保全支援事業費【重点戦略Ｆ】

「とちぎ食の回廊」魅力向上事業費【重点戦略D・Ｆ】

都市農村交流魅力向上推進事業費【重点戦略Ｆ】

5 農村振興対策
(1) 個性豊かな地域資源の活用促進

(4) 循環型社会への対応

(5) 鳥獣害対策の推進

スマートビレッジモデル研究事業費【重点戦略Ｅ】

再生可能エネルギー利用推進事業費【重点戦略E】

(2) 農業水利施設の保全管理

農村振興総合整備事業費

地籍調査事業費

3 生産環境対策
(1) 優良農地の確保と有効利用の促進

Ⅱ　事 業 体 系
ⅱ 事業体系 
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③経済流通課 

 

ⅰ 事業執行方針 

 

「とちぎ農業成長プラン」に基づき、フードバレーとちぎの推進、産地競争力の強

化、プロ農家の育成等の実現に向け、次の事項を重点的に実施する。 
 
 

（ⅰ） 県産農産物・加工食品の販路拡大支援 
多彩な県産農産物等の国内外における販路を拡大するため、各種展示・商談会へ

の出展やマーケティングリサーチ、実需者の生産現場への招へい等により生産者と

実需者とのマッチングを支援し、首都圏をはじめとする新たな販路開拓に取組むと

ともに、旅館・ホテル・飲食店など県内実需者における利用を促進する。 
また、「栃木県企業誘致・県産品（とちぎのいいもの）販売推進本部」と連携し、

首都圏等における農産物等の売り込みを図る。 
 
 

（ⅱ） 県産農産物・加工食品の高付加価値化の推進 
   農業者や食品事業者における安全・安心の取組を支援するとともに、食品産業や

観光産業等との連携により、県産農産物の特徴を活かした新しい商品づくりや生産

から加工・販売までのバリューチェーンの構築を促進し、県産農産物等の高付加価

値化を進める。 
 
 

（ⅲ） 農業制度金融の活用推進 
農業者の自主性と創意工夫による経営発展や新規就農者の円滑な就農を支援す

るため、各種施策との連携を図りつつ効果的な制度資金の活用を推進する。 
 
 

（ⅳ） 農業関係団体の事業運営の活性化 

農業協同組合の営農・販売機能の強化等を図るため、人材育成等の取組を支援す

るとともに、農業災害補償制度の円滑な運営を図るため、農業共済組合等の組織体

制強化の取組を支援する。また、農業協同組合及び農業共済組合の適正な事業運営

を確保するため検査・指導を実施する。
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明日を担う新規就農者の確保・育成

経営体育成融通促進費

農業制度金融融通指導費

農業近代化資金融通促進費

フードマイレージ削減チャレンジ事業費（再掲）

農産物に対する消費者の信頼確保

意欲ある農業者販路開拓支援事業費【重点戦略A・D】（再掲）

農産物マーケティング推進事業費【重点戦略Ｂ・D】

とちぎブランド農産物等輸出拡大事業費【重点戦略Ｂ】

(4)

(1)

卸売市場流通対策事業費（再掲）

(3)

「とちぎのいいもの」販売推進事業費【重点戦略Ｂ・D】

県民ニーズに対応した安定的な農産物供給の実現

農産物の安全・安心対策推進事業費

1 担い手・経営対策
(1)

(2)

(5) 農業災害補償・農作業安全対策の推進

4 消費・安全対策

農産物の高付加価値化の推進

農産物マーケティング推進事業費【重点戦略Ｂ・D】（再掲）

卸売市場流通対策事業費

農業団体指導育成費

県産農産物等需要創出促進事業費【重点戦略Ｂ・D】

就農支援資金貸付事業費

意欲ある農業者販路開拓支援事業費【重点戦略A・D】

農協検査指導費

地域農業を維持する担い手の確保

農業団体指導育成費（再掲）

フードマイレージ削減チャレンジ事業費

Ⅱ　事 業 体 系 経済流通課

2 生産・流通対策
マーケットイン型産地への改革推進

効率的な生産・流通体制の確立

(1)

(2)

農業信用保証制度円滑化事業費

(3)

意欲的な農業者の経営高度化支援

ⅱ 事業体系 
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④経営技術課 

 

ⅰ 事業執行方針 

 

平成 23 年度は、「とちぎ農業成長プラン」に基づき、本県農業をリードするプロ

農家の育成や地域農業の担い手の確保、環境をはぐくむ“エコ農業とちぎ”の展開

等を推進するため、次の事項を重点的に実施する。 
 

（ⅰ）  意欲的な農業者の経営高度化支援  
企業的な経営感覚を身につけた農業経営者を育成するため、農業大学校に開設し

た「とちぎ農業ビジネススクール」等を通して、需要に即応した商品づくりや販路

開拓のノウハウなどの習得を支援するとともに、認定農業者の経営改善や法人化を

支援する。 
 

（ⅱ）  明日を担う新規就農者の確保・育成                                                    
農業内外からの就農希望者の就農を促進するため、新規就農相談センターによる

セミナーの開催や農家等における技術研修を支援するとともに、就農初期の経費を

助成する。 
 

（ⅲ） 地域農業を維持する担い手の確保                                                              
地域農業の維持発展を図るため、集落営農の組織化や農業経営の法人化を促進す

る。 
また、農業の担い手が不足する地域においては、農業団体等出資法人の設立や、

地域と調和した企業の参入を支援する。 
 

（ⅳ） 環境にやさしい農業の推進 
環境保全型農業に加え、「生物多様性の維持・向上」や「ＣＯ２排出量削減」に

も配慮した総合的な取組「エコ農業とちぎ」の推進方策等について検討するととも

に、土づくりやＩＰＭ（総合的病害虫・雑草管理）、農薬の安全使用等を推進する。 
 
（ⅴ） 競争力の高い新品種・新技術等の開発・普及 

消費者や実需者、農業者等のニーズをとらえ、ブランド力や付加価値を高める新

品種・新技術の開発を加速するため、施設・機器の整備など、農業試験場の再編整

備を推進する。
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経営技術課

(5)

農業環境指導センター運営費

知的財産権取得推進事業費【重点戦略Ｂ】

遊休農地対策事業費

農業試験場費【重点戦略Ｂ】

先進的農業経営者育成事業費【重点戦略A】

経営体育成推進事業費【重点戦略A・Ｃ】

農業大学校就農準備校運営費【重点戦略A】

普及活動推進事業費

農業関係試験場再編整備事業費【重点戦略Ｂ】

(3)

(1)4 消費・安全対策

1 担い手・経営対策 (1)

(2)

(4)

(5)

3 生産環境対策

2 生産・流通対策

農業大学校費【重点戦略A】

地域と調和した企業の農業参入促進

農業災害補償・農作業安全対策の推進

優良農地の確保と有効利用の促進(1)

Ⅱ　事 業 体 系

意欲的な農業者の経営高度化支援

明日を担う新規就農者の確保・育成

農地保有合理化促進対策費【重点戦略Ｃ】

意欲ある新規就農者の確保育成事業費【重点戦略A】

経営体育成推進事業費【重点戦略A・Ｃ】（再掲）

農作業安全対策推進費

エコ農業とちぎ推進事業費【重点戦略Ｅ】

有機農業推進事業費【重点戦略Ｅ】

地域農業を維持する担い手の確保

農業・農村男女共同参画推進事業費

環境にやさしい農業の推進

意欲ある新規就農者の確保育成事業費【重点戦略A】（再掲）

農業士等農業者組織活動推進事業費

競争力の高い新品種・新技術等の開発・普及

環境保全型農業直接支援対策費【重点戦略Ｅ】

有機農業推進事業費【重点戦略Ｅ】（再掲）

農産物に対する消費者の信頼確保

とちぎＧＡＰ強化推進事業費

農産物知的財産権センター事業費【重点戦略Ｂ】

(3)

農地保有合理化促進対策費【重点戦略Ｃ】（再掲）

ⅱ 事業体系 
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⑤生産振興課 

 

ⅰ 事業執行方針 

  平成 23 年度は、「とちぎ農業成長プラン」に基づき、国の農業者戸別所得補償制

度に的確に対応した本県独自の水田農業経営の普及や園芸産地の総合力の発揮によ

る産地基盤の強化などを通じて、産地間競争に打ち勝つ農業の確立を目指して、次の

事項を重点的に実施する。 
 

（ⅰ） 「水田経営とちぎモデル」の推進による水田農業経営の確立 

県内各地域において「水田経営とちぎモデル」の普及・推進を通じて、地域の特

性を生かした水田農業経営の展開を図るため、農業者等の実践的な取組みへの支援

を行う。 
 

（ⅱ） 需要の多様化に対応した園芸産地の総合力の発揮 

施設園芸のより一層の生産の効率化を図るとともに、多様な需要に的確に応える

ため、露地野菜や果樹等の生産拡大等を内容とする総合的な産地戦略の実践を通じ

て、産地基盤の強化を図る。 

 

（ⅲ） 県産花きの消費拡大と地域特産物の生産振興 

花き生産のより一層の振興を図るため、生産・流通・小売等の各段階の関係者が

連携協力して、消費者等実需者ニーズにマッチした本県産花きの生産・消費拡大の

取組みを促進する。 

また、あさ、かんぴょう等の地域特産物については、より一層の生産性の向上に

努めるとともに、農商工連携による新用途開発の促進など、生産者の組織的な取組

みを支援する。 

 

（ⅳ） 漁業協同組合等の経営体質の強化と水産物の安全性の確保 

漁業協同組合等の経営基盤強化に向けた管理指導態勢の取組みの強化を図ると

ともに、水産物のより一層の安全性や品質向上の確保に向けた取組みを促進する。 
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生産振興課

水産試験場運営費

水産試験研究費

水産振興推進事業費（再掲）

園芸生産組織強化対策事業費

青果物価格安定対策事業費

花普及促進事業費

特用作物産地活性化対策事業費

とちぎ花センター運営費

なかがわ水遊園管理運営事業費

競争力強化生産総合対策費【重点戦略Ｂ・Ｃ】

水田農業構造改革推進事業費【重点戦略Ｃ】

水産振興推進事業費

特色ある農産物の生産振興

優良種子確保推進事業費

農業団体等需給調整推進事業費

農業者戸別所得補償制度推進事業費【重点戦略Ｃ】

漁業調整指導費

5 農村振興対策 (3) 交流と協働による地域の活性化

水産振興推進事業費（再掲）

4 消費・安全対策 (1) 農産物に対する消費者の信頼確保

(4) 農産物の高付加価値化の推進

(5) 競争力の高い新品種・新技術等の開発・普及

(3)

3 生産環境対策 (5) 鳥獣害対策の推進

園芸産地総合戦略支援事業費【重点戦略Ｂ・Ｄ】（再掲）

園芸産地総合戦略支援事業費【重点戦略Ｂ・Ｄ】（再掲）

2 生産・流通対策 (1) マーケットイン型産地への改革推進

Ⅱ　事 業 体 系

米政策改革連携推進事業費

(2) 効率的な生産・流通体制の確立

園芸産地総合戦略支援事業費【重点戦略Ｂ・Ｄ】

園芸産地総合戦略支援事業費【重点戦略Ｂ・Ｄ】（再掲）

ⅱ 事業体系 
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⑥畜産振興課 

 

ⅰ 事業執行方針 

平成２３年度は、新たに策定した「とちぎ農業成長プラン」及び「栃木県酪農・

肉用牛生産近代化計画」に基づき、自給飼料基盤に立脚した生産性の高い畜産経営

体が、安全・安心で高品質な畜産物生産の取組みを一層促進できるよう、次の事項

を重点的に実施する。 

 

（ⅰ） 生産性の高い畜産経営の推進 

和牛生産基盤の強化や効率的肥育技術の確立及び牛群検定成績の活用などを推

進することにより、生産性の高い畜産経営を確立する。 

また、子牛価格や畜産物価格の低迷に対して、価格安定対策事業などにより生産

者を支援し、畜産経営の安定を図る。 

 

（ⅱ） 自給飼料の生産・利用拡大 

県及び地域の飼料自給率向上戦略会議を核として、地域内流通システムの構築に

よる飼料用米の生産・利用拡大や水田、遊休農地での経営内放牧等を推進するなど

して、自給飼料生産基盤に立脚した畜産経営を確立する。 

 

（ⅲ） 多様なニーズに対応し得る畜産物生産の推進 

ＨＡＣＣＰの考え方を取入れた飼養衛生管理の普及、飼養管理情報の確実な記帳

推進及び生産・流通履歴情報の積極的な提供など、消費者の信頼を確保するための

生産者等の取組みを指導、支援するとともに、牛乳の機能性成分の向上や牛肉の食

味を向上させる飼養管理技術の開発などに取組み、多様な消費者ニーズに対応した

畜産物の生産を促進する。 

 

（ⅳ） 畜産環境の改善と良質堆肥の生産・利用促進 

家畜排せつ物の適正処理に係る指導を実施するとともに、耕種農家等の利用目的

にあった良質堆肥の生産を促進する。 

また、堆肥の生産者と利用者のマッチングを目的とした「とちぎ堆肥ネット」を

充実・強化するほか、化学肥料代替としての利用を進めるために施肥設計技術を実

証展示するなどして堆肥の利用拡大を図る。 

 

（ⅴ） 家畜伝染病の発生予防とまん延防止 

口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の発生に備えた危機管理体

制の整備・強化、死亡牛ＢＳＥ検査の適正な実施、更には、飼養衛生管理基準の普

及・指導徹底等により、家畜伝染病の発生予防とまん延防止に努める。
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畜産振興課

牛海綿状脳症死亡牛検査施設等運営費

家畜保健衛生所施設整備費

家畜衛生対策費

バイオガスプラント実証試験事業費

(1)

(1)

草地畜産基盤整備事業費

家畜伝染病予防費

循環型社会への対応

(3)

  3 生産環境対策

  4 消費・安全対策

  1 担い手・経営対策

畜産経営安定対策事業費

家畜保健衛生所費

飼料生産利用対策事業費【重点戦略C】

畜産物流通対策事業費

農産物に対する消費者の信頼確保

(5)

(1)

(4)

畜産環境対策事業費

環境にやさしい農業の推進

Ⅱ　事 業 体 系

意欲的な農業者の経営高度化支援

  2 生産・流通対策 効率的な生産・流通体制の確立(2)

家畜生産振興対策事業費【重点戦略B】

優良農地の確保と有効利用の促進

畜産環境対策事業費（再掲）

畜産経営安定対策事業費（再掲）

県営牧場運営費

畜産酪農研究センター費【重点戦略Ｂ】

畜産酪農研究センター施設整備費

競争力の高い新品種・新技術等の開発・普及

   ⅱ 事業体系 
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⑦農地整備課 

 

ⅰ 事業執行方針 

平成２３年度は、農業の成長産業としての発展を目指す「とちぎ農業成長プラン」及び

「とちぎ水土里づくりプランⅡ」に基づき、選択と集中をもって各種施策を着実に展開

していく。 
特に、担い手への農地集積や戸別所得補償制度を推進するための地域特性に応じた農業

生産基盤の整備や農業水利施設等の適切な保全管理、さらには環境と調和のとれた美し

い農村の保全・形成に向けた各種事業を推進することにより、元気あふれる“郷”を目

指し、次の事項に重点的に取組んでいく。 
 
（ⅰ） 農業農村整備の計画的な推進  

食料生産の基礎となる農地や農業用水を確保し、安定した農業構造の確立に向け、地

域の合意形成を図りながら事業計画を策定し、ほ場や農業水利施設などの農業生産基盤

の整備を計画的に推進する。 
事業の実施にあたっては、農村地域の豊かな自然環境との調和に配慮しながら地域の

特性に応じた整備を行い、担い手の確保・育成や農地集積のさらなる促進に向けて支援

する。 

 
（ⅱ） 農業水利施設の適切な保全管理  

農業用水を安定的に供給するとともに良好な排水機能を確保するため、ダム、頭首工、

用排水機場などの農業水利施設の適切な保全管理に向けて、施設の機能診断に基づく予

防保全対策や計画的な更新整備を推進する。 

 
（ⅲ） 土地改良区の運営強化  

「栃木県土地改良区運営強化推進計画」に基づく土地改良区の統合整備の推進や、土

地改良区の検査指導及び人材育成等の充実により、運営体制及び土地改良施設の保全管

理体制の強化を図るとともに、地域農業振興の取組みなど土地改良区活動の活性化に向

けて支援する。 
 
（ⅳ） 国営土地改良事業地区の営農推進  

  芳賀台地地区などの国営土地改良事業完了地区の事業効果の早期発現に向け、営農推

進組織などを活用し、関係市町との連携を図りながら、農業生産法人による新たな営農

の取組や地元農家による試験的作付の取組みなどを推進する。 
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農地整備課

基幹水利施設ストックマネジメント事業費【重点戦略C】

基盤整備促進事業費（農道）

土地改良施設管理費

土地改良負担金総合償還対策事業費

深山・板室ダム管理事業費

県営かんがい排水事業費

県営農業用河川工作物応急対策事業費

新農業水利システム保全対策事業費

土地改良指導費

土地改良区育成強化事業費

農業水利施設機能診断事業費【重点戦略C】

生き物を育む農村空間形成事業費【重点戦略E】

団体営調査設計事業費

ふるさと農道緊急整備事業費

(2) 農業水利施設の保全管理

(3) 環境にやさしい農業の推進

県営畑地帯総合土地改良事業費

農業経営高度化支援事業費（畑総）

農業用水水源地域保全対策事業費

3 生産環境対策
(1) 優良農地の確保と有効利用の促進

土地改良換地清算費

戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業費

農地・農業用施設災害復旧事業費

土地改良事業受託調査費

国営土地改良事業等関連調査指導費

農地集団化推進事業費

Ⅱ　事 業 体 系

基幹水利施設管理事業費

国営造成施設管理体制整備促進事業費

県単農業農村整備事業費

経営体育成基盤整備事業費【重点戦略C】

水土保全対策強化事業費

農業農村整備事業計画調査費

農業経営高度化支援事業費

基盤整備促進事業費（農業用用排水）

ⅱ 事業体系 
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２．補助金、負担金及び交付金 
（１）意 義 

①補助金 
地方自治法第 232 条の 2において「普通地方公共団体は､その公益上必要がある場合

においては、寄附又は補助をすることができる。」と規定されている。また、栃木県補

助金等交付規則（以下「補助金等交付規則」という。）第 2 条第 1 項において､以下の

通り規定されている 
第１項 この規則において､「補助金等」とは、県が国及び都道府県以外の者に対して

交付する次に掲げるものをいう。 
・補助金 
・利子補給金 
・負担金その他相当の反対給付を受けない給付金（知事が別に指定するものを除く。） 
一般的には特定の事業､研究等の育成、助長するために地方公共団体が公益上必要が

あると認めた場合に対価なくして支出するものであるとされている 
補助金は、本来地方公共団体が独自の判断によって支出する直接補助が多いが、一

方では国の施策に基づき（市町村が都道府県の施策に基づいて行う場合もあるが）､国

から補助を受けて地方公共団体が間接的に補助をする場合もある。 
また、補助金は、補助等の根拠が法律に規定されているいわゆる法律補助と補助等

の根拠が予算措置のみによるいわゆる予算補助に区分される。いずれも憲法又は地方

自治法に定める公金支出の制限に反しない限り支出することが可能である。 
上記の補助金の意義を前提とすると補助金としての要件は、下記の 3 つを挙げるこ

とができる。 
・特定の事務、事業に公益性があると認められること。 
・その事務､事業の実施に資するためのものであること。 
・財政的援助に資するものであること。 
従って、これらの要件を備えている支出は、その名称の如何を問わず補助金として

扱われている。 
栃木県としても、補助金を交付するにあっては補助金等交付規則､事業毎の要綱等の

規程を作成し､この手続きに基づいた補助事業を行っている。 
    
   ②負担金 

負担金とは、法令又は契約等によって地方公共団体が負担するもので二つに大別さ

れる。一つは、特定の事業について、地方公共団体が当該事業から特別の利益を受け

ることに対して、その事業に要する経費の全部または一部の金額を支出する場合であ

る（任意的な負担金）。もう一つは、一定の事業等について財政政策上またはその他の

見地から事業等に要する経費の負担割合が定められているときに、その負担区分によ



25 

り負担する場合である（義務的な負担金）。後者は、国と地方公共団体との間及び地方

公共団体相互の間に見られる負担関係である。 
 なお、任意的な負担金の例として各種団体を地方公共団体が構成しているとき､その

団体の必要経費に充てるため構成各団体が取り決められた費用を任意に支出する場合

がある。 
 負担金の支出は、地方公共団体の予算に少なからぬ影響を与えているのが実情であ

る。すなわち、義務的な負担金にあってはいわゆる超過負担の問題であり､任意的な負

担金の場合は、内容が不明確な団体等の会員としてその維持運営のための負担金とい

う名目で会費を支出しているという問題である。 
 
③交付金 
 交付金とは、法令又は条例、規則等により、団体あるいは組合等に対して地方公共

団体の事務を委託している場合において､当該事務処理の報償として支出するもので

ある。委託金が法令の規定又は私法上の契約による行政事務執行上の委託であるのに

対し、交付金はもっぱら報償として一方的に交付される点において異なるものである。 
 

（２）役割と問題点 
 補助金は、他の団体が行う事業やその団体の運営そのものについて何らかの公益上

の必要性がある場合に､その事業に対して地方公共団体が資金援助を行うという行政

手法である。従って、行政にとって公益上必要と認めた特定の政策目的を達成するた

めの手段として重要な機能を有するものである。 
 しかし、補助金､負担金及び交付金（以下「補助金等」という。）には、以下のよう

な問題点が指摘されている。 
 ・交付申請手続きの複雑さ 
 ・交付目的の根拠が不明確 
 ・交付対象事業が様々で､濫費に陥りやすい 
 ・補助金等交付の既得権化 
この様なことから、補助金等の交付にあたっては、社会情勢の変化に応じて公益性

の観点から見直しが必要とされている。また、補助金等の財源は、我々県民の貴重な

税金であり限られた財源を有効に使うためにも、行政需要の変化に応じた施策に振り

向ける必要がある。 
栃木県では、平成 21 年 10 月に「とちぎ未来開拓プログラム」～栃木県財政の健全

化に向けて～を作成し､県の財政立て直しを図る施策を実施している。この「とちぎ未

来開拓プログラム」は、危機的な県の財政状況の中、平成 21 年度から平成 24 年度を

集中改革期間として、当面の財源不足の解消を図るだけでなく､安全安心の確保、社会

的弱者への支援などの行政課題や新たな県民ニーズに的確に対応できるよう、内部努
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力の徹底、歳入の確保、行政経費の削減などにより､県政運営の土台となる財政基盤を

立て直す、行財政全般にわたる取組みである。 
この「とちぎ未来開拓プログラム」の集中改革期間における具体的な取組みで､行政

経費の削減項目の中で事務事業の見直しの基本的な考え方の例として､補助金の見直

し及び無利子貸付金の有利子化を進めることが示されている。 
また、見直しする主な事業について､見直しの視点ごとに､「主な検討事業一覧」～

事業費が１千万円以上のもの～として､継続する事業､見直しを行う事業が掲げられて

いる。この中には、具体的な補助事業が含まれているのでこれらの検証も行うことと

する。 
 

（３）県における支出状況 
各課の補助金、負担金及び交付金の実績を集計すると次のとおりである。 

（単位：千円） 
区  分 課支出総額 補助金 負担金 交付金 補助金等支出割合 

農 政 課 1,614,485 97,841 6,600 118,128 13.8％ 

農村振興課 2,422,436 646,405 269,101 177,441 45.1％ 

経済流通課 613,094 282,406 151 1,219 46.2％ 

経営技術課 4,537,176 185,251 3,332 － 4.1％ 

生産振興課 2,739,669 799,538 4,180 － 29.3％ 

畜産振興課 2,752,794 1,023,710 16,673 － 37.7％ 

農地整備課 8,334,277 1,459,917 24,372 － 17.8％ 

合  計 23,013,931 4,495,071 324,410 296,788 22.2％ 

 
このように、支出総額に対する補助金等の支出割合は、農村振興課及び経済流通課が

45.1％及び 46.2％と高く、畜産振興課の 37.7％が次に高くなっている。 

次葉からが、農務部補助金等一覧表である。この表の平成 23 年度の補助金等のうち、

1,000 千円以上のものについて抽出して監査を行っている。 

なお、経営技術課の水道加入金については、1,000 千円を超えているが、支出内容が明

確であるため監査対象から除外している。 

  



27 

（単位：千円） 
課名 補助金名 平成 23年度 平成 22年度 平成 21年度 

 

農政課 1 栃木県農業会議補助金 48,761 48,081 49,678 
 

  2 農業会議助成事業費補助金 910 851 3,523 
 

  3 農地制度実施円滑化事業費補助金（農業会議分） 8,643 7,317 - 
 

  4 農地制度実施円滑化事業費補助金（市町分） 10,869 32,756 - 
 

  5 とちぎの食育・地産地消総合推進事業費補助金 1,071 185 9,989 ※ 

  6 食と農の理解促進事業費補助金 19,591 19,776 23,832 ※ 

  7 アグリフードビジネス支援事業費 5,729 - - ※ 

  8 農漁業災害対策特別措置費 2,266 - - ※ 

  農政課 計 97,841 108,967 87,022 
 

農村振興課 1 団体営農村振興総合整備事業費補助金 71,190 108,010 193,115 
 

  2 農業集落排水事業費補助金 12,850 187,150 812,970 
 

  3 農地・水保全管理支払事業費補助金 373,187 337,830 340,483 
 

  4 再生可能エネルギー施設導入支援事業費補助金 1,638 - - 
 

  5 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 57,141 16,763 - 
 

  6 都市農村交流施設活性化推進員設置費補助金 5,057 4,940 5,063 ※ 

  7 経営構造対策推進事業費補助金 7,782 7,782 10,782 ※ 

  8 山村振興対策事業費補助金 93,000 27,000 10,299 
 

  9 美しい田園風景協働保全支援事業費補助金 1,467 - - ※ 

  10 活力ある中山間地域づくり事業費補助金 5,505 5,975 9,929 ※ 

  11 中山間地域グラウンドワーク活動等支援事業費補助金 3,535 3,600 3,000 
 

  12 経営構造対策関連施設等災害復旧補助金 14,051 - - 
 

  農村振興課 計 646,405 699,050 1,385,641 
 

経済流通課 1 農業近代化資金利子補給金 97,290 111,937 126,206 ※ 

  2 農業信用基金協会特別準備金積立補助金 3,090 2,658 403 ※ 

  3 農業経営基盤強化資金利子助成金 36,036 38,622 40,148 ※ 

  4 農業経営改善促進資金低利預託基金利子補給金 43 46 70 ※ 

  5 農業経営負担軽減支援資金利子補給金 522 707 811 ※ 

  6 農漁業災害対策特別措置費補助金 334 250 257 ※ 

  7 がんばろう“とちぎの農業”緊急支援資金利子補給費補助金 243 - - ※ 

  8 新たな農協経営体制強化促進事業費補助金 2,700 2,800 3,500 ※ 
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  9 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金 109,525 - - 
 

  10 農産物マーケティング推進事業費補助金 10,549 15,145 17,883 ※ 

  11 とちぎブランド農産物等輸出促進事業費補助金 2,704 3,020 3,894 ※ 

  12 卸売市場施設災害復旧事業費補助金 1,603 - - 
 

  13 食品流通等対策事業費補助金 4,085 4,306 4,064 ※ 

  14 県産農産物等需要創出促進事業補助金 2,707 - - ※ 

  15 地域放射性物質分析事業費補助金 10,971 - - 
 

  経済流通課 計 282,406 179,494 197,238 
 

経営技術課 1 経営安定対策支援事業費補助金 2,000 3,700 3,700 ※ 

  2 農地確保・利用支援事業費補助金 - - 568 
 

  3 地域農業担い手組織育成事業費補助金 2,147 1,535 - ※ 

  4 とちぎの集落営農確立支援事業費補助金 - - 2,376 ※ 

  5 人と農地再編支援事業費補助金 - - 2,832 ※ 

  6 農地保有合理化促進対策費補助金 31,555 36,272 46,922 
 

  7 市町村農業公社等組織体制強化促進事業費補助金 - - 2,362 
 

  8 農地利用集積円滑化事業費補助金 - 83,231 - 
 

  9 経営体育成整備事業費補助金 - 50,705 0 
 

  10 農業雇用確保緊急対策事業費補助金 - 3,756 26,431 ※ 

  11 農業後継者育成基金助成事業費補助金 - - 3,349 ※ 

  12 意欲ある新規就農者の確保育成事業費補助金 6,191 6,491 7,668 ※ 

  13 農業者組織活動強化支援事業費補助金 4,584 4,628 5,307 ※ 

  14 農業者組織研究実践活動助長費補助金 - 800 1,600 ※ 

  15 とちぎの遊休農地対策事業費補助金 - 1,338 2,489 
 

  16 農薬適正使用指導強化緊急対策事業費補助金 7,500 7,500 7,500 
 

  17 ＩＰＭ実践産地支援事業費補助金 7,814 - - 
 

  18 先進的営農支援交付金 25,500 - - ※ 

  19 ＧＡＰ実践産地支援事業 4,256 1,872 - 
 

  20 放射性物質吸収抑制対策支援事業 93,704 - - 
 

  経営技術課 計 185,251 201,829 113,104 
 

生産振興課 1 食と農の新プロジェクト形成支援事業費補助金 - 6,523 9,357 ※ 

  2 需要対応型園芸産地育成事業費補助金 - 51,423 55,693 ※ 

  3 園芸産地総合戦略支援事業費補助金 25,596 - - ※ 
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  4 果樹新品種普及促進事業費補助金 107 125 165 ※ 

  5 強い農業づくり事業費補助金 52,000 999,354 223,057 
 

  6 水田経営とちぎモデル条件整備事業費補助金 51,705 - - ※ 

  7 戦略作物産地形成推進事業費補助金 1,731 - - ※ 

  8 水田農業構造改革推進事業費補助金 - 25,198 26,183 ※ 

  9 農業団体等需給調整推進事業費補助金 13,554 14,685 128,740  

  10 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 257,992 - - 
 

  11 米麦改良事業費補助金 4,962 5,020 5,298 ※ 

  12 園芸生産組織強化対策事業費補助金 920 1,000 1,750 ※ 

  13 野菜生産出荷安定資金造成円滑化事業費補助金 - 38,041 35,396 ※ 

  14 青果物生産安定互助対策事業費補助金 8,876 13,674 23,470 ※ 

  15 花の消費拡大支援事業費補助金 - 280 400 ※ 

  16 とちぎの花消費拡大推進事業費補助金 600 - - ※ 

  17 とちぎの花いきいき魅力アップ事業費補助金 500 - - ※ 

  18 特用作物産地活性化対策事業費補助金 700 1,750 2,200 ※ 

  19 カワウ等食害防止総合対策事業費補助金 1,507 987 1,950 ※ 

  20 とちぎの魚プロモート事業費補助金 - 251 600 ※ 

  21 優良種苗生産助成事業費補助金 2,741 3,292 2,924 ※ 

  22 米粉生産製造連携対策事業費補助金 293,955 - 341,082 
 

  23 県産農産物の安全・安心ＰＲ事業費補助金 11,143 - - ※ 

  24 東日本大震災農業生産対策事業費補助金 70,949 - - 
 

  生産振興課 計 799,538 1,161,606 858,265 
 

畜産振興課 1 畜産特別資金利子補給事業補助金 151 315 479 ※ 

  2 栃木県肉用牛肥育経営緊急支援対策事業補助金 127,004 - - ※ 

  3 肉豚価格安定事業費補助金 29,963 21,478 22,118 ※ 

  4 県産優良繁殖牛保留強化事業費補助金 1,134 1,501 - ※ 

  5 力強い酪農経営復興事業費補助金 183,474 - - 
 

  6 稲わら等処理緊急対策事業費補助金 109,000  -  - 
 

  7 家畜共進会事業費補助金 150  150  550 ※ 

  8 栃木県産和牛肥育効率化支援事業費補助金 800 - - ※ 

  9 畜産振興促進対策事業補助金 3,400 3,109 3,348 ※ 

  10 草地畜産基盤整備事業費補助金 567,797 509,796 386,477 
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  11 総合食糧対策事業費補助金 298 298 298 
 

  12 養豚衛生管理体制事業費補助金 537 531 875 
 

  畜産振興課 計 1,023,710 537,179 414,146 
 

農地整備課 1 団体営調査設計事業費補助金 7,475 9,100 20,345 
 

  2 農地集団化推進事業費補助金 4,932 13,039 9,579 
 

  3 県単農業農村整備事業費 256,074 236,991 299,100 ※ 

  4 農業経営高度化支援事業費補助金 129,620 79,615 53,870 
 

  5 農業経営高度化支援事業費（畑総）補助金 67 225 225 
 

  6 基盤整備促進事業費（農業用用排水）補助金 138,837 69,413 93,888 
 

  7 基盤整備促進事業費（農道）補助金 125,211 49,377 109,260 
 

  8 新農業水利システム保全対策事業費補助金 16,396 4,500 28,524 
 

  9 戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業費補助金 39,403 - - 
 

  10 農地・農業用施設災害復旧事業費補助金 600,344 2,790 16,414 
 

  11 土地改良区育成強化事業費補助金 1,829 - 4,142 
 

  12 土地改良施設管理費補助金 57,176 60,579 64,282 
 

  13 土地改良負担金総合償還対策事業費補助金 5,811 6,917 9,299 
 

  14 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 55,177 49,616 100,239 
 

  15 水土保全対策強化事業費補助金 13,294 12,386 18,052 
 

  16 農業用水水源地域保全対策事業費補助金 7,270 22,700 15,224 
 

  17 農業水利施設機能診断事業費補助金 1,000 - - ※ 

  農地整備課 計 1,459,917 617,248 842,444 
 

 農政部 補助金 合 計 4,495,071 3,505,375 3,897,863 
 

※は県単独補助金である。 
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（単位：千円） 
課名 負担金名 平成 23 年度 平成 22 年度 平成 21 年度 

農政課 1 農林水産技術情報協会負担金 230 230 230 

  2 農林水産先端技術産業振興センター負担金 40 40 40 

  3 日本経営協会参加負担金 30 30 - 

  4 とちぎ“食と農”ふれあいフェア実行委員会負担金 5,000 5,000 5,000 

  5 とちぎ地産地消県民運動実行委員会負担金 1,300 1,500 2,000 

  農政課 計 6,600 6,800 7,270 

農村振興課 1 地籍調査事業費負担金 259,101 246,960 262,500 

  2 とちぎ“食と農”ふれあいフェア実行委員会負担金 10,000 10,000 10,000 

  農村振興課 計 269,101 256,960 272,500 

経済流通課 1 検査研修負担金２件 90 92 90 

  2 団体指導研修負担金２件 60 63 63 

  経済流通課 計 151 155 153 

経営技術課 1 会議等参加負担金 35 73 75 

  2 農村青少年振興会会費負担金 200 200 200 

  3 農業大学校各種団体に対する会費負担金 359 374 943 

  4 学生海外派遣研修負担金 - - 612 

  5 農作業安全対策推進協議会負担金 200 200 - 

  6 農林水産祭 315 760 855 

  7 全国農業改良普及支援協会負担金 429 453 485 

  8 水道加入金 1,029 - - 

  9 知的財産権取得推進事業研修参加費 - 188 24 

  10 農業試験場各種団体に対する会費負担金 369 249 249 

  11 農業試験場会議等出席負担金 367 82 209 

  12 栃木県使用済農業生産資材適正処理推進協議会負担金 - 200 200 

  13 農業環境指導センター会議等出席負担金 27 26 72 

  経営技術課 計 3,332 2,807 3,927 

生産振興課 1 米政策改革連携推進事業費（県農業再生協議会負担金） 1,000 2,000 3,000 

  2 全県フラワーパーク化運動推進事業費 - 2,600 3,200 

  3 とちぎ花フェスタ開催事業費 1,700 - - 
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  4 関東東海花の展覧会開催事業費 1,100 - - 

  5 社団法人日本水産資源保護協会負担金 240 240 240 

  6 全国内水面漁場管理委員会連合会負担金 140 140 140 

  生産振興課 計 4,180 4,980 6,580 

畜産振興課 1 草地畜産基盤整備事業費負担金 16,054 6,788 0 

  2 堆肥流通利用促進協議会負担金 300 300 300 

  3 講習会参加者負担金 319 337 388 

  畜産振興課 計 16,673 7,426 688 

農地整備課 1 
土地改良施設管理費負担金 

 （土地改良施設維持管理適正化事業費負担金） 
1,124 979 1,102 

  2 
土地改良施設管理費負担金 

 （施設改善対策事業費負担金） 
280 672 1,009 

  3 
深山・板室ダム管理事業費負担金 

 （併任職員給与等） 
21,878 20,941 21,442 

  4 
深山・板室ダム管理事業費負担金 

 （高舘山無線中継局維持管理負担金） 
12 252 11 

  5 
深山・板室ダム管理事業費負担金 

 （講習会参加者負担金） 
- 149 - 

  6 基幹水利施設管理事業費負担金 859 782 1,401 

  7 国営造成施設管理体制整備促進事業費負担金 216 216 223 

  農地整備課 計 24,372 23,995 25,192 

農政部 負担金 合 計 324,410 303,124 316,310 
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（単位：千円） 
課名 交付金名 平成 23 年度 平成 22 年度 平成 21 年度 

 

農政課 農業委員会交付金 113,428 115,394 114,930 
 

  農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 4,700 4,700 4,700 
 

  農政課 計 118,128 120,094 119,630 
 

農村振興課 中山間地域等直接支払交付金 177,441 174,044 167,798 
 

  農村振興課 計 177,441 174,044 167,798 
 

経済流通課 農業改良資金県貸付金取扱事務交付金 63 84 207 ※ 

  就農施設等資金県貸付金取扱事務交付金 1,155 1,745 1,319 ※ 

  経済流通課 計 1,219 1,829 1,526 
 

経営技術課   - - - 
 

生産振興課   - - - 
 

畜産振興課   - - - 
 

農地整備課   - - - 
 

農政部 交付金 合 計 296,788 295,968 288,954 
 

※は県単独交付金である。 
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 （４）交付手続 

    補助金等の基本的な交付事務の流れは以下のとおりである。 

補助金等交付要領の制定 

交 付 申 請 

交 付 決 定 

支出負担行為決議 

実 績 報 告 

検    査 

額 の 確 定 

概算払請求 

支   払 

精算払請求 

支   払 

精算（返納） 

認定申請及び内示 

〈概算払の場合〉 〈精算払の場合〉 
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３．貸付金 

  農業に関連する貸付は以下の「制度金融」の中で行われている。 

（１）制度金融の概要 

 ①意味 

農業に対する金融は、農協系統金融機関をはじめとする民間金融機関及び日本政策金融

公庫等政府系金融機関により担われている。 

このうち、法律、政令、規則、条例等に基づき、その政策目的を遂行するため、国又は

地方公共団体が財政資金を融資したり、民間金融機関の貸し出しに対して利子補給等を行

う一連の政策金融を「制度金融」と総称している。 

また、農業者の信用力を補完し、資金の融通を円滑にするため、国や地方公共団体等の

助成を受けて行われる債務保証制度（栃木県農業信用基金協会）も、広義の制度金融の範

ちゅうに入る。 

 ②役割 

農業は、自然条件に左右される豊凶変動、また、それに伴う農作物の価格変動といった

リスク性、経営規模が一般に零細であることによる低収益、信用力の脆弱性、さらに、投

資の回収期間の長期性等から一般金融には乗り難い性格を有している。 

そこで、これらを補完し、農業施策の推進上、必要な事業に対し資金の供給を行うため

に設けられているのが制度金融であり、補助事業等と並ぶ有力な政策誘導手段となってい

る。 

また、制度金融は、補助事業等に比べ、行政の介入度合いが低く農業者の自主性をより

生かした誘導を図ることができること、利子補給を行うものは後年度に財政負担が及ぶも

のの、補助金に比べ初期の財政負担が小さく、助成対象数を拡大することができること等

の優れた特徴を有している。 

 ③特性 

制度金融は、個別農業経営の近代化のための投資等、私的資本形成の分野で主たる役割

を担っているほか、公共性が高く、農業政策の推進上、特に重要性が高い事業等本来、補

助事業が対象としている分野において、補助残融資等の形でこれを補完している。 

なお、国が行う制度資金としては、農業経営の改善を図るため新しい農業へのチャレン

ジを目的とした無利子の「農業改良資金」、青年等の就農促進を目的とした無利子の「就農

支援資金」がある。 

また、政策性が強く一般の金融機関が融資することを困難とするもの等を融資すること

を目的とした、長期かつ低利の「日本政策金融公庫資金」及び農業経営の近代化を目的と

して、農協系統等民間金融機関資金を原資とする「農業近代化資金」等がある。 
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主な農業制度資金の特性 

 

 農業近代化資金 就農支援資金 農業改良資金 日本政策金融公庫資金 

原 資 農協系統等資金 

（利子補給） 

財政資金 財政融資資金等 財政融資資金 

財投債・財政機関債等

（利子助成） 

融資機関 農協系統金融機関等 都道府県 

農協系統金融機関等 

日本政策金融公庫 日本政策金融公庫 

貸付条件 中 長 期 

低 利 

（一部無利子） 

中 期 

無 利 子 

中 短 期 

無 利 子 

長 期 

低 利 

（一部無利子） 

主な対象 

事業等 

担い手が農業経営の

改善を図るための機

械・施設、運転資金

等 

青年等が就農するた

めに必要な研修、準

備及び経営開始する

のに必要な機械、施

設等 

担い手が農業経営の

改善を目的として新

たな取組にチャレン

ジするために必要な

機械・施設、運転資

金等 

農業基盤整備、農業経

営構造改善等、政策性

の強いもの 

根拠法 昭和３６年 

農業近代化資金融通

法 

平成７年 

青年等の就農促進の

ための資金の貸付け

等に関する特別措置

法 

昭和３１年 

農業改良資金融通法 

平成１９年 

株式会社日本政策金

融公庫法 

 

 ④制度資金の金利 

・農業近代化資金（基準金利、貸付金利）は、一般経済金融情勢の変化等を総合的に勘

案して決定されている。 

・日本政策金融公庫の金利は、財投改革に伴い、平成１３年度から、政府系金融機関等

の統一的な調達金利であった財投金利がなくなり、借入期間等によって金利が異なる

など市場連動性の高い新たな財政融資資金が導入された。 
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 ⑤農業金融の体系 

農業に対する金融は、 

・財政融資資金等を原資とするもの（政策公庫資金） 

・国、県等の財政資金を原資とするもの（就農支援資金） 

・農協系統資金等民間資金を原資として、これに利子補給を行うもの（農業近代化資金

等） 

・農協系統資金等民間プロパー資金 

に大別され、このうち、前三者を「制度金融」と総称している。 

 

制度金融の体系 

 

 

金融市場 国 県（国） 機 構 農協系統金融機関 その他金融機関 
財政投資 

 
資  金 

財投債・

財政機関

債 

財  政 
 

資  金 

農畜産業

振  興 
機  構 

市  中 
 

銀 行 等 

中央畜産会  日 本 公 庫 

農  林 
中  金 

 
農  協 

 

日本公庫 
資  金 

・ 
農業改良 
資  金 

就農支援

資  金 
農業近代化

資 金 ・ 
農業経営負担 
軽減支援資金・ 
天 災 資 金 

家畜飼料

特別支援

資金・畜

特資金 

 

制

度

金

融 

農 協 
プロパー

資 金 

そ の 他 
一般資金 

 

一

般

金

融 

農 業 者 等 

（補給金） 

（助成） 

     原 資 
     利子補給 
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⑥栃木県における融資制度 

 

 

  就 農 研 修 資 金 

就 農 準 備 資 金 

就 農 施 設 等 資 金 

産 地 基 盤 強 化 促 進 資 金 

認 定 農 業 者 育 成 確 保 資 金 

担 い 手 育 成 資 金 

災 害 復 旧 支 援 資 金 

一 般 資 金 

農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 

経 営 体 育 成 強 化 資 金 

農林漁業セーフティネット資金 

農 業 基 盤 整 備 資 金 

農 林 漁 業 施 設 資 金 

農

業

者

に

対

す

る

助

成 

補

助 

融

資 

農業経営負担軽減支援資金 

日 本 政 策 金融 公 庫資 金 

農 業 改 良 資 金 

農 業 経 営 改善 促 進資 金 

農 業 近 代 化 資 金 

就 農 支 援 資 金 
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⑦貸付金一覧表 
（単位：千円） 

課名 貸付金名 平成 23 年度末残高 平成 22 年度末残高 平成 21 年度末残高 

農政課   - - - 

農村振興課   - - - 

経済流通課 農業改良資金貸付金 117,421 209,454 336,274 

  就農支援資金貸付金 1,106,425 1,117,843 1,124,054 

  経済流通課 計 1,223,846 1,327,297 1,460,328 

経営技術課   - - - 

生産振興課 水産振興資金預託事業費貸付金 - - - 

畜産振興課   - - - 

農地整備課   - - - 

農政部 貸付金 合 計 1,223,846 1,327,297 1,460,328 
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◇11 ’ 

◇1  ◇5 ’ 

◇11  

◇2  ◇5  

◇1  ◇5 ’ 

（２）貸付手続（融資機関貸付の場合） 

就農支援資金（就農施設等資金） 

認  定  就  農  者 

・
事
業
計
画
書
等 

・
貸
付
申
請
書 

①
申
請
書
一
式 

 

承
認
通
知
添
付 

⑧
決
定
通
知 

⑪
貸
付
実
行 

⑫
借
用
証
書 

⑬
完
了
届 

  

状
況
確
認 

貸
付
業
務
実
施 

  

申
込
書
他 

債
務
保
証
委
託 

 
   

債
務
保
証
承
諾
書 

 

証
書 

債
務
保
証
委
託 

貸 付 主 体〔融資取扱窓口〕 

（農協、銀行、信用金庫、信用協同組合） 

②
申
請
書
一
式 

・
貸
付
申
請
書
（
写
） 

（
貸
付
主
体
→
県
） 

・
貸
付
金
貸
付
申
請
書 

⑥
貸
付
申
請 

⑦
貸
付
金
貸
付
決
定
通
知 

⑨
支
払
請
求
書 

⑩
貸
付
金
交
付 

 
（
貸
付
主
体
→
県
） 
貸
付
金
借
用
証
書 

⑭
実
績
報
告
書 

⑮
貸
付
業
務
実
施
状
況
確
認 

 

（
申
請
書
類
一
式
） 

債
務
保
証
委
託
申
込
書
他 

  

債
務
保
証
承
諾
書
他 

 

債
務
保
証
委
託
証
書 

   

農業信用基金協会 

     

農 業 振 興 事 務 所 
 地域農業制度金融

運 営 委 員 会 

 （
申
請
書
写
） 

貸
付
予
定
連
絡 

令
達 

関
係
資
料 

 

施
状
況
確
認
書 

⑯
貸
付
業
務
実 

 

  

  

 

 

経 済 流 通 課   ㈳全国農業改良普及支援協会 

 

  

保証債務適用の場合 

電算入力票 

関係資料 電算処理・関係資料出力 

◇5 承認の連絡 

⑤承認通知 

④審査・承認 
③事業計画書 
 意見書添付 

⑩’ 
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Ⅲ 監査の結果 
 
１．補助金 
 
（１）農政課 
 
①栃木県農業会議補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

栃木県農業会議の会議員手当、職員給与、法定福利費、退職給与積立金、総会費、運営

事務費に対する助成である。 
 
（ⅱ）交付先 

栃木県農業会議 
なお、農業会議とは「農業委員会等に関する法律（農業委員会法）」に基づく都道府県の

認可法人である。原則として、市町村農業委員会の会長が会議員になり、その会議員と農

業団体の代表、学識経験者等の会議員で構成されている。 
本県の農業会議員数は 49 名であり、事務局として 9名の職員がいる。 

 

（ⅲ）交付金額 

48,761 千円 

 

ⅱ検出事項 
 特になし。 
 
②農地制度実施円滑化事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

・農地法に基づく事務の適正実施のための支援に関する経費 
・農地の有効利用を図るための支援に関する経費 
・広域的な農地利用調整活動への支援に関する経費 
に対する補助金である。 

 
（ⅱ）交付先 

栃木県農業会議及び各市町の農業委員会 
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（ⅲ）交付金額 
19,512 千円（うち農業会議分 8,643 千円、市町分 10,869 千円） 

 

ⅱ検出事項 

特になし。 

 

③とちぎの食育・地産地消総合推進事業費補助金 

ⅰ事業の概要 

（ⅰ）事業の内容 

学校給食における米食給食（米飯・米粉パン）の回数増大への支援に対する補助金であ

る。具体的には、完全給食を行う市町及び私立小中学校を補助対象者とし、週 3 回を超え

た米食給食の取組に対し、小麦パンとの差額の 2 分の 1 として、児童・生徒 1 食当たり米

飯 8.5 円、米粉パン 11.42 円を補助する。また補助対象とする取組期間としては、「食育・

地産地消ウイーク」を年間 6 週以上設定し、１補助対象者への助成は 1 年を限度としてい

る。 

 

（ⅱ）交付先 

とちぎ地産地消県民運動実行委員会 

 

（ⅲ）交付金額 

1,071 千円 

なお同額の負担金が、ＪＡ（農協）グループからも交付されている。 

 
ⅱ検出事項 

特になし。 
 
④食と農の理解促進事業費補助金 

ⅰ事業の概要 

（ⅰ）事業の内容 

とちぎアグリプラザ（以下「アグリプラザ」という。）内の食と農の交流室等の管理運営

に対する助成である。具体的には人件費及び管理諸費である。 

 

（ⅱ）交付先 

公益財団法人栃木県農業振興公社（以下「農業振興公社」という。） 

なお、アグリプラザの概要は以下のとおりである。 

所在地：宇都宮市一の沢 2丁目 2番 13 号 
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開館時間：午前 9時から午後 5時まで 

休館日：土曜日、日曜日、祝日、12 月 29 日から 1月 3日 

施設概要：延床面積 1,804.72 ㎡ 

・食と農の交流室（展示コーナー、閲覧コーナー、相談コーナー） 

・交流ラウンジ 

・調理室 

・団体交流室 

・研修室 

・共用会議室 

・多目的研修室 

建物については、農業振興公社、社団法人栃木県食品産業協会、栃木県農業会議及び栃

木県農業者懇談会の 4団体が入居している。 

 

（ⅲ）交付金額 

19,591 千円 

 
ⅱ効果 

アグリプラザを拠点とし、食と農に関する相談・講座開設・情報提供等を行うことによ

り多くの県民に対し、食の大切さや食を支える農の役割を伝え、食と農の理解を促進する。 
平成 23 年度の利用者数は 18,186 名である。（うち、食と農の交流室は 3,830 名である） 

 
ⅲ検出事項 
・実績報告書等の不正確な記載（指摘事項） 

補助金の内訳として農業振興公社職員の人件費が含まれているが、実績報告書等には農業

振興公社の農政対策部長の人件費の全額が、また間接人件費として農業振興公社の事務局長

の人件費の全額が記載されていた。 
組織図によれば、農政対策部長の職務としては本事業以外にも農村振興支援があり、当該

農政対策部長は担い手支援部長も兼務していることから、農政対策部長の人件費の全額を本

事業の補助対象として補助金を支出することは適切ではない。また、事務局長の職務は、本

事業のみならずすべての事業に係るものであるから、事務局長の人件費の全額を本事業の補

助対象として補助金を支出することも適切ではない。 
この点について、実態としては農政対策部長と事務局長以外の職員も本事業に関わる職務

を遂行しており、それらに係る人件費も本事業の補助対象に該当することから、補助金の金

額自体は適切であるとのことであった。 
実績報告書等の記載に際しては、農政対策部長と事務局長のみならず本事業に関わるすべ

ての職員について、職務に係る時間数の割合などに応じて、本事業に係る人件費を按分計算
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し、その結果を実績報告書等に記載すべきである。 
 
⑤アグリフードビジネス支援事業費 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 
 農産物の生産（1次産業）に加え、付加価値を高める加工や製造（2次産業）、新たな販売・

サービス(3 次産業）による販路開拓などの取組により、農業経営を多角化し、収益力を高め

るため、生産者組織等が行う 6次産業化に向けた公募提案型の事業に対する補助金である。 

 公募の対象者は、農業生産組織もしくは農業生産法人である。また採択要件として、 

「事業実施主体が自ら､6 次産業化に関する『事業目標』を定め、その目標に基づく取組であ

ること」及び「この事業の取組により既存の売上高が 5年後には 10％以上アップするか、も

しくは新たな部門の売上高が 5 年後には 200 万円以上になること」のいずれかの効果が見込

まれることが要求される。 

 応募事業の選考については、関係機関及び外部有識者からなる審査会を開催し、事業内容

が 6 次産業化の取組として、「実現性」や「地域への波及効果」などが期待できるかを含めて、

総合的に判断することとなっている。 

 平成 23 年度については、7団体から応募があり､そのうち下記 5団体の事業が採択された。 

 

（ⅱ）交付先 

有限会社花農場あわの（鹿沼市） 

農事組合法人そばの里まぎの（茂木町） 

さかがわ協議会（茂木町） 

企業組合農産物加工研究所麦笛のみち（栃木市） 

有限会社いちごの里湯本農園（小山市） 

上記のうち、交付金額の上位１件を抽出して検証した。 

 

（ⅲ）交付金額 

5,729 千円 

 
ⅱ効果 

農業生産組織等が行う、農産物の生産に加えて、付加価値を高める加工や新たな販売戦略

による販路開拓などの取組を支援し、農業の６次産業化モデルを育成する。 
 
ⅲ検出事項 
・補助金の採択要件（意見） 

本補助金の採択要件に関して、数値基準としては「既存の売上高が 5年後には 10％以上ア
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ップする」か、もしくは「新たな部門の売上高が 5 年後には 200 万円以上になる」こととな

っている。しかしながら、いくら売上高の絶対値が増加しても、利益が伴わないのでは事業

として継続し、6 次産業化していくことは困難である。「収益力を高める」（公募のお知らせ

のパンフレットより）ためには、売上高のみでなく利益の絶対額や売上高利益率についても

採択基準に加えることも検討すべきである。 

 
⑥農漁業災害対策特別措置費 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

気象災害により被害を受けた農漁業者に対する、農産物等の生産を維持増進するための

助成措置で、具体的には、病害虫防除用農薬購入費や代替作付用種苗購入費等に対する補

助金等である。 
 
（ⅱ）交付先 

指定を受けた市町 
具体的には、上三川町、鹿沼市、真岡市、益子町、茂木町、芳賀町、市貝町の 7 市町 
上記のうち芳賀町を抽出して検証した。 

 
（ⅲ）交付金額 

2,266 千円 
 
ⅱ検出事項 
 特になし。 
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（２）農村振興課 
 
①団体営農村振興総合整備事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

農村の総合的な振興を図るため、地域の多様なニーズに応じた農業生産基盤や農村生活

環境の整備を総合的に実施し、活力と個性ある地域づくりを推進する補助金である。具体

的には農業用排水施設、農道、集落防災安全施設、生態系保全施設等の整備を行うために

用いられる。 
 
（ⅱ）交付先 

下野市（下野市東部地区） 
那須塩原市（鍋掛地区） 
上記のうち那須塩原市鍋掛地区を抽出して検証した。 

 
（ⅲ）交付金額 

71,190 千円 

 
ⅱ検出事項 
・事業途中における効果の検証（指摘事項） 

抽出した事業は、平成 19 年度から平成 25 年度までの 7 年度に及ぶ事業であるが、その間

途中で効果の検証が全く行われていない。 

県公共事業においては、「栃木県公共事業評価委員会」を設置し、事前評価、事後評価及び

再評価（事業中評価）を行っており、また、補助事業については国の「農業農村整備事業等

補助事業評価」により事後評価、再評価を行っている。これらの中で再評価（事業中評価）

については、原則として事業期間 10 年以上の長期化した事業に対して、事業推進の必要性や

妥当性等を評価することが事業評価の実施要領に規定されている。 

数年で政権が交代するなど、これだけ環境が変化している中で､ 7 年度もの長期間に及ぶ

事業を行うのであれば、その途中で一度効果を検証し、環境の変化も考慮した上で、事業の

再検討を行うべきである。 

 

②農業集落排水事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

農業集落排水施設の長寿命化、ライフサイクルコストの低減化を図るため、施設機能診

断の実施及び最適整備構想の策定に要する経費を助成する補助金である。 
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（ⅱ）交付先 

壬生町 
 
（ⅲ）交付金額 

12,850 千円 

 
ⅱ検出事項 

特になし。 
 
③農地・水保全管理支払事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

非農業者を含めた地域住民等の共同による農地・農業用水等の適切な保全管理活動に対

して支援する補助金であり、共同活動支援交付金、向上活動支援交付金及び管理支払推進

交付金の 3つに分かれている。 
共同活動支援交付金は、多様な主体が参画し市町村と協定を締結した活動組織を支援対

象とするもので、当該活動組織が地域共同で行う農地、水路等の資源の日常の管理や農村

環境の向上に資する活動を支援するための補助金である。具体的には、水路の泥上げや農

道脇への花の植栽等の活動が挙げられる。 
向上活動支援交付金は、集落を農地・農業用水等の資源の保全管理活動を行う主体とし

て位置づけ、水路、農道路肩、ため池の補修や、農道舗装の更新等、施設の長寿命化のた

めの活動を支援するための補助金である。 
管理支払推進交付金は、上記交付金を支給するためのいわゆる事務費として市町村に交

付されるものである。 
 
（ⅱ）交付先 

共同活動支援交付金：378 組織 

向上活動支援交付金：109 組織 

管理支払推進交付金：市町 

上記のうち管理支払推進交付金につき、大田原市、那須塩原市、那須町を抽出して検証

した。 

 

（ⅲ）交付金額 

共同活動支援交付金：300,430 千円 

向上活動支援交付金  66,586 千円 
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管理支払推進交付金：6,172 千円 

 
ⅱ検出事項 

特になし。 
 
④再生可能エネルギー施設導入支援事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

再生可能エネルギーの利活用を促進するため、農山村地域における小水力発電利活用の

研究等を実施するための補助金である。 
 
（ⅱ）交付先 

栃木市 
栃木市皆川城内町における概略設計支援（農業用調整池に太陽光パネルを設置し揚水機

場の電力として使用するための調査の実施）で、事業主体は栃木市西部土地改良区である。 
 
（ⅲ）交付金額 

1,638 千円 

 
ⅱ検出事項 
特になし。 

 
⑤鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

鳥獣による農作物被害を防ぐため、市町村が作成する「鳥獣被害防止計画」に基づく被

害防止の取組を支援する補助金である。捕獲機材の導入や生息状況調査等を支援する推進

交付金と、鳥獣被害防止施設等の整備を支援する整備交付金の二つに分かれている。 
具体的な事業内容としては、前者は地域ぐるみの被害防止活動（例えば、捕獲機材の導

入、犬を利用した追い払い、放任果樹の除去など）や先進的な被害防止対策（例えば、発

信器を活用した生息調査、誘導捕獲柵わな、大規模緩衝帯など）といったいわゆるソフト

対策であり、後者は侵入防止柵等の被害防止施設、捕獲鳥獣を地域資源として活用するた

めの処理加工施設、焼却施設等といったいわゆるハード対策である。 
 
（ⅱ）交付先 

鹿沼市野生鳥獣対策協議会 
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西方町野生鳥獣対策連絡協議会 
益子町イノシシ被害対策協議会 
茂木町鳥獣害対策協議会 
栃木市野生鳥獣被害対策連絡協議会 
那珂川町鳥獣害防止対策協議会 
塩谷町野生鳥獣対策協議会 
那須塩原市野生鳥獣被害対策協議会 
那須町地域担い手育成総合支援協議会 
佐野市有害鳥獣被害対策協議会 
足利北部イノシシ対策連絡協議会 
整備交付金のうち、西方町野生鳥獣対策連絡協議会を抽出して検証した。 

 
（ⅲ）交付金額 

推進交付金：12,040 千円 

整備交付金：45,101 千円 

 

ⅱ検出事項 
特になし。 

 
⑥都市農村交流施設活性化推進員設置費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

公益財団法人栃木県農業振興公社（以下「農業振興公社」という。）が、都市農村交流施

設活性化推進員を設置し、地域活性化とともに都市農村交流に大きな役割を果たしてきて

いる農産物直売所や農村レストラン等の都市農村交流施設について、それらが消費者から

継続して信頼され、さらに地域活動拠点として自立して活躍できるための支援を行うとと

もに、情報提供を促進し、都市農村交流の推進を図るための事業に対する補助金である。 
 
（ⅱ）交付先 

農業振興公社 
 
（ⅲ）交付金額 

5,057 千円 

 
ⅱ検出事項 
・不適切な確認検査（指摘事項） 
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収支精算書に添付されている推進費・事務費・支出等の状況には、支援活動費としてサー

バーリース料やカラー複合機リース料をはじめとする使用料・賃借料が記載されている。毎

月発生すると思われるこれら支出について、支出日付が毎月記載していないことについて質

問したところ、公社全体で共通して発生する経費を按分したものであるとのことであった。

経費を按分したのであれば、これらの支出については按分計算表を添付すべきであり、記載

方法が不適切である。 
県による確認検査上も、この記載方法に関する指摘は行われておらず、確認検査の方法が

不適切であったと言わざるを得ない。 
 
⑦経営構造対策推進事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

農業振興公社が実施する経営構造対策推進事業に対する事業費の補助であり、具体的に

は、推進協議会の開催、評価活動の支援、情報収集及び提供、経営確立指導調査、経営構

造改革等の点検評価、評価手法研修会に開催などに係る人件費や諸経費に対する補助金で

ある。 
 
（ⅱ）交付先 

農業振興公社 
 
（ⅲ）交付金額 

7,782 千円 

 

ⅱ検出事項 

・実績報告書等の不正確な記載（指摘事項） 

補助金の内訳として農業振興公社職員の人件費が含まれているが、実績報告書等には本事

業の担当職員 2名の人件費の全額が記載されていた。 

組織図によれば、当該担当職員は、その職務として本事業のみならず他の事業も担当して

いることから、人件費の全額を本事業の補助対象として補助金を支出することは適切ではな

い。 

この点について、実態としては上記 2名以外の職員も本事業に関わる職務を遂行しており、

それらに係る人件費も本事業の補助対象に該当することから、補助金の金額自体は適切であ

るとのことであった。 
実績報告書等の記載に際しては、本事業に関わるすべての職員について、職務に係る時間

数の割合などに応じて、本事業に係る人件費を按分計算し、その結果を実績報告書等に記載

すべきである。 
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・関連性の希薄な支出（指摘事項） 
補助金支出一覧の中に、報償費として写真コンテスト副賞のクオカード 158 千円及び印刷

製本費として展示用パンフレット 63 千円が含まれていた。これらはいずれも公社の事業とし

て行った「第 18 回美しいとちぎのむら写真コンテスト」に係る支出であるとのことであった

が、本事業との関連性が極めて希薄であることから、このような支出を補助対象として補助

金を支出することは不適切である。 

 

・不適切な確認検査（指摘事項） 

補助金支出一覧の中に通信運搬費として電話料が含まれていたが、摘要に記載されていた

のは 10 月分及び 11 月分のみであった。他の月の分については、これらの 2 か月分に含めて

記載しているとのことであるが、支出年月日も記載されていることから、記載方法が不適切

である。たとえ内訳の数が多くなったとしても、きちんと支出日ごとに支出した金額を記載

すべきである。 

県による確認検査上も、この記載方法に関する指摘は行われておらず、確認検査の方法が

不適切であったと言わざるを得ない。 
 

・点検評価の期限（意見） 
当該事業の内容の一つとして、点検評価がある。これは過去に国の補助金を受けて建設さ

れた施設のうち、成果目標未達成の施設について、関係機関と連携して、要因分析を行うた

め施設等の利活用状況を把握し、目標の達成を図る経営改善方策の検討、指導助言を行うも

のである。この点検評価については、いつまで行うかという期限が明示されていないことか

ら、目標が達成されなければ永久に続けることになってしまう可能性がある。期限を区切っ

て点検評価を行い、それでもなお成果目標未達成であれば見切りをつけることも必要ではな

いかと思われる。 
 
⑧山村振興対策事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

農林業の活性化を図るため、歴史・伝統文化・自然環境等地域固有の特性を生かした交

流施設等の整備により、活力のある地域づくりを支援するための補助金である。具体的に

は、地域資源活用交流促進施設としてのつり橋の建設や農林水産物処理加工施設の建屋の

建設及び備品の購入等のために用いられる。 
 
（ⅱ）交付先 

那須塩原市（板室地区） 
茂木町（須藤地区及び林地区） 
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上記のうち茂木町の 2地区（須藤地区及び林地区）を抽出して検証した。 

 

（ⅲ）交付金額 

93,000 千円 

 

ⅱ検出事項 
特になし。 

 
⑨美しい田園風景協働保全支援事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 
「とちぎのふるさと田園百選」に認定された地域や集落機能の低下、耕作放棄地の拡大が懸

念される地域に対し、都市住民・企業・大学等の多様な参画を得ながら地域資源（“地域のお

宝”）を保全・活用する活動を支援するための補助金である。 
 
（ⅱ）交付先 

足利・名草ふるさと自然塾運営協議会（足利市） 
芳那の水晶湖ふれあいの郷協議会（市貝町） 
蔵井自治会（栃木市） 
宮町自治会（栃木市） 
上記のうち足利・名草ふるさと自然塾運営協議会（足利市）を抽出して検証した。 

 
（ⅲ）交付金額 

1,467 千円 

 
ⅱ効果 
「とちぎのふるさと田園百選」認定地域等において、多様な主体の参画による地域資源の保

全活動を支援するとともに、ホームページや地域メディアを通じて広く県民に情報を発信し、

栃木県の誇れる“ふるさと田園百景”を百年後にも継承する。 
 
ⅲ検出事項 
・補助金の重複受給の可能性（意見） 

今年度の活動計画の中にあるイベントにつき、昨年度、環境森林部に対して包括外部監査

を実施した際、同部からも当該団体の同じイベントに対して補助金が交付されていた。具体

的には、木の良さ普及啓発事業（「名草フラワーフェスティバル」における木工教室）に対し

て、36 千円の補助金が交付されていた。同フェスティバルは、今年度は台風の影響で中止さ
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れたとのことであるが、同じイベントが県の別の補助金の対象となっており、二重に補助金

の対象となる可能性があるため十分に確認する必要がある。 
 

・補助金支出の必要性（意見） 
当該補助金は 1 年度限り（1 度だけ）であるが、今回抽出した団体では、前年度及び次年

度とも、市からの補助金と団体の資金のみで運営している。このような団体に対して、果た

して 1年度限りの補助金を交付する意味があるのか疑問である。 

 

⑩活力ある中山間地域づくり事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

中山間地域の活性化を図るため、健全な農業生産活動の維持による耕作放棄地の抑制や

多様な地域活動による資源の保全に必要な施設、機械の整備等を支援するための補助金で

ある。 
 
（ⅱ）交付先 

那珂川町そば生産組合（那珂川町馬頭地区） 
那須・雲岩寺 T&A 組合（大田原市雲岩寺地区） 
御神楽町営農組合（佐野市御神楽町地区） 
上記のうち那珂川町そば生産組合を抽出して検証した。 

 
（ⅲ）交付金額 

5,505 千円 

 
ⅱ効果 

耕作放棄地の発生が予想される地域や発生している地域において、多様な地域活動等の展

開と併せ、必要な施設の整備を行うことにより、耕作放棄地の農地への復旧や地域活性化を

図り、農用地や周辺施設の荒廃を防ぐ。 
 
ⅲ検出事項 
・同一フォーマットの見積書（意見） 

団体から機械購入の見積書を入手しているが、そのうち農協ともう一業者の見積書が全く

同じフォーマットである。どのような経緯かは不明であるが、極めて不自然である。 
 

・最終落札者からの融資（意見） 
最終落札者は農協であるが、その農協から機械購入資金の融資を受けている。農業者が農
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協から融資を受けることは一般的であり、また購入手続きが融資と別個に行われ、その結果

として農協が落札したものであったとしても、購入資金の融資を前提に最終落札者を決定し

たという誤解を、納税者である県民から受ける可能性が残るものと思われる。 
 
⑪中山間地域グラウンドワーク活動等支援事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

中山間地域におけるグラウンドワーク活動をはじめとした多様な地域住民活動の取り組

みを支援する補助金である。 
なお、グラウンドワーク活動の定義は、以下とおりである。中山間地域では、過疎化、

高齢化等の進行から地域の活力が低下してきており、農地や土地改良施設の維持管理が困

難な状況になりつつあるところ、これらの施設が有する多面的機能等を良好に発揮させる

ための保全対策と併せて行う、農地の保全・復旧活動等の普及・啓発、更には都市住民等

に対する理解促進及びボランティア活動等の地域住民活動をいう。 
具体的には、彼岸花鑑賞会や都市住民交流会（カカシコンクール）等、地域資源を活用

した各種交流活動や桜並木、彼岸花群生地の整備等の景観保全整備、休憩施設（あずまや）

や水路の整備、獣害防止ネットの設置等の活動である。 
 
（ⅱ）交付先 

鹿沼市（粟野地区） 
茂木町（飯野南地区、九石地区、山内戸越地区、山内甲地区） 
塩谷町（道谷原地区） 
上記の茂木町の 4 地区（飯野南地区、九石地区、山内戸越地区、山内甲地区）を抽出し

て検証した。 

 

（ⅲ）交付金額 

3,535 千円 

 
ⅱ効果 

中山間地域等において地域資源を活かした継続的な地域住民活動を支援し、中山間地域の

活性化を図ることにより、土地改良施設や周辺農用地を保全する。 
 
ⅲ検出事項 

特になし。 
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⑫経営構造対策関連施設等災害復旧補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

過去に経営構造対策事業等で整備した施設における、東日本大震災被災施設の改修の補

助金である。 
 
（ⅱ）交付先 

高根沢町 
元気あっぷむら本館（食の健康拠点施設）、宿泊施設（ひばり）及び地域食材供給施設（あ

やめ）の修繕 
 
（ⅲ）交付金額 

14,051 千円 

 
ⅱ検出事項 

特になし。 
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（３）経済流通課 
 
①農業近代化資金利子補給金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）農業近代化資金の内容 
（ア）意義 

農業近代化資金とは、農業近代化資金融通法第 2 条第 3 項に規定する農業近代化資金

をいい、農業者の段階的な経営発展を促進するために必要な資金について、長期かつ低

利な資金として融通されるよう、金融機関に対し県（及び市町）が利子補給を行ってい

る資金である。 
具体的には、農業者等の経営の近代化に資するため、融資機関が当該農業者等に対し

て貸し付ける資金（畜舎、果樹棚､農機具､農業用道路その他の施設の改良、造成、復旧

又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要するもの､乳牛その

他の家畜の購入又は育成に要するもの及び農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、

経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要するものに

限る。）で政令で定めるもののうち､貸付金の合計が政令で定める額以内、償還期限､償還

期間及び利率が其々の定めの以内であることに該当するものをいう。 
（イ）特徴 

農業近代化資金制度には農業信用保証制度が付随しており、利子補給という手段だけ

でなく信用補完制度への県の関与というルートを通じて補助がなされている。 
（ウ）資金の種類 

・産地基盤強化促進資金 

認定農業者（農業経営基盤強化促進法に基づいて、自主的に農業経営改善計画を作

成し市町村の認定を受けた農業経営者及び農業生産法人）の農業経営改善計画（規模

拡大又は新たな出荷形態の取組を内容とする者に限る。）の達成に必要な設備投資等を

支援し、産地の基盤強化を促進する。 

規模拡大の取組 

 耕種 規模拡大面積 50a 以上 

 園芸 規模拡大面積又は新規導入面積が 10a 以上 

 畜産（酪農）フリーストール又はフリーバーンの導入に伴う 5頭以上の増頭 

 フリーストール：牛をつながずに自由に歩き回れるスペースを持っ

た牛舎の形態 

 フリーバーン ：堆肥の上で牛を飼う牛舎の形態 

 畜産（肉用牛：肥育） 黒毛和種及び交雑種を 9頭以上の増頭 

 畜産（肉用牛：養殖） 黒毛和種を 3頭以上の増頭 
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新たな出荷形態の取組 

 契約出荷 

 加工販売 

 地産地消（学校給食、企業食、旅館、飲食店等への食材提供） 

 利用の制限 

 

貸付限度額（認定農業者育成確保資金及び産地基盤強化促進資金の貸付残高を通算

するものとする。）は、次のとおりとする。 

個人：1,800 万円以内 

法人：3,600 万円以内 

 

・認定農業者育成確保資金 

認定農業者の農業経営改善計画達成に必要な設備投資等を支援し、今後、農業の中

核を担う担い手の育成確保を図る。 

貸付限度額（認定農業者育成確保資金及び産地基盤強化促進資金の貸付残高を通算

するものとする。）は、次のとおりとする。 

個人：1,800 万円以内 

法人：3,600 万円以内 

 

・担い手育成資金 

新規就農者等が行う施設・機械等の設備投資を支援し、今後農業の中核となる担い

手の育成を図る。 

貸付対象等は以下のとおりである。 

就農後 5 年以内で、現に主として農業経営に従事しているか、又は従事してなく

ても将来的にその経営に主として従事することになり、優れた農業経営体へ発展す

ることが期待できる、原則として 55 歳未満である者（以下「就農後 5年以内の新規

就農者」という。）が中心となり行う施設・機械等の設備投資や家畜の導入等。 

認定農業者又は就農後 5 年以内の新規就農者が構成員の過半数を占める任意団体

が行う施設・機械等の設備投資や家畜の購入等。 

特定農業団体（農業経営基盤強化促進法第 23条 4 項の要件に該当する団体）が行

う施設・機械等の設備投資や家畜の導入等。 

集落営農組織等が農業経営の展開を図るのに必要な施設・機械等の設備投資及び

長期運転資金等。 

貸付限度額：1,800 万円以内 
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・災害復旧支援資金 

災害により被害を受けた農業用施設の復旧、家畜の導入等を支援し、被災した農業

者の経営再建に資することを目的とする。 

貸付対象者は農業近代化資金の借受資格者のうち、市町長の被害認定を受けた融資

対象農業者。 

融資対象は農業近代化資金のうち、災害復旧に係るもの。 

 

・一般資金 

上記の資金以外の資金 

 
（ⅱ）利子補給の仕組み（平成 24年 3月 19 日現在） 

  政策資金（上乗せ利子補給措置） 

 
認定農業者向け資金 
 

融 資 機 関  県 

 償還     貸付    

借受者（認定農業者）  農林水産長期金融協会 

 

区   分 基準金利 利子補給率 貸付利率 利子助成率 実質金利 

認定農業者育成確保資金 
2.55 

1.45 1.10 0.15〜0.70 0.40〜0.95 

産地基盤強化促進資金 1.75 0.80 0.15〜0.70 0.10〜0.65 

＊利子助成率は償還期間により異なる 

 

新規就農者・集落営農組織等向けの資金 
 

融 資 機 関  県 

 償還     貸付    

借受者（認定農業者）   

 

区   分 基準金利 利子補給率 貸付利率 

担い手育成資金 2.55 1.45 1.10 

 
 
 

利子補給 

利子助成 

利子補給 

（単位：%） 

（単位：%） 
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一般資金 
 

融 資 機 関  県 

 償還     貸付    

借受者（認定農業者）   

 

区   分 基準金利 利子補給率 貸付利率 

一般資金 2.55 1.25 1.30 

 
（ⅲ）交付先 
   銀行       足利銀行、栃木銀行 
   金庫       栃木信用金庫、農林中央金庫 
   農業協同組合   宇都宮農業協同組合他 14 農業協同組合 

河内農業振興事務所 2件計 19,580千円､芳賀農業振興事務所 3件計 35,750 千円及び那

須農業振興事務所 3件計 60,040千円の合計 8件 115,370 千円の貸付金を抽出して検証し

た。 

 

（ⅳ）交付金額 

   上期（平成 23年 1 月から平成 23年 6 月） 48,729 千円 

   下期（平成 23年 7 月から平成 23年 12 月） 48,561 千円 

 

ⅱ効果 
認定農業者等が農業投資を行うために借り受ける資金について、利子補給を行うことによ

り借受者の金利負担を軽減し、借受資金の円滑な返済が行われる効果が期待される。 
 

ⅲ検出事項 
・認定農業者の所得制限（意見） 

借入申込の添付書類である経営改善資金計画書を査閲したところ直近（平成 22 年）の経営

状況として以下の所得を得ている借入申込者がいた。 

認定農業者 農業所得 

ａ 12,013 千円 

ｂ 12,899 千円 

ｃ 9,533 千円 

 
上記の認定農業者の借入資金は全て認定農業者育成確保資金である。このように多額の農

利子補給 

（単位：%） 
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業所得を得ている就農者も利子補給及び利子助成の対象者とされていることについて、国及

び県の制度に則った施策ではあるとしても、一定の所得制限が設けられていないことに疑問

を感じざるを得ない。国の施策の趣旨に反しない限りで所得制限を設けるべきである。 
 
②農業信用基金協会特別準備金積立補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

農業関係制度資金の融資について、原則として融資対象物件以外の担保や第三者保証

人を必要としない機関保証を行う制度を確立するため､栃木県農業信用基金協会（以下

「基金協会」という。）が積立てる特別準備金の一部について県が補助することにより、

制度資金の円滑化及び基金協会の財政基盤の強化を図る。 
 

（ⅱ）交付先 
  基金協会 
 
（ⅲ）交付金額 
  3,090 千円 

 
ⅱ検出事項 
 特になし。 
 
③農業経営基盤強化資金利子助成補助金 
ⅰ農業経営基盤強化資金の概要 

農業経営基盤強化資金とは、農業経営基盤強化資金実施要綱（平成 6年 6月 29 日付け 6

農経Ａ第 665 号農林水産次官依命通知。以下「実施要綱」という。）第 1に規定された農業

経営基盤強化資金をいう。具体的には、実施要綱第 1 において「本要綱は、効率的・安定

的な経営体を目指して、農業経営基盤強化促進法等に基づく認定に係る農業経営改善計画

等を達成しようとする農業者に対して融通する長期資金である農業経営基盤強化資金（以

下「スーパーＬ資金」という。）について定めるものである。」としている。 

（ⅰ）事業の内容 

スーパーＬ資金を借受けた認定農業者が､農業経営改善計画の達成に資するためにスー

パーＬ資金の利子に対して助成する補助事業である。 

利子助成補助金の額は､毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高（計

算期間中の延滞額を除く毎日の最高残高の総和をその期間中の日数（365 日）で除して得た

額とする。）に対し、利子助成率を乗じて得た額とする。 

利子助成率は、以下のとおりである。 
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（ア）農業者の借入金利負担を軽減するため、実施要綱に規定する貸付利率を 0％に引き下

げるのに必要な額の 10 分の 1 に相当する額（但し、貸付利率を 0.25％引下げるのに必要

な額を限度とする。）を貸付当初 5年間､農業者に対して助成する。 

（イ）資金の使途が栃木県内の農地（農地法（昭和 27 年法律第 229 号）第 2条第 1項に規定

する農地をいう。）の取得に係る者は、スーパーＬ資金を､次の表の第 1 欄に掲げるスーパ

ーＬ資金の区分に応じ、同表の第 2 欄に掲げるスーパーＦ資金に引き下げるのに必要な額

に相当する額（1％に相当する額を上限とする。）を農業者に対して助成する。（使途が農地

取得の場合はスーパーＬ資金をスーパーＦ資金と称する。） 

 
スーパーＬ資金 スーパーＦ資金 

1.2％ スーパーＬ資金－0.2％ 

1.2％以上 1.0％ 

（ウ）上記（ア）及び（イ）の実質金利については、別途知事が定める。 

 

（ⅱ）交付先及び交付金額 

  （平成 23年 1 月から平成 23年 12 月） 

 
金融機関名 交付金額（千円） 交付件数（件） 

農林中央金庫 23,230 776 

日本政策金融公庫 6,315 196 

足利銀行 4,334 39 

栃木銀行 1,333 20 

三菱東京ＵＦＪ銀行 219 4 

常陽銀行 68 2 

横浜銀行 534 2 

合計 36,036 1,039 

 

ⅱ効果 
認定農業者等が､経営改善を図るために借り入れるスーパーＬ資金の金利負担を軽減す

るために利子助成補助を行うことにより､借受資金の円滑な返済が進み農業経営改善計画

の達成に資する効果が期待される。 
 

ⅲ検出事項 
那須及び上都賀農業振興事務所の農業経営基盤強化資金利子助成補助金対象となる貸付

先のうち貸付金額が多額な先について抽出して検証した。 
利子助成補助対象となるスーパーＬ資金貸付申込の添付資料である経営改善資金計画書
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を査閲したところ直近（ａ社平成 22 年 6 月期､ｂ社平成 23 年 3 月期及びｃ社平成 22 年 3

月期）の経営状況及び利子助成額は以下のとおりである。 

 

（単位：千円） 

貸付先 当期利益

① 

減価償却

費② 

償還財源

①＋② 

支払利息 自己資本 現金預金 利子助

成額 

ａ社 42,522 103,253 145,775 11,590 118,475 170,712 349 

ｂ社 92,526 76,312 168,838 44 472,107 1,605 165 

ｃ社  495 17,290 17,785 3,112 101,570 7,732 53 

      

・利子助成の必要性（意見） 

ａ社については、償還財源が潤沢にあり､また自己資本及び現金預金の蓄積も十分あって

財務的には経営改善は進んでいるものと考えられる。利子助成としての要件をクリアーし

ているとはいえ､償還財源が十分にあるこの様な優良企業にまで利子助成をする必要性に

疑問を感じる。 
ｂ社についても､償還財源が潤沢にあり､自己資本も充実していると考えられる。ｂ社は

利子助成により､今後の支払利子負担も経営改善資金計画上は免除予定とされている。仮に

利子負担を借入金の 2％と予定しても今後のキャッシュフローで十分に賄えるくらいの収

益力がある。ａ社と同じく､利子助成の必要性に疑問を感じる。 
 

・経営改善資金計画に対する疑問（意見） 
ｃ社については、経営改善資金計画の資金の使いみちとして飼料費、素雛代等支払いが

掲げられているが､これは実施要綱第 3の 2「貸付金の使途」の家畜・果樹の導入に当たり、

具体的には「別紙」に掲げられている「家畜の購入・育成費」に該当するとされている。

経営改善資金計画書の 4「経営改善の視点」（2）「経営の改善を図るための事業内容」の④

「経営改善のための計画の算出基礎」をみると、採卵鶏及び雛育成の二つについて実績と

目標が記載されているが、どの項目も実績と同じ目標となっている。さらに（3）「計画が

実行された場合に収益はどうなるか､融資返済は可能か」の利益計画表では 1年目から 5年

目まで､売上高が毎期同額の 499,220 千円､税引後当期利益は毎期 5,000 千円を超える赤字

となっている。償還財源については、5年間の償還財源 56,566 千円に対して償還金（元本）

162,700 千円の返済となり差引き 106,134 千円の資金不足が予定されているが、この資金不

足は､今回のスーパーＬ資金の借入金1億円と現金預金の残高7,732千円で充当されるので

解消されるとしている。この点については、復命書の中の「検討の概要」の質疑に記載さ

れているとおりである。従って、今回の資金計画は、資金繰りの観点から見れば借入した

資金をプールしておきそれを財源として返済計画を作成しており､いわゆる資金繰り償還

計画ではないかという疑問が残る。 
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④新たな農協経営体制強化促進事業費補助金 
ⅰ事業の概要 

新たな農協経営体制強化促進事業費補助金は、農業協同組合の営農指導体制の確立及び

経営感覚に優れた人材の育成等に係る事業費用を一部補助し、地域農業の健全な発展を図

ることを目的とした補助金である。 
県が栃木県農業協同組合中央会（以下「JA 中央会」という。）へ交付している。 

 
（ⅰ）築くとちぎの営農・販売強化促進事業費補助金の内容 

産地強化に向けた経営戦略構築やリーダーシップ発揮のための役員・管理職等を対象と

した研修会、及び営農指導員の指導力強化のための研修会の実施を支援している。営農指

導員とは、組合員のために農業の経営及び技術の向上に関する指導を専門に行う農協職員

である。営農指導員の具体的な業務は、個別作物の技術・経営的な指導から、生産部会の

組織化、さらには地域全体の行政と連携した地域農業の振興計画の策定及び実践、あるい

は農業の担い手の育成確保、土地利用調整等である。 
 
（ア） 経営戦略構築支援 
  経営戦略研修会の開催 （単位：千円） 

実施時期 研修等名 事業内容 事業費 
平成 23年 8 月 非常勤役員研修会 経営管理の資質向上を図る

研修会 
501 

 

（イ） 営農指導員マネジメント機能強化 

ａ経営改善指導強化研修会の開催 （単位：千円） 

実施時期 研修等名 事業内容 事業費 

平成 23 年 11

月 

農業簿記基礎研修会 農業簿記等習得 

687 平成 23 年 12

月 

農業税務研修会 農業青色申告等税務指導 

平成 24年 2 月 記帳代行担当者研修会 記帳代行システムの研修 

ｂ営農指導技術強化研修会の開催 

実施時期 研修等名 事業内容 事業費 

平成 23年 4 月 生産履歴管理システム研

修会    

安全・安心対策の推進 

1,708 平成 23 年 7 月 営農指導初任者研修 営農指導員基礎技術の涵養 

平成 23年 8 月 生産履歴管理システム研

修会    

安全・安心対策の推進 
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平成 23 年 12

月 

営農指導員 2級研修会 営農指導実践技術の習得 

ｃ販売企画力向上研修会の開催 

実施時期 研修等名 事業内容 事業費 

平成 23 年 11

月 

営農指導員 1級研修会  販売企画力等の知識の涵養 

740 
平成 24年 1 月 直売所対策研修会 地産地消と販売企画力の強

化 

ｄ営農・販売スペシャリスト指導員の養成 

実施時期 研修等名 事業内容 事業費 

平成 23年 6 月 
営農指導員インストラ

クター研修会 

営農指導員インストラクタ

ーの養成 
89 

ａからｄの事業費の合計 3,225 

 

築くとちぎの営農・販売強化促進事業費 （ア）と（イ）の合計 3,727 

 

（ⅱ）新たな協同の創造運営参画促進事業費補助金の内容 
次代を担う農村女性・青年の農協経営や地域社会への参画促進を図るとともに、そうし

た人材育成を図るため実施した次の事業について支援を行っている。 
 

（ア） 農村女性・青年の提案活動促進 
ａ農協運営活性化研修・懇談会の開催 （単位：千円） 
実施時期 研修等名 事業内容 事業費 

平成 23 年 

7 月 

JA ユースセミナー 農協運営活性化に向けた提案活

動の研修 
292 

平成 23 年 

10 月 

JA 青年部研修会の支援 農協運営活性化に向けた提案活

動の研修 

ｂ女性理事交流会・運営参画セミナーの開催 

実施時期 研修等名 事業内容 事業費 

平成 24 年 

1 月 

女性運営参画研修会 女性理事の視点からの JA 事業 

活性化 
365 

ａ+ｂの事業費の合計 657 
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（イ） 農協経営参画人材育成 
ａ経営参画研修会の開催 （単位：千円） 

実施時期 事業内容 事業費 
平成 23年 11 月 JA 栃木青年大会 優良活動事例発表等の自己研鑽

の支援 

705 

平成23年4月～

平成 24年 3 月 

企画検討会（JA青年部）の支援 

平成 23年 12 月 女性理事交流会 

平成 24年 1 月 JA 全国女性大会への参加支援 

平成23年4月～

平成 24年 3 月 

企画検討会（JA女性会）の支援 

ｂリーダー養成研修会の開催 

実施時期 事業内容 事業費 

平成23年4月～

平成 24年 3 月 

JA 青年部リーダーの資質向上 

754 

 全国、関東ブロック研修会等への参加支援 

 関東甲信越農青協幹部研修会への参加支援 

平成23年4月～

平成 24年 3 月 

JA 女性会リーダーの資質向上 

全国、関東ブロック研修会等への参加支援 

 JA 女性会リーダー研修会への参加支援 

ａ+ｂの事業費の合計 1,460 

 

新たな協同の創造運営参画促進事業費 （ア）と（イ）の合計 2,117 

 

（ⅲ）交付先及び交付金額 
築くとちぎの営農・販売強化促進事業費補助金 （単位：千円） 

事業主体 
補助事業に 
要する経費 

負担区分 
補助率 

県補助金 JA 中央会 
JA 中央会 3,727 1,800 1,927 1/2 以内 

 

新たな協同の創造運営参画促進事業費補助金 （単位：千円） 

事業主体 
補助事業に 

要する経費 

負担区分 
補助率 

県補助金 JA 中央会 

JA 中央会 2,117 900 1,217 1/2 以内 
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ⅱ検出事項 
・研修内容の理解度確認（意見） 

農業簿記の基礎研修等が行われているが、受講者の理解度を確かめる確認テスト等が行わ

れていない。本事業は、営農指導員の知識の涵養を目的とした補助対象事業である。補助金

の有効性を高めるためにも、JA 中央会は講義内容についての理解度を確認し、県はその報告

を受けるべきである。 
 
・営農指導員 2級試験の不合格者への県の対応（指摘事項） 

営農指導員 1級試験と 2級試験の各農協別の合格者状況等は、以下のとおりである。 

 

平成 23 年度営農指導員資格認定 1級試験の結果 （単位：人） 

農協名 受験者数 認証者数 合格率（%） 科目合格者数 

宇都宮 3 3 100 - 

上都賀 - - - - 

はが野 1 1 100 - 

下野 4 4 100 - 

小山 - - - - 

佐野 - - - - 

足利市 2 2 100 - 

塩野谷 2 2 100 - 

那須野 3 2 66.6 1 

那須南 - - - - 

合計 15 14 93.3 1 

 

平成 23 年度営農指導員資格認定 2級試験の結果 （単位：人） 

農協名 受験者数 認証者数 合格率（%） 科目合格者数 
合格科目の 

ない者の数 

宇都宮 7 5 71.4 2 - 

上都賀 11 9 81.8 2 - 

はが野 7 6 85.7 - 1 

下野 7 6 85.7 1 - 

小山 4 2 50 1 1 

佐野 1 1 100 - - 

足利市 1 1 100 - - 

塩野谷 10 8 80 1 1 
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那須野 6 6 100 - - 

那須南 7 5 71.4 2 - 

合計 61 49 80.3 9 3 

 

上表のように、営農指導員 2 級試験の合格率が 1 級試験に比べ低い。小山農協、塩野谷農

協及びはが野農協の受験者の中には、科目合格のない者もいる。本補助金は、講習等を開催

しその関連支出を負担することに意義があるのではなく、営農指導員として資格を取得し生

産者等の運営指導に役立つことに意義がある。受講者は、県の補助金を使い執務時間内で研

修を行っているという自覚が必要である。JA中央会は不合格となった者について原因分析を

行い、不合格者を出さないようにするための具体的な改善策を策定するとともに、県はそれ

らの報告を求めるべきである。 

 
⑤農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
 東日本大震災により被害を受けた農業関連の共同利用施設の早期復旧と農協等における復

旧工事費の負担軽減のため、一定の要件を満たす施設について、当事業活用により復旧を促

進することを図る。具体的には、東日本大震災による被害を受けた農業関連の共同利用施設

のうち、法令の要件を満たす施設で、1箇所の工事費用が 40 万円（激甚災害法第 6条の規定

に基づく政令で定める告示地域内の施設にあっては 13 万円）以上の災害復旧に対して適用す

る。 

 当事業の補助金交付率は、以下のとおりである。 

 

区分 採択限度額 
補助率 

40 万円までの部分 40 万円を超える部分 

一 般 災 害 40 万円以上 2/10 

激甚 

災害 

告示地域 13 万円以上 4/10 9/10 

その他の地域 40 万円以上 3/10 5/10 

 

農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金の交付を受けた事業主体及び復旧額等は、

以下のとおりである。 
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（単位：千円） 

事業主体 復旧施設名 復旧額 国庫補助金 
各事業主体 

負担額 
全国農業協同組合連合会 共同放牧施設  7,550 6,595 955 

全国農業協同組合連合会 

栃木県本部 

種苗生産施設 他 
25,213 12,446 12,767 

酪農とちぎ農業協同組合 共同作業場 他 11,368 9,831 1,537 

下野農業協同組合 共同作業場 3,376 1,608 1,768 

小山農業協同組合 農林水産物倉庫 538 189 349 

足利市農業協同組合 農林水産物処理加工施設 3,749 1,794 1,955 

宇都宮農業協同組合 農林水産物処理加工施設 他 3,453 1,486 1,967 

塩野谷農業協同組合 農林水産物倉庫 4,871 3,583 1,288 

那須南農業協同組合 農林水産物倉庫 他 10,480 8,451 2,029 

那須野農業協同組合 農林水産物倉庫 他 2,313 1,480 833 

はが野農業協同組合 農林水産物倉庫 他 90,224 62,062 28,162 

合計 163,135 109,525 53,610 

 

 上記のうち、全国農業協同組合連合会栃木県本部が事業主体となった補助対象事業を以下

に記載する。 
 
・園芸種苗総合センター 

 
 復旧事業実績 （単位：千円） 

区分 復旧額 
ａ 建物工事 757 

ｂ 設備工事 2,065 

ｃ 査定対象事業費 
（ａ+ｂ、千円未満切捨） 

2,823 

ｄ 共済金 - 

補助対象事業費 
（ｃ-ｄ、千円未満切捨） 

2,823 
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（単位：千円） 

 

・パールライス部精米工場 
 

復旧事業実績 （単位：千円） 
区分 復旧額 

ａ 建物工事 32,907 

ｂ 設備工事 16,260 

ｃ 査定対象事業費 

（ａ+ｂ、千円未満切捨） 
49,167 

ｄ 共済金 26,776 

補助対象事業費 

（ｃ-ｄ、千円未満切捨） 
22,390 

 

（単位：千円） 

 

ⅱ検出事項 

・3社による見積り合わせのない事業（意見） 

本補助金の交付を受けた 44 事業のうち、35 事業（約 80％）が 3 社見積りによる事業計画

を立てて復旧事業を実施しているが残り 9事業については、3社見積りを行っていない。3社

見積り合わせを行わない場合には、補助金対象となる査定事業費が１割減額となる。県は査

定事業費の減額要件について各事業者に説明を行っており、災害復旧による緊急性があった

ために 3社見積り合わせが行えなかった等の事情は理解できる。しかし、9事業についても 3

社見積りを行い、少しでも復旧事業費を削減するよう検討すべきであった。 

  

事業主体 
補助事業に 
要する経費 

負担区分 
補助率 

国庫補助金 
全国農業協同組合

連合会栃木県本部 
全国農業協同組合

連合会栃木県本部 
2,823 1,331 1,492 

40 万円まで 3/10 

40 万円超え 5/10 

事業主体 
補助事業に 

要する経費 

負担区分 

補助率 
国庫補助金 

全国農業協同組合

連合会栃木県本部 

全国農業協同組合連

合会栃木県本部 
22,390 11,115 11,275 

40 万円まで 3/10 

40 万円超え 5/10 



70 

⑥農産物マーケティング推進事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）とちぎブランド推進事業費補助金の内容 
   とちぎブランド推進事業費補助金は、統一ロゴマーク等の普及、多様な“とちぎブラン

ド”を確立するための新たな品目の発掘・育成等のための協会の窓口設置、及び県内各地

域や県外での“とちぎブランド”PR 活動を支援することを目的とした補助金である。補助

金は、県が社団法人とちぎ農産物マーケティング協会（以下「マーケティング協会」とい

う。）へ交付している。 

（単位：千円） 

区分 事業内容 事業費 

ブランド育成窓口の設置 統一ロゴマーク、キャッチコピーの普及推進にむけた

PR 活動 

ブランド育成窓口の設置 

3,417 

“とちぎブランド”向上対

策 

とちぎブランド検討会の開催 

消費者ニーズに対応した農産物販売の PR 
677 

地域の農産物ブランド化

支援 

地域の特色ある農産物の掘り起こし及び認証制度の

実施 

ブランド化アドバイザーの設置、派遣 

8 地域マーケティング協議会の設置、交付 

1,912 

県外へのブランド PR 及び

販路開拓活動支援 

首都圏等の流通団体への活動支援 
802 

合計 6,808 

 

とちぎブランド推進事業に関する支出金額の主な項目は、以下のとおりである。 
（単位：千円） 

支出年月日 内容 支出先 金額 
平成 23年 7 月 28 日 平成 23 年度 販路開拓活動助成 関連 4団体 800 

平成 24年 3 月 22 日 臨時職員人件費 臨時職員 1,965 

平成 24 年 3 月 26 日 平成 23 年度旬とちぎ冊子作成代 広告代理店 840 

その他 37 件   3,203 

合計 6,808 

 

（ⅱ）とちぎブランド消費宣伝事業費補助金の内容 
   とちぎブランド消費宣伝事業費補助金は、米、野菜、果実、畜産物他を一体化した総合

的な消費拡大、情報発信、宣伝活動等に係る事業経費を一部補助し、県産農産物全体のイ

メージアップ及び販路拡大を目的とした補助金である。補助金は、県がマーケティング協
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会へ交付している。 
（単位：千円） 

区分 事業内容 事業費 
とちぎブランド農産物情報

発信 

ホームページ、情報誌等による県産農産物の情報

発信 

ラッピングバス広告の実施 

2,164 

とちぎまるごと農産物の紹

介 

各種イベントへの出展及び県内消費者を対象とし

た県産農産物の PR 
6,194 

合計 8,358 

 

とちぎブランド消費宣伝事業に関する支出金額の主な項目は、以下のとおりである。 

（単位：千円） 

支出年月日 内容 支出先 金額 

平成 23年 5 月 27 日 とちぎ食と農のふれあいフェア負担金 実行委員会 650 

平成 23年 11 月 21 日 うつのみや食肉市場まつり負担金 実行委員会 1,200 

平成 23 年 12 月 2 日 とちぎ米 PR バス広告掲載料 広告会社 1,080 

その他 47 件   5,427 

合計 8,358 

 

（ⅲ）身近な“とちぎの食材”活用推進事業費補助金の内容 
身近な“とちぎの食材”活用推進事業費補助金は、実需者との商談や意見交換会の開催

費用の一部を補助し、地産地消や販路拡大はもとより、生産者と実需者の連携による地域

産業の発展を図ることを目的とした補助金である。補助金は、県がマーケティング協会へ

交付している。 
（単位：千円） 

区分 事業内容 事業費 
身近なとちぎの食材に関す

る情報交換会の開催 

県内実需者の県産農産物利用拡大及び産地へのニ

ーズ把握のための情報交換会 
2,054 

 

身近な“とちぎの食材”活用推進事業に関する支出金額の主な項目は、以下のとおりで

ある。 

（単位：千円） 

支出年月日 内容 支出先 金額 

平成 23年 8 月 10 日 展示商談会マロニエプラザ使用料 施設管理会社 384 

平成 23年 12 月 8 日 展示商談会マロニエプラザ使用料 施設管理会社 307 
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平成 24年 2 月 27 日 展示商談会企画・設計・施工代 デザイン会社 1,361 

その他 3 件   0 

合計 2,054 

 

（ⅳ）組織管理指導事業費補助金の内容 
  組織管理指導事業費補助金は、マーケティング対策を推進・指導する管理者の人件費を

補助し、マーケティング協会の事業の充実を図ることを目的とした補助金である。補助金

は、県がマーケティング協会へ交付している。 
  具体的には、県 OB職員をマーケティング協会が再雇用し、1年分の給与及びマーケティ

ング協会が 1年間に負担する社会保険料の総額を、全額補助金として交付している。 

（単位：千円） 

区分 事業内容 事業費 

組織管理指導事業 マーケティング対策を実施するための協会管理者 1名の設置 5,098 

 

組織管理指導事業に関する支出金額の明細は、以下のとおりである。 
（単位：千円） 

支出年月日 内容 金額 
平成 23年 4 月～ 

平成 24年 3 月 

給与  

月額 320,120 円×12 箇月分 
3,841 

平成 23 年 8 月 1日 

平成 23年 12 月 15 日 

夏季賞与 297,375 円 

冬季賞与 343,125円 合計640,500円 
640 

平成 23年 5 月～9月 健康保険・厚生年金 

月額 43,677 円（6月分は 43,676 円） 

夏季賞与分 40,537 円 

258 

平成 23年 10 月～ 

平成 24年 4 月 

健康保険・厚生年金 

月額 44,243 円 

冬季賞与分 47,424 円 

312 

平成 24年 5 月 1日 健康保険・厚生年金 45 

合計（全額県補助金として支出） 5,098 

 

（ⅴ）交付先及び交付金額 

とちぎブランド推進事業費補助金 （単位：千円） 

事業主体 
補助事業に 

要する経費 

負担区分 
補助率 

県補助金 マーケティング協会 

マーケティング協会 6,808 2,218 4,590 1/3 以内 
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とちぎブランド消費宣伝事業費補助金 （単位：千円） 

事業主体 
補助事業に 
要する経費 

負担区分 
補助率 

県補助金 マーケティング協会 

マーケティング協会 8,358 2,694 5,664 1/3 以内 

 

身近な“とちぎの食材”活用推進事業費補助金 （単位：千円） 

事業主体 
補助事業に 

要する経費 

負担区分 
補助率 

県補助金 マーケティング協会 

マーケティング協会 2,054 539 1,515 1/3 以内 

 

組織管理指導事業費補助金 （単位：千円） 

事業主体 
補助事業に 

要する経費 

負担区分 
補助率 

県補助金 マーケティング協会 

マーケティング協会 5,098 5,098 0 定額 

 

ⅱ検出事項 
・展示商談会の評価（意見） 

展示商談会について来場者アンケートによると、満足度で「とても満足」と「満足」の割

合合計が、約 75.5％を占め概ね好評であった。しかしアンケートの自由意見では、担当者が

ブースに不在であった、試食ができなかった、ダミー品展示などで詳しい説明が受けられな

かった、青果物が少ない印象を受けた等の意見も見られた。 

一方、出店企業アンケートでも展示商談会の評価について、満足度で「とても満足」と「満

足」の割合合計が、約 79.6％を占め概ね好評であった。しかし、アンケートの自由意見では、

混雑して歩きにくい、出店ブースが狭く展示に苦労した、飲食関係のお客様が少なく感じた

等の意見も見られた。 

今後、展示商談会の開催にはこれらの意見を取り入れて実施することが望まれる。 

 

・日勤記録と執務記録の作成（指摘事項） 

補助金の対象となる事業の管理者（以下「管理者」という。）の行動予定表はパソコンの表

計算ソフトで作成されているが、出勤簿やタイムレコーダー等の執務時間の記録、日報等日々

の業務内容の記録簿の作成がされていない。管理者は、外部で行われるイベント等へも出席

しているが、出席の確認はイベント等の参加者名簿に記載があるだけであり、他に確認ので

きる記録はない。また、県も管理者の業務記録の定期的な提出や報告を求めていない。 

管理者は、常勤者でありマーケティング協会は、管理者に関する日々の業務記録簿等を残

して、県はそれらの内容を精査すべきである。その上で事業内容に見合う補助金であるかの

検討を行うべきである。 
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⑦とちぎブランド農作物等輸出促進事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
 とちぎブランド農作物等輸出促進事業費補助金は、アジア地域を中心とした海外消費宣伝、

見本市への出展及び県育成品種の保護対策を目的とした商標登録等に係る経費を補助し、本

県農産物の海外における販路の拡大とブランド力の強化を目的とする補助金である。 
 
（ⅰ）とちぎブランド農作物等輸出促進事業費補助金の内容 
 

栃木県産農産物等の輸出実績 （単位：㎏） 
品目 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成23年度(※) 

米 12,660 18,950 27,260 10,000 

なし 11,130 3,390 2,135 － 

いちご 450 590 951 57 

ぶどう 1,768 1,322 745 － 

野菜類 1,518 1,342 208 － 

とちぎ和牛 3,946 3,579 800 － 

ヨーグルト - 88 - － 

輸出金額(万

円) 
3,943 3,282 1,597 2,586 

輸出先 

香港、タイ、シ

ンガポール、米

国、ロシア、中

国 

香港、タイ、シ

ンガポール、米

国、ロシア、中

国、ＵＡＥ、台

湾 

香港、タイ、シ

ンガポール、米

国、ロシア、Ｕ

ＡＥ、マレーシ

ア 

香港、タイ 

（※）平成 23 年度は、東日本大震災の影響で輸出が激減している。 

 

輸出推進支援事業に関する支出金額の主な項目は、以下のとおりである。 
（単位：千円） 

支出年月日 内容 支出先 金額 
平成 23年 12 月 8 日 とちおとめ海外 PR 用資材作製代 デザイン会社 349 

平成 23年 12 月 27 日 栃木県産なすひかり海外 PR 用資材作製代 農業団体 735 

平成 24 年 3 月  1 日 展示商談会輸出促進コーナー設置費用 デザイン会社 367 

その他 62 件   3,293 

合計 4,745 



75 

 
ブランド保護対策事業に関する支出金額は、以下のとおりである。 

（単位：千円） 
支出年月日 内容 金額 

平成 23年 9 月 2日 とちぎ和牛商標登録申請費 258 

 

（ⅱ）交付先及び交付金額 

（単位：千円） 

事業主体 
補助事業に

要する経費 

負担区分 
補助率 

県補助金 事業主体 

マーケティング協会 
4,745 2,370 2,375 1/2 以内 

258 240 18 定額 

全国農業協同組合 

連合会栃木県本部 
197 94 103 1/2 以内 

合計 5,201 2,704 2,497  

 

ⅱ検出事項 
 特になし。 
 
⑧卸売市場施設災害復旧事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
 卸売市場施設災害復旧事業費補助金は、大震災により被害を受けた卸売市場施設の災害復

旧に要する経費を補助することを目的とする。 
 交付対象は、農業・食品産業強化対策整備費補助金交付要綱、卸売市場施設災害復旧事業

実施要綱に基づき実施する卸売市場施設の災害復旧工事費及び応急仮工事費、調査設計費及

び付帯事務費である。 
 平成 23 年度は、公設芳賀地方卸売市場（真岡市）の災害復旧事業が実施された。復旧工事

は早急に生鮮食品等の安定的な供給体制を確保する必要があり、場内に給水するための仮設

の配管工事、落下の危険のあった高架水槽の解体撤去を行うとともに、給水設備本体の復旧

を行った。復旧工事の内容等は、以下の表のとおりである。 

（単位：千円） 

復旧工事名 着工年月日 竣工年月日 復旧事業費 

給水配管仮設工事 平成 23年 3 月 14 日 平成 23年 3 月 14 日 349 

高架水槽撤去解体工事 平成 23年 3 月 25 日 平成 23年 3 月 25 日 207 

給水設備改修工事 平成 23年 12 月 2 日 平成 24年 1 月 30 日 2,457 
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調査設計費 平成 23年 7 月 20 日 平成 23年 8 月 12 日 197 

合計 3,210 

 

（単位：千円） 

 
ⅱ検出事項 
・設計業務の見積内訳の積算（指摘事項） 

外部委託した設計業務の見積内訳書では、直接人件費の内訳として業務の人員日数に「難

易度」、「細分率」、「依頼度」が積算してある。その内容と算出根拠について県の担当者に説

明を求めたが、明確でなかった。県は、「難易度」、「細分率」、「依頼度」等について細やかな

確認検査を行うべきである。 
 
⑨食品流通等対策事業費補助金 
ⅰ事業の概要 

食品流通等対策事業費補助金は、県内食品産業に対する技術・経営指導の促進、及び食品

産業の発意と創意工夫に基づく地域農業との食農連携の強化に係る事業費の一部を補助し、

県内農産物を活用した新たな地域食品の開発に向けた取組を支援することを目的とした補助

金である。補助金の具体的な内容は、県 OB 職員を社団法人栃木県食品産業協会（以下「食品

産業協会」という。）が再雇用し、その給与及び食品産業協会負担分の社会保険料の総額を、

全額補助金として交付している。 

事業費の支出内訳は、以下のとおりである。 

 

（単位：千円） 

事業量 事業費 

給与手当 3,186 

通勤手当 391 

保険料等 508 

合計 4,086 

（単位：千円） 

事業主体 
補助事業に

要する経費 

負担区分 
補助率 

県補助金 食品産業協会 

食品産業協会 4,086 4,085 0 定額 

事業主体 
補助事業に 

要する経費 

負担区分 
補助率 

国庫補助金 芳賀地区広域行政事務組合 

芳賀地区広域行政事務組合 3,210 1,603 1,607 1/2 以内 
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ⅱ検出事項 
・就業規則の遵守と労務管理（指摘事項） 

食品産業協会には就業規則が定められており、出勤簿の作成、欠勤届、休暇願の作成や提

出が義務付けられている。しかし県 OB 職員も含めて職員全体が、それらの作成をしていない。

労務管理の記録として唯一休暇承認簿が作成されているが、振替休暇がいつの分の振替休暇

なのか不明確で、記載内容も不十分であった。 

食品産業協会は、就業規則を遵守し労務管理に関する諸記録簿やタイムレコーダー等によ

る労働時間の記録と管理、諸届の履行をすべきである。県は OB職員について、それらの帳簿

等定期的な閲覧検査をし、勤務状態や日常の業務内容を精査すべきである。さらに業務内容

の報告と補助金がその内容に見合うかの検討を行うべきである。 

 

・有給休暇取得日数と定額給与（指摘事項） 

食品産業協会には有給休暇基準が定められている。それによると、年次休暇が年間 20 日以

内、業務外の傷病は 180 日以内、夏期休暇が 7 月～9 月までの期間に 6 日間等と県職員の休

暇基準とほぼ同一の規定になっている。休暇承認簿によると、県 OB 職員はこの規定に準拠し

て平成 23 年度中に傷病休暇を含めて 32 日間の休暇を取得している。1 ヶ月の平均勤務日数

が約 20 日程であり、年間休暇取得が約 2ヶ月弱に相当する。 

県 OB 職員は、労務規定の範囲で有給休暇取得をしており有給休暇基準への違反はないが、

補助金の有効性を欠いている。県は、平成 24 年度 OB 報酬の基準月額を規定してそれに基づ

いて給与水準を定め、補助金を交付しているが、定額の月給ではなく勤務状態に応じた日給

制を検討すべきである。 

 
⑩県産農産物等需要創出促進事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
 県産農産物等需要創出促進事業費補助金は、多種多様なマーケティング手法による県産農

産物の新たな需要創出と知名度向上、及び県産食材を使用した加工食品等の調査・検討や販

路開拓のための事業費を一部補助し、フードバレーとちぎの実現を図ることを目的とする補

助金である。 
（ⅰ）県産食材利用促進事業費補助金の内容 

県内の飲食店舗検索サイト「栃ナビ！」を利用し、サイトへ登録している店舗へ県産食

材の情報提供、及び飲食店等と産地のマッチングを支援し、サイトを閲覧している飲食店

及び消費者への県産食材のＰＲ及び利用促進を図るための補助金である。 
 
（ⅱ）観光地向け県産食材マッチング事業費補助金の内容 

実需者のニーズにあった、県産農産物の安定供給体制づくりを支援するための補助金で
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ある。 
平成 23 年度においては、以下の活動を支援している。 

 

実施内容 実施時期及び場所等 

県産農産物供給について、検討会の実施 平成 23年 6 月 25 日～26 日 

鬼怒川地区 

地元食材の流通について、キーステーションの設

置について検討 

平成 23年 9 月 28 日 

塩原温泉旅館組合 

県産農産物の情報提供や、震災後の状況等の情報

交換の実施 

15 回 

那須地区・上都賀地区 

県内農産物の生産状況についての研修会の実施 平成 23年 11 月 30 日 

塩谷南那須地区 

 

（ⅲ）とちぎの旬彩店推進事業費補助金の内容 
 とちぎの旬彩店の周知や認定等、とちぎの旬彩店制度の普及拡大を支援した。また、食

材サンプルを提供し、県内農産物の利用促進及び情報提供を行う事業について支援するた

めの補助金である。 
 

実施内容 実施時期及び場所等 
とちぎの旬彩店の制度内容周知や県産農産物情報

パンフレット等の発信 
通年 
県外 

旬彩店の認定及び認定証の発行 新規登録 18 店舗 
県外 

協会ＷＥＢサイトとちぎ旬彩店ページ更新 通年 
 

地域の特徴ある農産物や旬の食材サンプルを提供

し、利用促進や市場物流等情報提供の実施 
通年 
県外 

 
（ⅳ）食のサテライト事業費補助金の内容 
  首都圏のホテルや駅、イベント会場にて県産農産物を使用したメニューの提供等の実施

及び首都圏のホテル等のシェフを対象とした産地視察交流会を支援し、県産農産物の理解

と利用を促すための補助金である。 
 

実施内容 実施時期及び場所等 
池袋サンシャインシティ 
「大好き！栃木県産とちおとめフェア」 

平成 23年 4 月 25 日～27 日 

東京都 
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銀座ラトゥール 

とちぎ厳選メニューフェア 

「とちぎ和牛」、「とちおとめ」 

平成 23年 12 月 1 日～27 日 

平成 24年 2 月 1日～29日 

東京都 

東武ホテルレバント東京 

「とちぎのうまいもの再発見！情報交換会」 

平成 24年 2 月 28 日 

東京都 

パレスホテル大宮 

「栃木路フェア」 

平成 24年 3 月 1日～4月 30 日 

埼玉県 

産地視察交流会 

「とちぎのうまいもの再発見！冬」 

平成 23年 12 月 9 日 

那須地区 

産地視察交流会 

「とちぎのうまいもの再発見！春」 

平成 24年 2 月 2日 

下都賀地区 

 

（ⅴ）交付金及び交付金額 

県産食材利用促進事業費補助金 （単位：千円） 

 

観光地向け県産食材マッチング事業費補助金 （単位：千円） 

 

とちぎの旬彩店推進事業費補助金 （単位：千円） 

 

食のサテライト事業費補助金  （単位：千円） 

 

 
 

事業主体 
補助事業に 

要する経費 

負担区分 
補助率 

県補助金 マーケティング協会 

マーケティング協会 1,596 798 798 1/2 以内 

事業主体 
補助事業に 

要する経費 

負担区分 
補助率 

県補助金 マーケティング協会 

マーケティング協会 728 364 364 1/2 以内 

事業主体 
補助事業に 

要する経費 

負担区分 
補助率 

県補助金 マーケティング協会 

マーケティング協会 1,236 618 618 1/2 以内 

事業主体 
補助事業に 

要する経費 

負担区分 
補助率 

県補助金 マーケティング協会 

マーケティング協会 1,859 927 932 1/2 以内 
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ⅱ検出事項 
・交通費の負担（意見） 

産地視察交流会では、東京都と埼玉県の司厨士会の研修を兼ねて那須地区や下都賀地区へ

産地視察を行っており、交通費（バス代）を司厨士会と半額ずつ負担し、現地視察に要する

交通費負担を軽減している。 
現状では、負担した交通費が、食材費よりも多額となっている。現地視察を行うには、首

都圏から栃木まで交通費が必要となり、負担にも理解が出来るが、事業経費は食材の購入代

金に充てたほうがより効果が高いと思われる。今後、司厨士会に交通費を全額負担頂き、補

助金は食材の購入代金に充てることも検討すべきである。 
 
⑪地域放射性物質分析事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 
 地域放射性物質分析事業費補助金は、放射性物質分析機器の整備及び農畜産物・土壌のサ

ンプリング・分析実施に要する経費を補助し、地域間の比較及び品種間の比較による複数の

組み合わせの類型データを整備し、放射性物質による影響を的確に検証することを目的とし

た補助金である。 
 市町、農業協同組合、JA 中央会、全国農業協同組合連合会栃木県本部及び知事が特に認め

る団体が、消費・安全対策交付金実施要綱及び要領に基づき実施する次に掲げる事業に要す

る経費が補助対象となる。 

・放射性物質による農畜産物・土壌への影響調査の実施 

  サンプリング及び分析費用が対象である。調査対象は主にネギやいちごといった農産物

で、放射性物質ヨウ素、セシウムの検出値の調査を行う。 

 ・検査機器の整備 

  LB2045γスペクトロメーター等の検査機器の設置及び整備費用である。 

  

（ⅱ）交付先及び交付金額 
（単位：千円） 

事業主体 内容 事業費 
国庫 
補助金 

補助率 

那須野農業協同組合 農産物・土壌等への影響調査 65 類型、78 検体 

検査機器の整備 
3,054 1,525 1/2 以内 

大田原市 農産物・土壌等への影響調査  7 類型、19 検体 

検査機器の整備 
2,655 1,327 1/2 以内 

宇都宮農業協同組合 農産物・土壌等への影響調査 58 類型、78 検体 

検査機器の整備 
2,796 1,331 1/2 以内 
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下野農業協同組合 農産物・土壌等への影響調査 44 類型、63 検体 

検査機器の整備 
2,730 1,300 1/2 以内 

那須町 農産物・土壌等への影響調査 10 類型、50 検体 

検査機器の整備 
2,722 1,360 1/2 以内 

矢板市 農産物・土壌等への影響調査  8 類型、19 検体 

検査機器の整備 
3,457 1,728 1/2 以内 

さくら市 農産物・土壌等への影響調査  6 類型、18 検体 

検査機器の整備 
4,885 2,400 1/2 以内 

合計 22,299 10,971  

 

ⅱ検出事項 
・補助金決定通知書の起案文書（通知控）の日付等の欠落（意見） 

宇都宮農協、下野農協、大田原市、及び那須町に対する補助金交付決定通知書の起案文書

（通知（控））について、決定の日付、書類番号の記載がなかった。早急な決定通知手続が必

要だったことは理解できるが、県は書類の記載に必要な事項を網羅すべきである。 
 

・サンプルの無償提供の記載（意見） 
下野農協から県への補助金変更承認申請書では、事業費の変更を申請しているが、変更の

理由では「サンプル実施せず」との記載がある。この点についてサンプル実施の有無を県の

担当者に質問した。回答によるとサンプルは無償提供を受け、実施しているとのことであっ

た。現状の補助金変更承認申請書の記載では、実施をしていないとの誤解を与える。県は事

業主体である下野農協に対して、サンプルについては無償提供を受けた旨の記載に改めるよ

う指導するとともに、記載内容について十分に精査すべきである。 
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（４）経営技術課 
 
 ①経営安定対策支援事業費補助金 
 ⅰ事業の概要 

（ⅰ）事業の内容 
農業の持続的かつ安定的な発展のため、意欲と能力のある生産者を認定農業者として

確保、育成するとともに、地域の合意の下に組織化された集落営農組織等の育成を通

して、担い手への農地の集積を推進する必要がある。こうした担い手の確保や水田経

営所得安定対策を推進するため、栃木県担い手育成総合支援協議会（以下「協議会」

という。）の体制を強化し、市町担い手育成総合支援協議会や関係機関、団体と連携し、

担い手の確保、育成を図っている。 
具体的には、以下のような事業を実施している。 
・ワンストップ支援窓口及び共同事務局の設置運営を行う。 
・担い手アクションサポートチームの設置運営を行う。 
・集落営農の法人化や運営等の指導するための研修会や交流会を開催する。 
・担い手育成関係会議等を開催する。 

 
（ⅱ）交付先 

協議会に 2,000 千円の補助金を交付している。 

 

（ⅲ）交付金額 

2,000 千円 

 

ⅱ検出事項 

    特になし。 

 

 ②地域農業担い手組織育成事業費補助金 

 ⅰ事業の概要 

（ⅰ）事業の内容 

   集落営農の組織化、法人化や、農業団体等が参画する土地利用型農業法人設立支援に

要する経費を助成する事業である。 

   

（ⅱ）交付先及び交付金額 

11 の農業協同組合に合計 2,147 千円の補助金を交付している。以下の一覧表参照。 
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平成２３年度地域農業担い手組織育成事業実績 

        
（単位:千円） 

農業振興 

事務所 

事業実施 

主体 

（１）集落営農組織化 

支援事業 

（２）集落営農組織法

人化支援事業 

（３）農業団体等参画

型法人設立支援事業 
合   計 

総事業

費 

うち 

県補助金 

（1/3 以

内） 

総事業

費 

うち 

県補助金 

（1/3 以

内） 

総事業

費 

うち 

県補助金 

（1/2 以

内） 

総事業

費 
補助金 

河 内 JA 宇都宮 312 100 - - 874 416 1,186 516 

上都賀 JA 上都賀 183 50 476 150 - - 659 200 

芳 賀 JA はが野 49 10 306 90 - - 356 100 

下都賀 

JA 宇都宮 - - 174 55 - - 174 55 

JA おやま 108 35 441 130 - - 550 165 

JA しもつ

け 
331 105 435 135 223 106 990 346 

小 計 439 140 1,052 320 223 106 1,715 566 

塩谷南那

須 

JA しおの

や 
85 26 406 124 - - 492 150 

JA なす南 759 240 404 127 - - 1,164 367 

小 計 844 266 811 251 - - 1,656 517 

那 須 JA なすの 387 120 102 30 - - 489 150 

安 足 

JA 足利 122 38 32 10 - - 154 48 

JA 佐野 160 50 - - - - 160 50 

小 計 282 88 32 10 - - 314 98 

合    計 2,499 774 2,781 851 1,097 522 6,379 2,147 

 
 ⅱ検出事項 
  特になし。 



84 

③農地保有合理化促進対策費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

農地の流動化を促進し、担い手の経営規模の拡大を図るため、公益財団法人栃木県農

業振興公社（以下「農業振興公社」という。）が行う農地保有合理化事業に対し助成をす

る事業である。 
農業経営基盤強化促進法では農地保有合理化事業として以下の 4 つの事業を定めてい

る。 
・農地売買等事業 
農用地等を買入れ又は借入れて、売渡しまたは貸付ける。 

・農地信託等事業 
農用地の売渡しを目的とする信託を引受け、評価額の一部に相当する金額を無利子

で貸付たり、農用地を貸付の方法により運用することを目的とする信託の引受けを行

う。 
・農業生産法人出資育成事業 
農業振興公社が買入れた農地を農業生産法人に現物出資又は金銭出資を行い、付与

された持分を法人の構成員に計画的に譲渡する。 
・研修等事業 
農業振興公社が買入れ又は借入れた農地を利用して、新規就農者等に対する農業技

術や経営等の研修を行う。 
（ⅱ）交付先及び交付金額 

農地保有合理化事業を行う農業振興公社の組織体制強化費及び農地保有合理化事業の

業務費として、農業振興公社に 31,555 千円が補助金として交付されている。 

 

 ⅱ効果 

平成 23 年度では、141 件 72.4 ヘクタール（ha）の農地を買入れする一方、124 件 69.5ha

の農地の売渡しを行っている。また、新たに 1件 8.0ha の農地の貸付を行っている。 

 

 ⅲ検出事項 

・補助対象経費の振替（指摘事項） 

農業振興公社は一般業務費 52,541 千円の内、農地保有合理化促進対策事業の対象経費

として 35,666 千円を報告している。この一般業務費を補助事業対象経費に振分けする資

料を検証したところ、給与を全額補助対象経費としている嘱託職員の法定福利費を全額

補助対象外経費にしていたり、振分けする割合も職員により異なっており適切な振替が

行われていなかった。一定の合理的な基準を用いて振分けを実施すべきである。 
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 ④意欲ある新規就農者の確保育成事業費補助金 
 ⅰ事業の概要 

（ⅰ）事業の内容 
農業従事者の減少、高齢化が進行している中、次代の農業を担う新規就農者の確保が

急務となっている。 
この事業は、ホームページ等による就農促進啓発活動や青年から中高年までの幅広い

新規就農希望者を対象とした就農相談会や新規就農セミナー等を実施するとともに、就

農支援情報の収集、蓄積、提供や就農支援資金の貸付け等を行うことで就農希望者が円

滑に就農できる環境整備を行うことを目的とする。 
具体的な活動実績は、以下のとおりである。 
・新規就農相談センター就農促進啓発事業 
農業振興公社と栃木県農業会議内に新規就農相談センターを設置して、就農相談窓

口の一元化を図るとともに、以下のような就農促進活動を行っている。 
 農業振興公社 

活動の内容 相談人数・作成部数等 備考 

就農相談会 
開催回数 9 回 

相談件数 245 件 
新規参入希望者等 

新規参入フォーラム 
開催回数 2 回 

出席者 128 人 
〃 

ガイドブックの作成・配布 ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ作成部数 2,000 部 〃 

とちぎで農業を始めようキャンペーン 新聞広告掲載 5 回 〃 

推進パンフレットの作成・配布 パンフレット作成部数 1,000 部 〃 

ホームページによる PR ホームページ 20 頁更新 〃 

 
 栃木県農業会議 

活動の内容 相談人数・作成部数等 備考 

新規就農相談会 in とちぎ 2011 の開催 
開催回数 5 回 

相談件数 71 件 
新規参入希望者等 

全国新規就農相談会 

（新・農業人フェア等）への参加 

開催回数 5 回 

相談件数 86 件 
〃 

とちぎ再就職支援合同面接会 

（新規就農相談会）への参加 

開催回数 4 回 

相談件数 9 件 
〃 

とちぎ農業未来塾（農業大学校）への 

協力（就農相談会等）参加 

開催回数 2 回 

相談件数 10 件 
〃 
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・就農サポートシステム構築事業 
農業振興公社は、就農相談員を配置して年間 245 件の就農相談に乗り円滑な就農を

促進しているほか、農地や家屋、研修受入農家等の就農支援情報の収集、蓄積を行っ

ており平成 23 年度は、33 件の就農情報を収集している。 

また、栃木県農業会議は職業あっせん所の機能も有しており、平成 23 年度は 1件の

相談に応じている。 

 

・就農支援資金貸付事業 

就農支援資金の貸付けに関する資料の作成や貸付けの事務を行っている。なお、平

成 23 年度では、就農支援資金貸付けの実績は 2件である。 

 

（ⅱ）交付先及び交付金額 

農業振興公社 5,523 千円 

栃木県農業会議 668 千円 

 

 ⅱ効果 
   栃木県が実施した「平成 24年度新規就農者に関する調査」結果に基づく 

就農相談者数 

（単位:人） 

 平成 

20 年度 

平成 

21 年度 

平成 

22 年度 

平成 

23 年度 
合計 

非農家から 

新規参入した者 
2 4 3 2 11 

 

「平成 24 年度新規就農者に関する調査（平成 23 年 5 月 1 日～平成 24 年 4 月 30 日

までの 1年間に栃木県に新規就農した者の人数）」において新規就農者数は 224 名で

あった。このうち平成 20 年～23年までの 4年間、農業振興公社で実施した就農相談

会等で相談に応じ、就農に結びついた人数は 13名であった。 

特に非農家から就農した 27 名のうち、就農相談会等に来て就農した人数は 11 名

となっている。 

 
 ⅲ検出事項 
  特になし。 
     
 ⑤農業者組織活動強化支援事業費補助金 
 ⅰ事業の概要 
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（ⅰ）事業の内容 
農業者組織活動の指導及び連携強化を行うため、農業者組織の連携会議の開催、共通

テーマの設定による協働活動の推進、連絡情報紙の発行を行う事業である。 
具体的には、栃木県農業士会、栃木県女性農業士会、栃木県農村生活研究グループ協

議会、栃木県国際農友会、栃木県青少年クラブ協議会の事務局業務を行うほか、以下の

ような活動を行っている。 
活動の内容 相談人数・作成部数等 

農業者組織連携会議の開催 開催回数 4 回 

県議会農林環境委員との意見交換会 人数 35 人 

農業者懇談会講演会 人数 350 人 

連絡情報紙の発行 発行部数 19,500 部 

 
（ⅱ）交付先及び交付金額 

栃木県農業者懇談会（以下「懇談会」という。）に 4,584 千円の補助金を交付してい

る。懇談会の平成 23 年度の収支決算書は以下のようになっている。 
収入の部 

  
科 目 決算額（千円） 備考 

県補助金 4,584 農業者組織活動強化支援事業費補助金 

団体費 1,579   

合  計 6,163   

   
支出の部 

  
科 目 決算額（千円） 備考 

人件費 4,058 アドバイザー他職員給与・福利厚生費等 

活動旅費 194 出張旅費 

事務通信費 1,283 メール・電話料金・ＯＡリース・修理代等 

連携会議費 30 県議会意見交換会 

協働活動費 203 講演会 

農業情報活動費 395 農業情報紙の発行 2回 

合  計 6,163   

 
ⅱ検出事項 
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・補助金実績報告書と関連資料の金額相違（意見） 
補助金実績報告書の収支決算書の人件費における給与費と懇談会の総会資料の収支

決算書の給与費に相違があった。総会資料の収支決算書の給与費に誤りがあったとのこ

とだが、本来一致する金額が相違するのは、報告書の信頼性を損なうことになるので、

ミスが発生しない事務処理体制の確立が望まれる。 
 

⑥農薬適正使用指導強化緊急対策事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

食品の安全性に対する消費者等の関心が高まるなか、農産物生産における農薬の適

正使用に関する取組みを強化する必要がある。 
JA グループ栃木が実施している生産者への農薬適正使用に関する指導等の取組み

を支援し、栃木県農産物の安全性を確保する事業である。 

具体的には、以下の事業を行っている。 

 

農薬適正使用講習会の開催 

場  所 
参加対象者 

及び人数 
内  容 

栃木県内 生産者 

延べ 8,417 名 

担当職員 

延べ 356 名 

農薬適正使用に関する事項 

134 回開催 

14 回開催 

 

啓発資料の作成 
作成資料名 作成部数 内  容 

農薬適正使用啓発資料 13,191 部 農薬適正使用推進 

 
農薬使用履歴の実態調査実績 

実施時期 場 所 対象者及び件数 内  容 

12 月 

12 月～1月 

 

各 JA 

各 JA 

園芸生産者 784 件 

米・麦・大豆 

生産者 1,952 件 

生産履歴記帳内容にお

ける農薬使用状況調査 

 
残留農薬検査による適正使用の検証実績 

品目 点数 内  容 

米 31 拡大多成分分析 
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麦 

大豆 

園芸 60 品目 

（イチゴ、トマトほか） 

603 

4 

297 

通常多成分分析 

単成分分析 

簡易分析 

 
（ⅱ）交付先及び交付金額 

JA グループ栃木安全・安心な農産物供給対策本部に 7,500 千円の補助金を 

交付している。 

ⅱ検出事項 

特になし。 

 

⑦GAP 実践産地支援事業及び IPM 実践産地支援事業費補助金 

ⅰ事業の概要 

（ⅰ）事業の内容 

GAP は、食品の安全性の確保、品質の向上、環境の保全及び労働安全等の目的を達

成するための生産工程管理手法であり、農業者や生産組織がこれを自らの生産条件に

応じて取り入れることで安全な農産物の安定供給、環境保全及び農作業の改善による

コスト低減や品質向上につながる。 

また、IPM は、あらかじめ病害虫、雑草が発生しにくい栽培環境を整え、防除が必

要な場合でも、化学農薬だけに依存せず生物的防除、物理的防除等を合理的に組み合

わせる管理手法である。 

本事業は、GAP 及び IPM を実践する生産者を育成することを目的としている。 

具体的な事業の内容は、以下のようになっている。 

GAP 実践産地支援事業（県段階における GAP の推進・指導者の育成）内容及び実績 

実施主体名 
対象品

目 

GAP ガイドラインに則した 

GAP 実践生産者数 
事業内容 

現状 

ａ 

目標 

ｂ 

実績 

ｃ 

達成度 

ｃ／ｂ 

総数 

ａ＋ｃ 
実施事項 事業量 

JA グループ

栃木安全・安

心な農産物

供給対策本

部 

  戸 戸 戸 % 戸     

麦 - 4,142 3,489 84.2 3,489 GAP 推進検討会 3 回 

いちご 42 1,638 1,018 62.1 1,060 推進資料作成 35,000 部 

なし 54 481 320 66.5 374     〃 18,000 部 

その他 - - 451 - 451 GAP 研修会 2 回 

     
 外部研修参加 7 名 

合計   96 6,261 5,278 
 

5,374     
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    GAP 実践産地支援事業（IPM 実践地域の育成）内容及び実績 

    

実施 

主体名 
地区名 

対象 

品目 

管内 

農家 

戸数 

目標

値 

IPM 実践指標における各管理ポイントの 

実践生産者数 

目標実践戸数・ 

作付面積の実数 
事業内容 

管理ポイント 
現状 

ａ 

目標 

ｂ 

実績 

ｃ 

総数 

ａ＋ｃ 
実戸数 実面積 実施事項 事業量 

はが野農

業協同組

合いちご

部会 

真岡市 

益子町 

茂木町 

市貝町 

芳賀町 

いちご 

戸 % 
・ﾐﾔｺｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ及びﾁﾘ
ｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆによるﾊﾀﾞﾆ

類の防除 

戸 戸 戸 戸 戸 ha     

662 

 

110 

 

100 300 254 354         

          

・ｺﾚﾏﾝｱﾌﾞﾗﾊﾞﾁによる

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類の防除 

0 100 0 0    全体講習会 2 回 

    161 48 新規者後継者 1 回 

       講習会  

・ﾎﾞｰﾍﾞﾘｱﾊﾞｼｱｰﾅによ
るｱｻﾞﾐｳﾏ類の防除 

0 100 0 0    現地検討会 適宜 

       生産資材の購入 161 戸 

              

合計 
  

662     100 500 254 354 161 48     

GAP 実践産地支援事業（IPM 実践地域の育成）の内容及び実績 
    

実施 

主体名 
地区名 

対象 

品目 

管内 

農家 

戸数 

目標

値 

IPM 実践指標における各管理ポイントの 

実践生産数 

目標実践戸数・ 

作付面積の実数 
事業内容 

管理 

ポイント 

現状 

ａ 

目標 

ｂ 

実績 

ｃ 

総数 

ａ＋ｃ 
実戸数 実面積 実施事項 事業量 

上都賀農

業協同組

合ハウス

トマト部 

鹿沼市 

西方町 
トマト 

戸 % 

バチルスズブチリス

剤のダクト内自動投

入による灰色かび病

の防除 

戸 戸 戸 戸 戸 ha     

        

13 

 

4.26 

 

    

        講習会・検討会の開

催 

2 回 

         

           

42 103 2 13 0 2 技術指導資料の作成 50 部 

        
 

 

          

 13 戸 

 

        生産資材の購入 
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（ⅱ）交付先及び交付金額 
・GAP 実践産地支援事業費補助金 

JA グループ栃木安全・安心な農作物供給対策本部 3,434 千円 

下野農業協同組合 472 千円 

はが野農業協同組合なす部会 250 千円 

宇都宮農業協同組合 100 千円 

                          合 計  （4,256 千円） 

 

・IPM 実践産地支援事業費補助金 

はが野農業協同組合いちご部会 4,410 千円 

上都賀農業協同組合ハウストマト部 1,734 千円 

下野農業協同組合 920 千円 

はが野農業協同組合トマト部会 750 千円 

                          合 計   （7,814 千円） 

 

ⅱ検出事項 
特になし。 

 
⑧先進的営農支援交付金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

環境問題に対する国民の関心が高まる中で、農業分野でも地球温暖化防止や生物多様性

保全に積極的に貢献して行くため、より環境保全に効果の高い営農活動の普及推進を図っ

て行く必要がある。 
環境保全型農業に取組む農業者に支援を行うため、栃木県農地・水・環境保全向上対策

推進協議会（以下「地域協議会」という。）に対して交付金を交付する事業である。 
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として 5 割以上低減する活動等

に対して、水稲の場合で 10 アール（a）当たり 6千円が交付される。 

 

（ⅱ）交付先及び交付金額 

平成 23 年度では、地域協議会を通じて 52 の活動組織に 102,000 千円が交付されている

（次葉表参照）。このうち県から 4分の 1にあたる 25,500 千円が交付されている。 

 

ⅱ検出事項 

特になし。 
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申請地区一覧表（先進的営農活動支援交付金） 

市町名 活動組織名 

変更後（実績） 

平成２３年度取組計画 
実績額 

（千円） 

実績額 

合計 

（千円） 作物区分 
計画面積

（a） 

宇都宮 

ふるた遊楽環境保全会 水稲 4,550 2,730 2,730 

逆面エコ・アグリの里 水稲 6,369 3,821 3,821 

上田環境サポート 水稲 4,399 2,639 2,639 

上田原東組保全隊 水稲 2,883 1,729 1,729 

ながみねクリーンエコ倶楽部 水稲 3,178 1,906 1,906 

上三川 上郷４区環境保全倶楽部 水稲 1,578 946 946 

日光 小林３・４区ユートピア 水稲 4,893 2,935 2,935 

芳賀 

上給地域資源保全会 水稲 3,430 2,058 2,058 

芳志戸環境向上推進会議 水稲 20,628 12,376 12,376 

下高北部環境保全会 水稲 10,718 6,430 6,430 

下高根沢中部地区環境保全会 水稲 7,887 4,732 4,732 

下高南部環境向上推進会 水稲 7,745 4,647 4,647 

稲毛田資源保全会 水稲 5,779 3,467 3,467 

栃木 大塚田んぼの会 水稲 795 238 238 

小山 

白鳥緑と水辺の郷 水稲 2,990 1,794 1,794 

思いの郷下生井 水稲 1,161 696 696 

東生井ひばりヶ丘の里 水稲 1,517 910 910 

上生井なごみの里 水稲 1,341 804 804 

網戸中坪みのりの郷 水稲 121 72 72 

泉の郷下泉 水稲 1,468 880 880 

矢板 

上安沢環境保全実行委員会 水稲 1,827 1,096 1,096 

木幡西農業農村環境保全会 水稲 2,803 1,681 1,681 

玉田の環境を良くする会 水稲 746 447 447 

境林グリーン環境保全会 水稲 2,368 1,420 1,420 

那須烏

山 

大桶地域みどり保全会 水稲 1,647 988 988 

興野ほたるの里づくり環境保全会 水稲 301 180 180 

塩谷 泉地区環境保全隊 
水稲 2,272 1,363 

1,377 
果菜類・果樹的野菜 8 14 

高根沢 
台新田緑資源対策推進協議会 水稲 3,010 1,806 1,806 

伏久地区農地・水・環境保全対策推進協議会 水稲 8,860 5,316 5,316 
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市町名 活動組織名 

変更後（実績） 

平成２３年度取組計画 
実績額 

（千円） 

実績額 

合計 

（千円） 作物区分 
計画面積

（a） 

大田原 

あらい自然環境保全会 
水稲 1,084 650 

777 
大豆 425 127 

カジカの里今泉環境保全会 梨 100 120 120 

上奥沢水土里の郷を守る会 水稲 1,178 706 706 

グリーン・ハート品川 

水稲 469 281 

886 水稲 622 373 

水稲 387 232 

両郷・河原清流保存会 
水稲 808 484 

576 
果樹・茶 76 91 

北金丸ふるさと環境保全会 水稲 3,046 1,827 1,827 

那須塩原 

鍋掛南部環境保全隊 

水稲 1,505 903 

5,542 

水稲 609 365 

水稲 3,686 2,211 

水稲 1,570 942 

水稲 1,250 750 

水稲 617 370 

埼玉農地環境保全会 

イタリアングラス 746 223 

2,921 

水稲 598 358 

デントコーン 544 163 

イタリアングラス 348 104 

アスパラガス 56 56 

デントコーン 56 16 

水稲 1,532 919 

イタリアングラス 541 162 

デントコーン 236 70 

水稲 1,290 774 

うど 72 72 

箕輪環境保全隊 
イタリアングラス 2,381 714 

3,318 
水稲 4,340 2,604 
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市町名 
活動組織名 

変更後（実績） 

平成２３年度取組計画 
実績額 

（千円） 

実績額 

合計 

（千円） 作物区分 
計画面積

（a） 

  

長久保の里保全会 

イタリアングラス 55 16 

2,252 

水稲 2,879 1,727 

うど 331 331 

ほうれん草 69 69 

ブロッコリー 109 109 

三区町環境保全隊 

水稲 2,261 1,356 

4,728 
水稲 2,532 1,519 

水稲 642 385 

水稲 2,446 1,467 

樋沢農地保全会 

水稲 375 225 

592 
イタリアングラス 128 38 

デントコーン 128 38 

水稲 485 291 

堀越自然を守る会 水稲 782 469 469 

青木一区農地水環境保全対策委員会 
水稲 1,104 662 

2,025 
イタリアングラス 4,543 1,362 

豊岡長芝地区環境保全協議会 水稲 1,041 624 624 

那須 

たぬきの郷を守り隊 

水稲 512 307 

1,083 

水稲 213 127 

水稲 167 100 

水稲 271 162 

水稲 333 199 

水稲 310 186 

稲沢農地水環境保全組合 

水稲 1,129 677 

1,563 水稲 906 543 

水稲 571 342 

黒川の郷 水稲 671 402 402 

小島地区環境保全向上組合 水稲 1,210 726 726 

下芦野唐木田農地水環境保全隊 水稲 127 76 76 

郷土の生態系を守る会 水稲 470 282 282 

佐野 
上牧の環境を守る会 水稲 303 181 181 

山越ふれあいの里づくり協議会 水稲 300 180 180 

14 市町      52 組織      合計   174,847 102,000 102,000 
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 ⑨放射性物質吸収抑制対策支援事業 
 ⅰ事業の概要 
 （ⅰ）事業の内容 
  （ア）東日本大震災農業生産対策事業費補助金 

東日本大震災からの農業生産の復旧等のため、放射性物質の吸収抑制対策を行        
   う事業である。具体的には、土壌中の放射性物質の減少又は作物への吸収を抑制

するためカリウムやゼオライトを導入している。 
 

（イ）放射線量低減対策特別緊急事業 
 放射性物質による汚染により農林業において利用が困難となった農林産物、そ

の副産物及び農業生産資材の処理等を行い、放射性物質の除去するを図る事業で

ある。具体的には、暫定許容値 400 ベクレル/kg を超える放射性セシウムを含有

する腐葉土について、腐葉土製造販売業者、周辺住民及び周辺環境への影響を低

減するため、放射性物質汚染対処特措法等を踏まえ、一時保管を実施する。 

 

 （ⅱ）交付先及び交付金額 

（ア）東日本大震災農業生産対策事業費補助金 

 11 市町及び 3事業者に 27,072 千円が交付されている。 

 

  （イ）放射線量低減対策特別緊急事業 

    12 事業者に 66,632 千円が交付されている。 

 

 ⅱ検出事項 
  特になし。 
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（５）生産振興課 
 
①園芸産地総合戦略支援事業費補助金 
ⅰ事業の概要 

園芸産地総合戦略支援事業費補助金は、「とちぎ農業成長プラン」に基づいた園

芸産地の総合力発揮のための産地基盤の強化事業費、及び将来も勝ち残る競争力を

備えた強い園芸産地となるための育成事業費の一部を補助し、園芸産地の収益力を

向上させることを目的とした補助金である。 
 

（ⅰ）いちご産地グレードアップ事業費補助金の内容 
いちご産地グレードアップ事業費補助金は、先進的な栽培システムの導入や無病

苗の安定供給、夏秋いちごの産地育成などの事業費用を一部補助し、質量ともに日

本一の“いちご王国”とちぎづくりを支援するものである。 
  

・全国農業協同組合連合会栃木支部 
 
（ア）原苗増殖実績 

品種名 導入本数 配布本数 配布先 
とちおとめ 140 10,755 各地区増殖協議会 

とちひめ 10 1,190 とちぎ観光いちご園連絡協

議会 

女峰 2 20 地区増殖協議会 

なつおとめ 6 200 夏秋いちご連絡協議会 

合計 158 12,165  

 

（イ）生産対策会議・現地調査等の開催実績 

事項 開催時

期 

場所 対象者 内容 

地方基地現地調

査等 

6 月～2

月 

県内外 県・全農・とち

ぎ農産物マー

ケティング協

会 

現地調査（いちご苗の生

産、育成）並びに生産資材

調査 
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無病苗検定会 11 月 JA全農とち

ぎ園芸種苗

総合センタ

ー 

県・全農・とち

ぎ農産物マー

ケティング協

会 

増殖苗の病害虫検定 

（ウ）施設の整備 

施設名 仕様・形式 付帯設備の内容 利用方法 

全国農業協同組合

連合会栃木県本部 

園芸種苗総合セン

ター 

1 号棟ハウス 

養生網室ハウス 

育成網室ハウス 

加湿器・保温・遮光カーテ

ン 

遮光カーテン・点滴灌水装

置 

遮光カーテン・底面給水装

置 

原苗生産 

原苗生産 

原苗生産 

 

・那須地方苺無病苗増殖施設運営協議会（大田原市） 

 

施設の整備 

施設名 仕様・形式 規模 利用方法 

育苗用パイプハウス 

ナイヤガラ育苗シス

テム 

パイプハウス 

育苗システム

20,000 本タイプ 

1,068 ㎡ 

施設運営協議会による

共同利用 

 

（ⅱ）園芸産地収益力向上事業費補助金の内容 
園芸産地収益力向上事業費補助金は、園芸産地の収益力向上に向けた出荷期間の

延長、低コスト化、品質向上等に必要な高性能生産施設、機械の整備等の費用を一

部補助し、収量もしくは収益の向上を図ることを目的とした補助金である。具体的

な対象施設は、高軒高園芸ハウス、高温抑制型温室、環境制御施設等である。 
 

・なし根圏栽培利用組合（鹿沼市） 
 
施設の整備 

施設名 仕様・形式 付帯設備の内容 利用方法 
なし盛土式根圏制

御栽培施設 
ドリップ式灌水 
底面式灌水 

防ひょう棚（屋根型架設） リース 
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・いちご高温抑制型ハウス利用組合（真岡市） 
 
施設の整備 

施設名 仕様・形式 付帯設備の内容 利用方法 
高温抑制型温室 単棟パイプハ

ウス 計 11 棟 

 

ウォーターカーテン 

自動換気装置（両サイド） 

循環扇 

直接利用 

 

・茂木町ニラ生産振興会施設管理部会（茂木町） 

 

施設の整備 

施設名 仕様・形式 付帯設備の内容 利用方法 

環境制御施設 パイプハウス 

計 33 棟 

 

炭酸ガス発生装置 

循環扇 

内張カーテン 

直接利用 

 

 

（ⅲ）交付先及び交付金額 

（単位：千円） 

 

（単位：千円） 

 

（単位：千円） 

事業主体 
補助事業に 

要する経費 

負担区分 

補助率 
県補助金 

全国農業協同組合連

合会栃木県本部 

全国農業協同組合連合会 

栃木県本部 
9,156 3,566 5,590 4/10 以内 

事業主体 
補助事業に 

要する経費 

負担区分 

補助率 
県補助金 

那須地方苺無病苗増

殖施設運営協議会 

那須地方苺無病苗増

殖施設運営協議会 
4,385 1,659 2,726 4/10 以内 

事業主体 
補助事業に 

要する経費 

負担区分 
補助率 

県補助金 なし根圏栽培利用組合 

なし根圏栽培利用

組合 
14,840 5,695 9,145 4/10 以内 
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（単位：千円） 

 

（単位：千円） 

 

合計 58,378 22,917   

 

 
 ⅱ検出事項 

・事業実施状況報告書の未達（指摘事項） 

茂木町ニラ生産振興会施設管理部会の補助金交付事業では、監査の実施日現在(平

成 24 年 9 月 4 日)で「平成 23 年度園芸産地総合戦略支援事業実施状況報告書」が芳

賀農業振興事務所に備え置かれていなかった。芳賀農業振興事務所は同報告書を速や

かに茂木町より入手し備え置くべきである。 

 
・補助金の有効性（意見） 
茂木町では、生産者の高齢化や遊休農地の増加が課題となっている。また、茂木町

は中山間地に位置することから冬季の日照時間が平地に比べ短く、施設園芸の普及が

極めて遅れている。茂木町の農業振興を図るためには、栽培管理が容易で収益性の安

定した園芸品目の導入・推進が必要である。この点「にら」は、周年出荷が可能であ

ることに加え、栽培管理も比較的軽い労働作業が中心であることから、茂木町の施設

園芸振興に大きく寄与する可能性があり、園芸産地収益力向上事業費補助金の活用は

有効である。 

事業主体 
補助事業に 
要する経費 

負担区分 
補助率 

県補助金 
いちご高温抑制型 
ハウス利用組合 

いちご高温抑制型 

ハウス利用組合 
12,348 4,938 7,410 4/10 以内 

事業主体 
補助事業に 

要する経費 

負担区分 

補助率 
県補助金 

茂木町ニラ生産振興

会施設管理部会 

茂木町ニラ生産振

興会施設管理部会 
17,649 7,059 10,590 4/10 以内 
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②強い農業づくり事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
強い農業づくり事業費補助金は、競争力強化に取組む産地を対象に、低コスト化、

高付加価値化を支援し、国産農畜産物の競争力強化を図ることを目的とした補助金で

ある。 
平成 23 年度は、矢板カントリーエレベーター調製施設（平成 4 年度整備）及び氏

家カントリーエレベーター調製施設（平成 5年度整備）の増強整備の補助金を交付し

ている。 

既存の調製施設は、籾摺調製設備における調製後、計量・包装設備での出荷計量・

検査となっているが、本事業で色彩選別設備を導入し、籾摺調製後の当該設備による

処理により、白未熟粒、胴割粒及び着色粒等の被害粒を除去することで、玄米精品の

検査等級について下位等級の発生を防止することができる。 

また、外部搬入による色彩選別設備の利用が可能となるように荷受設備の増設を行

い、複数施設での広域利用を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：千円） 

事業主体 事業内容 
補助事業に 
要する経費 

負担区分 
補助率 

国庫補助金 
塩野谷農業 
協同組合 

塩野谷農業協同 
組合 

矢板カントリ

ーエレベータ

ー 
55,650 26,500 29,150 1/2 以内 

 
 
 

【整備前】 

 
 
 
 
 
 

【整備後】 

計量・包装設備 
（出荷タンク等） 籾摺調製設備 

色彩選別設備 
（新規導入） 

他ライスセンター等から外部搬入 

籾摺調製設備 
計量・包装設備 
（出荷タンク等） 
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塩野谷農業協同 
組合 

氏家カントリ

ーエレベータ

ー 
53,550 25,500 28,050 1/2 以内 

合計 109,200 52,000 57,200  

 
ⅱ検出事項 

  特になし。 
 
③水田経営とちぎモデル条件整備事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

農業の担い手の減少や高齢化等により地域農業の活力低下が懸念されるなか、

農地の 8割を占める水田農業においては、効率的で持続性の高い経営を確立する

ことが必要となっている。そのため、乾田の割合が高い栃木県の水田の有利性を

生かした収益性の高い水田農業を確立するため、規模拡大や複合化、多角化等に

より水田経営のトップモデルを育成する事業である。 

具体的には、農業生産法人等が、所定の水田経営とちぎモデルの実践に取組む

プログラムを作成し、当該事業に要する経費の 10 分の 4以内（機械については 3

分の 1以内）を補助する。 

 

（ⅱ）交付先及び補助金額 
補助金の交付先は、次葉の一覧表のとおりである。 

 
（ⅲ）交付金額 

51,705 千円 

 

ⅱ検出事項 

・資金調達の確認方法の改善（意見） 

当該事業の補助率は、施設についてはその要する経費の 10 分の 4、機械につい

ては 3分の 1以内となっており、残りについては農業生産法人等が負担することに

なっている。 

日光市の事業の場合、全体の事業費は 9,742 千円であり、補助金が 3,376 千円で

残りは事業実施主体の自己資金で充てる計画となっていた。補助金以外の資金の調

達の妥当性は、事業計画を検討する際の重要な項目であるにもかかわらず、検査調

書には補助金以外の資金の調達は自己資金と記載されているだけで、自己資金の確

認方法の記載がなかった。 
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補助金以外の資金の調達については、本来補助金交付申請書に添付させ事業計画

の妥当性を検証する判断材料にすべきものであると考えられる。 
今後は、事後ではなく事前に確認を行うよう改善すべきである。 
 

平成２３年度水田経営とちぎモデル条件整備事業一覧 

事務 

所名 

市町村名 受益 水田面積 

作物名 

事業内容及び事業量 
総事業費 

（千円） 

県単独 

補助金 

（千円） 
（地区名） 戸数 （ha） （構造・規格・能力） 

河内 上三川町 25 46 水稲、麦 コンバイン 
10,800 3,428 

（上郷） 

上三川町 20 47 米、麦 汎用管理機 
3,500 1,111 

（石他地区） 

上都賀 日光市 12 60 水稲、野菜 育苗施設（ハウス） 

播種機 

箱並べ機 

5,923 2,164 
  

日光市 3 29 水稲、花き 栽培管理ビークル 
3,818 1,212 

  

鹿沼市 20 29 飼料用米 水稲鉄コーティング直播対

応 

田植機（６条） 

1,900 633 
  

芳賀 真岡市 13 32 水稲 ロータリー（2,400mm）１台 

ハロー（4,100mm）１台 
2,500 833 

  

下都賀 小山市 6 25 水稲・麦 コンバイン 
10,000 3,333 

  

岩舟町 19 34 水稲 全自動播種機一式、ラジコ

ン動噴 1台、遠赤乾燥機 40

石2台、サイバーハロー1台、

パイプハウス 50m3 棟 

7,545 2,721 
（曲ヶ島） 

栃木市 4 63 大豆、麦 大豆選別機一式、ロータリ

ー1台、ドリルシーダー1台、

シーダーロータリー1台、ス

タブルカルチ 1台、サイバ

ーハロー1台、乗用管理機 1

台 

9,968 3,303 
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栃木市 9 26 水稲 乗用田植機（8条） 
3,486 1,162 

（下高島） 

塩谷南 塩谷町 6 49 水稲 自脱型コンバイン（6条） 
11,700 3,523 

那須 （船生地区） 

  矢板市 10 27 水稲 田植機 
3,522 1,174 

  （山田地区） 

  さくら市 15 39 水稲 田植機 
3,000 1,000 

  （鹿子畑地区） 

那須 大田原市 20 60 水稲・麦 乾燥調製施設一式 
7,245 2,898 

（上奥沢） 

大田原市 4 33 水稲 色彩選別施設一式 
2,761 1,104 

（大田原） 

大田原市 3 16 水稲 乗用田植機（6条） 

水田除草機 1台 3,192 1,064 （河原・ 

中野内） 

那須町 3 29 水稲 色彩選別施設一式 
2,906 1,144 

（針生） 

那須町 3 17 水稲 フレコンスケール 

育苗施設 
2,347 910 

（狸久保） 

安足 佐野市 18 52 水稲 乾燥調製施設 

（建物 254.1 ㎡、乾燥機 45

石一基） 

20,968 7,988 
（常盤地区） 

足利市 6 24 アスパラ

ガス 

パイプハウス 7,400 ㎡ 

28,875 11,000 
（富田地区） 

計 219 736 
 

 145,961 51,705 

 

④戦略作物産地形成推進事業費補助金 
ⅰ事業の概要 

 （ⅰ）事業の内容 
農業者戸別所得補償制度において食料自給率向上のための重要な戦略作物と位

置づけられる麦・大豆・新規需要米・加工米等について、実需要者が求める品種へ

の転換及び新技術の確立による生産性・品質向上の取組を支援する。 
具体的には、戦略作物産地形成検討会の開催や新品種・安定多収生産技術等の資

料作成、現地検討会や成績検討会の開催等の費用の補助が行われている。 
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 （ⅱ）交付先及び交付金額 
 全国農業協同組合連合会栃木県支部が 231 千円、10 農業協同組合が各 150 千円、

合計 1,731 千円の補助金の交付を受けている。 

 

ⅱ効果 

戦略作物の新品種作付推進目標並びに麦大豆の安定多収生産技術及び低コスト生

産技術の普及推進目標は以下のようになっている。 

 

戦略作物の新品種等作付推進目標 （単位：ヘクタール） 

品 目 品 種 用 途 平成 23 年産 平成 24 年産 平成 25 年産 

小 麦 ゆめかおり パン用 100 300 400 

さとのそら 日本めん用 80 400 1,000 

二条大麦 とちのいぶき 食用 60 100 200 

米粉用米 あさひの夢等 米粉用 204 246 291 

 

麦大豆の安定多収生産技術及び米の低コスト生産技術の普及推進目標 （単位：ヘクタール） 

品目 技術名 平成 23 年産 平成 24 年産 平成 25 年産 

麦類 耕うん同時畔立て播種技術 500 1,000 4,000 

大豆 耕うん同時畔立て播種技術 1,200 1,800 2,400 

不耕起播種技術 60 120 180 

米 直播技術 100 120 150 

 

ⅲ検出事項 
特になし。 

 
 ⑤農業団体等需給調整推進事業費補助金 
 ⅰ事業の概要 

（ⅰ）事業の内容 
平成 23 年度から本格的に実施された農業者戸別所得補償制度においては、

農業者が生産数量目標に即した米生産を行うことにより米穀の需給調整の実

効性の確保を目指している。そこで、農業者別生産数量の目標の算定・通知や

需給調整参加者の確認等に取組み需要に応じた米の生産に資することを目的

とする事業である。 

 具体的には、需給調整の推進、需給調整参加者の確認事務の一部を委嘱され

た者に対する謝金や地域農業再生協議会の旅費その他の経費に対する補助が

行われている。 
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（ⅱ）交付先及び補助金額 

30 の地域農業再生協議会に合計 13,554 千円の補助金を交付している。 

 
ⅱ検出事項 
特になし。 

 
 ⑥農業者戸別所得補償制度推進事業費 
 ⅰ事業の概要 

（ⅰ）事業の内容 
販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を交付す

ることにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図ることを目的とする農

業者戸別所得補償制度の実施に必要となる推進活動の内、以下のような取組み

に要する経費を助成する事業である。 
・本制度の説明会の開催、広報資料の作成・配布 
・対象作物の生産数量目標の設定ルール等の策定 
・産地資金の要件設定・確認、市町等に対する指導 
・耕作放棄地の再生利用に必要な活動 
・集落営農の法人化等に対する支援活動 
・農地利用集積円滑化に必要な活動 
・申請書類等の配布、回収、整理取りまとめ、受付 
・対象作物（産地資金の助成作物を含む。）の作付面積等の確認事務 
・農業者情報のシステム入力・集計事務 
・農業者の水田情報等の収集・整理事務 

（ⅱ）交付先及び交付金額 
栃木県農業再生協議会（以下「県再生協」という。）及び 26の地域農業再生

協議会に合計 257,992 千円の補助金が交付されている。（次葉実績額一覧表参

照） 

 

ⅱ検出事項 
特になし。 
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平成 23 年度農業者戸別所得補償制度推進事業実績報告額一覧 

   
（単位：千円） 

交付先 
総事業費   

うち補助金 うちその他 

宇都宮市 23,065 23,065   

上三川町 4,702 4,702   

鹿沼市 11,379 11,379   

日光市 11,781 11,781   

真岡市 13,766 13,766   

益子町 5,330 5,330   

茂木町 5,601 5,593 8 

市貝町 7,329 7,088 241 

芳賀町 8,626 8,626 0 

栃木市 29,183 29,183   

壬生町 7,004 7,004   

岩舟町 4,773 4,773   

小山市 13,072 13,072   

下野市 5,976 5,976   

野木町 3,537 3,537   

矢板市 6,372 6,372   

さくら市 8,371 8,371   

塩谷町 5,091 5,091   

高根沢町 7,500 7,500   

那須烏山市 6,310 6,310   

那珂川町 5,254 5,254   

大田原市 19,360 19,360   

那須塩原市 15,701 15,701   

那須町 8,637 8,637   

佐野市 7,713 7,713   

足利市 7,530 7,530   

市町小計 252,964 252,714 250 

県再生協 5,278 5,278   

県 500 500   

合計 258,742 258,492 250 
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 ⑦米麦改良事業費補助金 
 ⅰ事業の概要 

本事業は、優良種子生産推進事業費補助金と災害対策種子確保事業費補助金に分

かれる。 
（ⅰ）優良種子生産推進事業費補助金の内容 

優良種子生産推進事業費補助金は、社団法人栃木県米麦改良協会（以下「米麦改

良協会」という。）に設置する優良種子生産指導員の経費を補助し、採種ほ運営事

業・米麦大豆改良事業・新品種生産確保指導事業の円滑な推進を支援することを目

的とした補助金である。 
具体的には、優良種子生産指導員として雇用した県 OB 職員の年間の報酬及び米

麦改良協会が負担する年間の社会保険料総額である。 

 

雇用をした者の経歴等 

担当業務 常勤非常勤の別 前歴等 

事業総括 常勤 農業大学校長 

 

補助金の事業内容等は、以下のとおりである。 

（単位：千円） 

事業量 事業費 

役員報酬（1年間分） 4,429 

福利厚生費（協会が負担する 1年間分の社会保険料等） 604 

合計 5,033 

 
（ⅱ）災害対策種子確保事業費補助金の内容 

災害対策種子確保事業費補助金は、備蓄種子の保管に要する経費の一部を補助し、

米麦の安定的供給を図ることを目的とした補助金である。 

米麦の安定供給のため米麦種子供給量の約 5％を保管し、それに係る経費の約 3

分の 1を県は補助金として米麦改良協会へ交付している。 

本年度の支援事業の実績は、以下のとおりである。 
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 事業費の支出状況 （単位：千円） 
事業内容 事業の支出状況 支払金額 

種子保管

料 

 

常温保存 平成 23年 4 月 

4,406 袋、1箇月の保管料 83 千円 

1,006 

低温保存 平成 23年 5 月から平成 23 年 10 月（延べ 6箇月間） 

4,406 袋、6箇月の保管料 660 千円 

常温保存 平成 23年 11 月から平成 24 年 1月（延べ 3 箇月間） 

4,406 袋、3箇月の保管料 251 千円 

常温保存 平成 24年 2 月 

299 袋、1箇月の保管料 5千円 

常温保存 平成 24年 3 月 

284 袋、1箇月の保管料 5千円 

保管金利 コシヒカリ合格品年間保管金利 201 

合計 1,208 

事業費の支出先は、全農とちぎである。 

 
（ⅲ）交付先 

米麦改良協会 
 

（ⅳ）交付金額 
（単位：千円） 

 

  

事業名 
補助事業に 
要する経費 

負担区分 
補助率 

県補助金 米麦改良協会 
優良種子生産推進事業費 5,033 4,560 473 定額 

災害対策種子確保事業費 1,208 402 806 1/3 以内 

合計 6,241 4,962 1,279  
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ⅱ検出事項 
・業務記録簿の作成と県の検査体制（指摘事項） 

補助金対象者の出勤簿やタイムレコーダー等の出勤管理録、日々の業務記録簿の作

成がされていない。補助金対象者についての「平成 23 年度優良種子生産指導員日誌」

がパソコンソフトで作成され、1年間の復命書等の記録は存在し県は確認を行ってい

る。しかし、出張等以外の法人内部で執務を行った内容、執務時間、出退勤の記録は

存在しない。 

県も法人内部の執務を行った内容、執務時間、出退勤の記録簿の定期的な提出や報

告を求めていない。本補助金の支給対象となる者は、常勤である。米麦改良協会は日々

の業務内容に関する記録を残し、県は補助金対象者の勤務状態や日々の業務内容を精

査すべきである。その上で補助金に見合う事業内容であるかの検討を行うべきである。 

 
 ⑧青果物生産安定互助対策事業費補助金 
 ⅰ事業の概要 

 青果物生産安定互助対策事業費補助金は、青果物の価格が著しく低落した場合に

生産者に対して補給金を交付する価格安定対策事業の資金造成に助成を行い、野菜

生産の安定と消費地域における青果物の価格安定を図ることを目的とした補助金

である。 
 

（ⅰ）特定野菜供給産地育成価格差補給事業費補助金の内容 
 青果物の供給及び価格の安定を図る必要性のある特定野菜に対する価格安定対

策を支援する。具体的な対象野菜は、アスパラガス、かぶ、しゅんぎく、にら等で

ある。県補助金額等の 3年間の推移は、以下のとおりである。 
 
特定野菜供給産地育成価格差補給事業実績 （単位：千円） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

前年度からの繰越額 425,466 418,012 421,720 

県補助金額 20,300 13,289 2,248 

その他負担額 28,420 29,794 23,894 

合計（資金造成総額） 474,186 461,096 447,864 

補てん金交付額 56,174 39,375 61,383 

残額 418,012 421,720 386,480 
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（ⅱ）指定野菜供給産地育成価格差補給事業費補助金の内容 
 野菜指定産地の補完的機能を有する産地を育成することにより、指定野菜の安定

供給を支援する。具体的な対象野菜は、きゅうり、なす、ねぎ等である。県補助金

額等の 3年間の推移は、以下のとおりである。 

 

指定野菜供給産地育成価格差補給事業実績 （単位：千円） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

前年度からの繰越額 20,235 26,098 26,341 

県補助金額 1,898 352 6,318 

その他負担額 5,690 1,053 18,955 

合計（資金造成総額） 27,823 27,503 51,615 

補てん金交付額 1,725 1,162 4,359 

残額 26,098 26,341 47,255 

 

（ⅲ）県単野菜価格安定事業費補助金の内容 
 水田の有効な活用と加工業務需要に対応する露地野菜の振興を図るため、国の安

定制度に満たない露地野菜産地を対象に支援を行う。対象野菜は、一般品目（山う

ど）と特認品目（かぶ）である。県補助金額等の 5年間の推移は、以下のとおりで

ある。 
 県単野菜価格安定事業実績（一般品目） （単位：千円） 

 平成 19 年度 
平成20年

度 

平成21年

度 

平成22年

度 

平成23年

度 

5 年間の

平均 

前年度からの

繰越額 
27,370 12,798 13,647 14,654 14,355 16,565 

県補助金額 （＊）▲7,893 1,853 816 22 299 ▲980 

その他負担額 （＊）▲2,419 1,853 816 151 898 260 

合計（資金造

成総額） 
17,057 16,505 15,280 14,828 15,554 15,845 

補てん金交付

額 
4,259 2,858 626 473 1 1,643 

残額 12,798 13,647 14,654 14,355 15,552 14,201 

（＊）平成 19 年度は、一般品目の対象品減少に伴い、県補助金を県に、また、その他

負担額を生産者等に返還したため、マイナスとなっている。 
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県単野菜価格安定事業実績（特認品目） （単位：千円） 

 平成 19 年度 
平 成 20

年度 
平 成 21

年度 
平 成 22

年度 
平 成 23

年度 
5 年間の

平均 
前年度からの

繰越額 
4,518 1,377 1,995 3,133 3,136 2,832 

県補助金額 （＊）▲1,145 702 454 10 9 6 

その他負担額 （＊）▲239 1,053 682 32 29 311 

合計（資金造成

総額） 
3,133 3,133 3,133 3,175 3,175 3,150 

補てん金交付

額 
1,755 1,137 - 39 - 586 

残額 1,377 1,995 3,133 3,136 3,175 2,563 

（＊）平成 19 年度は、特認品目の対象品減少に伴い、県補助金を県に、また、その他

負担額を生産者等に返還したため、マイナスとなっている。 

 

（ⅳ）交付先 

 社団法人栃木県青果物生産安定互助協会 

 

（ⅴ）交付金額 

 8,876 千円 

 

ⅱ検出事項 

・必要となる資金造成の基準設定と適正額の造成（指摘事項） 

県単野菜価額安定事業費（一般品目）の資金造成総額（前年度からの繰越額、県補

助金及びその他の負担額の合計）が、過去 5 年間の平均で 15,845 千円あるが、補て

ん金交付額実績は 1,643 千円（約 10％）に過ぎない。また、過去 5 年間で一番利用

実績があった平成 19 年度でも資金造成総額 17,057 千円に対し、補てん金交付実績は

4,259 千円で資金造成総額の約 25％に過ぎない。 

特認品目の資金造成総額は、過去 5 年間の平均で 3,150 千円あるが、補てん金交

付額は 586 千円（約 18％）に過ぎない。また、平成 21 年度と平成 23 年には補てん

金交付の実績がない。 

野菜価額安定事業の平成23年度のデータを基にして県が作成したシミュレーショ

ンによると、必要となる資金造成総額(一般品目と特認品目の合計額)は、下記表の

とおりである。 
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一般品目と特認品目の価格下落率 出荷数量 必要となる資金造成総額 

野菜単価が全体で 30％下落した場合 少ない時(23 年度実績) 約 9,418 千円 

野菜単価が全体で 46％下落した場合 
少ない時(23 年度実績) 約 13,903 千円 

多い時(数量限度以上) 約 18,729 千円 

 

現在、野菜価格安定事業の資金造成の残額（一般品目と特認品目の残額の合計額）

は、約 18,727 千円あり、近年資金造成の残額が増加傾向にある。近年を見ると資

金造成に対する交付率が低い状況にあるため、過去の交付状況を考慮し基準を設け

る必要がある。 

 

⑨カワウ等食害防止総合対策事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

栃木県漁業協同組合連合会（以下、「県漁連」という。）は、良好な漁場を維持管

理するため、カワウに対して食害防止措置を講じている。カワウ等食害防止総合対

策事業費補助金は、県が県漁連へ交付し、県漁連から県内の各漁協へ分配されてい

る。この補助金は年々生息数が増加し漁場環境悪化の要因となるカワウへの対策を

支援し、河川漁業の振興を図ることを目的としている。 
 

（単位：千円） 
区分 作業内容 事業費 

駆除作業 銃器による駆除 
鬼怒川本支流  433 羽 

那珂川本支流  14 羽 

渡良瀬川本支流  0 羽 

1,249 

追い払い作業 テグス（糸を川幅に何本か張り、カワウが川に近づ

かないようにする）、爆音の発生、巡回等による追い

払い 
1,770 

合計 3,019 

 
カワウ食害防止総合対策事業費明細は以下のとおりである。 （単位：千円） 

漁協名 
駆除作業 追い払い作業 

合計 
補助金

額 委託費 買上 その他 旅費 消耗品 その他 
栃木県 
鬼怒川 

450 487 29 699 643 - 2,309 1,154 

塩原 - - - 11 16 33 60 30 
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茂木町 - 28 48 31 21 93 221 110 

足尾町 - - 199 - 3 - 202 101 

那珂川 
中央 

- - 7 40 53 125 225 112 

合計 450 515 283 781 737 251 3,019 1,507 

 
（ⅱ）交付先及び交付金額 

（単位：千円） 

 
ⅱ検出事項 
・経費明細書の未作成（指摘事項） 
栃木県鬼怒川漁協のカワウ食害防止総合対策事業費では、補助対象となる経費の

領収書は確認することが出来たが、その経費明細の一覧表が作成されていなかった。

このため各費目の内容及び支出日等が領収書を閲覧しないと分らない状態であっ

た。 
県漁連は、各漁協に対し経費明細一覧の作成を指導し、県は県漁連より報告を受

けるべきである。 
 

・一律に支払われる委託費（意見） 
 駆除作業中の委託費は、真岡、日光及び塩谷の各猟友会支部にカワウの駆除費用

として支払う経費である。 
各猟友会ごとのカワウ駆除委託の内容は以下のとおりである。 

 
実施期間（平成 23 年 4月 1 日～平成 23年 6月 13 日） 
猟友会支部

名 
参加人数 

（人） 
捕獲者数 

（人） 
捕獲数 

（羽） 
配員延べ人数 

（人） 
委託費 
（千円） 

真岡 10 10 77 98 150 

日光 15 5 10 135 150 

塩谷 20 17 21 304 150 

合計 45 32 108 537 450 

 
各猟友会支部に対する委託費は配員延べ人数や捕獲数とは無関係に一律の委託

費（150 千円）を支払っているが、配員の延べ人数は、塩谷猟友会の 304 人に対し

事業主体 
補助事業に 
要する経費 

負担区分 
補助率 

県補助金 県漁連 
県漁連 3,019 1,507 1,512 1/2 以内 
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て真岡猟友会の 98 人と、約 3 倍強の開きがある。配員延べ人数 1 人に支払われる

対価は 493 円～1,530 円で、過大な経費が費やされているとは解されないが、透明

性確保の観点から、今後、駆除の実効性に支障が生じない範囲において、委託費の

支出根拠について検討する必要があると考える。 

 
 ⑩優良種苗生産助成事業費補助金 
 ⅰ事業の概要 

（ⅰ）事業の内容 
 県漁連では、平成 13年度の水産試験場の大田原市への移転を受け、翌平成 14 年

度から、水産試験場跡地（宇都宮市柳田町）を借り受け、県内で唯一、アユの種苗

生産を実施している。 

水産試験場跡地には、県所有の生簀・倉庫等があり、この生簀・倉庫等の底地部

分には、民有地が含まれている。民有地の賃借契約は地権者、県漁連、県の 3者で

締結されており、県は県漁連が支払う地代の約 2分の 1を補助金として、県漁連に

交付している。 

県漁連と地権者の土地賃貸借契約は水産試験場が移転した平成 14 年度から 3 年

ごとの契約更新を経て、現在に至っている。 

平成 23 年度の民有地の賃借料、面積等は以下のとおりである。 

地権者 賃貸借所在地 地目 面積（㎡） 
年間賃借料 

（円） 

Ａ氏 宇都宮市柳田町字東河原 1080 の一部 畑 1,320.84 

1,167,479 
宇都宮市柳田町字屋敷東 1263-3 畑 365.88 

宇都宮市柳田町字屋敷東 1483-2 田 886.93 

計 2,573.65 

B 氏 宇都宮市柳田町字屋敷東 1265-1 田 2,559.54 1,209,411 

C 氏 宇都宮市柳田町字屋敷東 1257-1 原野 977.50 

837,199 
宇都宮市柳田町字屋敷東 1257-2 田 315.17 

宇都宮市柳田町字屋敷東 1258-2 原野 595.46 

計 1,888.13 

D 氏 宇都宮市柳田町字屋敷東 1262 畑 1,849.05 915,449 

E 氏 宇都宮市柳田町字屋敷東 1488 畑 998.17 495,121 

F 氏 宇都宮市柳田町字屋敷東 1264-1 畑 1,814.36 858,622 

 合計 11,682.90 5,483,281 

 
（ⅱ）交付先及び交付金額 
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（単位：千円） 

 
ⅱ検出事項 
・地代の改定（指摘事項） 

契約の更新は 3年ごとに行っているが、地代については当初借地契約を行った平

成 14 年度以来、旧水産試験場の地代のまま据え置かれ一度も見直されてこなかっ

た。宇都宮市郊外の地価は、バブル経済崩壊以降下落している。契約更新の都度、

近隣相場の地代を把握し、契約更新すべきである。 

 
・種苗生産施設の早期移転の検討（指摘事項） 

借地上の施設は、県有の旧水産試験場の生簀や倉庫等であり、平成 14 年の借地

契約当初から存在する。県担当者の説明によると、施設等は老朽化が著しく、また、

給水塔を解体したために水の供給が出来ず、費用対効果の観点から復旧・利用を見

合わせてきた。 

県漁連の種苗生産施設は、平成 26 年度に下野市に移転予定である。平成 21 年度

に種苗生産施設の移転地が下野市に決定するまで、旧水産試験場跡地は同センター

の移転候補地の一つとして検討されてきたため、改修等が行えなかった経緯はある。

しかし、県は旧水産試験場跡地の処理方針を早期に決定するなどの対応により、県

漁連の早期移転を促していくべきであった。 

 
 ⑪米粉生産製造連携対策事業費補助金 

ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

水田の有効活用と食料の安定供給を目的として、米粉用米の需要増加に対応し

た生産拡大を図るため、米粉の加工等に必要な施設の整備を支援する事業である。 
 

（ⅱ）交付先及び交付金額 
・A社 109,350 千円 

米粉処理設備増設及び同設備の建屋工事として 243,000 千円の事業費の内、

45%を補助金として交付されている。 

なお、同社は平成 21 年度にも米粉処理設備の設置に伴い、221,800 千円の事業

費の内 110,900 千円の補助金を交付されている。 

・B社 184,605 千円 

事業主体 
補助事業に

要する経費 
負担区分 

補助率 
県補助金 県漁連 

県漁連 5,483 2,741 2,742 1/2 以内 
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米粉処理設備増設及び同設備の建屋工事として 395,400 千円の事業費の内、

約 46.7％を補助金として交付されている。 

なお、同社は平成 21 年度にも米粉処理設備の設置に伴い、460,364 千円の事

業費の内 230,182 千円の補助金を交付されている。 

 

 ⅱ検出事項 
   特になし。 
 
 ⑫県産農産物の安全・安心 PR 事業費補助金 

 ⅰ事業の概要 

 （ⅰ）事業の内容 

県産農産物の安全・安心 PR 事業費補助金は、安全な農産物を提供していること

を積極的にアピールし、消費者の信頼確保への取組みを支援し、原発事故により低

迷した県産農産物の消費回復・拡大を図ることを目的とした補助金である。 

県産農産物の積極的な PR のため行われる下記事業について支援を行っている。 

・とちぎの農作物元気アピールキャンペーン 

   県内外における PR イベント等の実施 

・安全・安心・元気アピールキャンペーン 

   県内各市町や関係団体が実施する安全性 PR に係る取組みに対する助成 

・リスクコミュニケーションの実施 

   放射性物質の影響に関する専門家による講演及び意見交換会の開催 

・県産農産物の安全性普及啓発事業 

   新聞広告や Web による情報発信等 

 
 （ⅱ）交付先及び交付金額 
 （単位：千円） 

市町名 事業実施主体 総事業費 
負担区分 

県補助金 市町・他 

栃木県内・首都圏 JA 全農とちぎ 2,080 800 1,280 

宇都宮市 宇都宮市農林業祭開催委員会 1,072 536 536 

壬生町・岩舟町 下野農業協同組合 1,445 690 755 

那珂川町 那須南農業協同組合 1,146 500 646 

佐野市 佐野農業協同組合 1,397 400 997 

足利市 足利市農業協同組合 1,543 400 1,143 

その他   7,817  

合計 11,143  
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以下、JA 全農とちぎの実施した事業について示す。 

 

イベント等の実施内容 

事業実施主

体 

地区名 年月日 内容 

JA 全農とち

ぎ 

栃木県内 平成 23年 11 月 5 日 とちぎ和牛の試食・PR 

首都圏 平成 23年 11 月～12 月 とちぎ和牛、とちぎ霧降高原牛

の試食・PR 

栃木県内 平成 23 年 12 月 3、4、17

日 

とちぎ和牛、とちぎ霧降高原牛

の試食・PR 

栃木県内 平成 24 年 2 月 9 日、3 月

3日 

とちぎ和牛の試食・PR 

 

情報の発信 

事業実施主体 年月日 内容 

JA 全農とち

ぎ 

平成 23年 11月～平成24年

3 月 

とちぎ和牛、とちぎ霧降高原牛、日光高

原牛の販促資材を店舗・消費者へ配布し

た 

 

当事業の支出内容は以下のとおりである。 （単位：千円） 

事業内容 事業費 支払先 備考 

配布用販促資材

作製 

1,359 印刷会社 他 のぼり、ティッシュ、シール、ポス

ター等 

販売促進イベン

ト 

721 JA 職員、生産者 

他 

販売促進時旅費、日当 

合計 2,080  

 

（単位：千円） 

 

 

ⅱ検出事項 
・イベントの一過性排除と重点的な実施（意見） 

事業主体 
補助事業に 

要する経費 

負担区分 
補助率 

県補助金 JA 全農とちぎ 

JA 全農とちぎ 2,080 800 1,280 1/2 以内 
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補助金の目的は、県産農産物の安心・安全の PR にあり、スーパーや百貨店で実施

したイベントが一過性とならないように手法の工夫が求められる。また、県産野菜

の消費の多くが首都圏であることから、今後、首都圏での重点的な実施を検討すべ

きである。 

 

⑬東日本大震災農業生産対策事業費補助金 

 ⅰ事業の概要 

 東日本大震災農業生産対策事業費補助金は、東日本大震災からの速やかな農業生

産の復旧等を図るため、被害を受けた共同利用施設等の補修等の支援を目的とした

補助金である。復旧整備等を主とする共同利用施設の整備事業費補助金と、販売力

回復に向けた品質向上対策を主とする推進事業費補助金からなる。 

 

（ⅰ）農業・食品産業強化対策整備事業費補助金（共同利用施設の復旧整備等）の

内容 

 農業協同組合等が実施主体となった 23 の整備事業について、補助金を交付し支

援を行った。平成 24 年度への繰越事業として 2事業が実施継続中である。 

（単位：千円） 

導入 

年度 
市町名 

事業実施 

主体名 
事業概要 

対象 

作物名 

補助事業

に要する

経費 

国庫 

補助金 
補助率 

左記のうち、 

生産振興課

分 

23 佐野市 
佐野農業 

協同組合 

穀類乾燥調製 

施設の整備 
水稲 29,925 14,250 1/2 以内 14,250 

23 
那須 

烏山市 

那須南農業 

協同組合 

穀類乾燥調製 

施設の整備 

水稲・

麦 
15,120 7,200 1/2 以内 7,200 

23 
高根沢

町 

塩野谷農業 

協同組合 

穀類乾燥調製 

施設の整備 

水稲・

麦・大

豆 

16,171 6,837 1/2 以内 6,837 

23 
その他 

19 件 
   75,264 36,706 1/2 以内 17,131 

① 備事業計 134,946 64,431  45,418 

 
（ⅱ）農業・食品産業強化対策推進事業費補助金（販売力の回復に向けた品質向上

対策）の内容 
 農業協同組合等が実施主体となった 43の推進事業について、補助金を交付した。 
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（単位：千円） 
導入 

年度 
市町名 

事業実施 

主体名 
事業概要 

補助事業に

要する経費 

国庫 

補助金 
補助率 

左記のうち、 

生産振興課分 

23 全域 
酪農とちぎ農

業協同組合 

力強い酪農経営復興 

対策 
775,466 94,578 定額 - 

23 全域 
栃木県酪農業 

協同組合 

力強い酪農経営復興 

対策 
362,536 47,586 定額 - 

23 全域 
箒根酪農業協

同組合 

力強い酪農経営復興 

対策 
43,512 5,148 定額 - 

23 
その他 

40 件 
  163,844 88,765 

定額、 

1/2 以内 
25,531 

② 進事業計 1,345,359 236,077  25,531 

 

合計（①整備事業 ＋ ②推進事業） 1,480,306 300,508  70,949 

 
（ⅲ）交付先及び交付金額 

はが野農業協同組合等指定を受けた団体に 70,949 千円の補助金を交付している。 

総事業費の大きかった上位 3件の補助対象事業は以下のとおりである。 

 

・佐野農業協同組合 
特定被災区域内の老朽化した牧ライスセンターの機能高度化を図るため、復旧整

備事業の支援を行った。 
（単位：千円） 

分野 事業概要 事業費 

産地競争力の強化 老朽ライスセンターの機能高度化 

遠赤外線穀類乾燥機他プラント一式 
29,925 

 

（単位：千円） 

 

  ・那須南農業協同組合  
   東日本大震災により被災した乾燥調製施設の復旧整備の実施により、地域農業の

事業主体 
補助事業に 

要する経費 

負担区分 

補助率 
国庫補助金 

佐野農業協同組

合 

佐野農業協同組合 29,925 14,250 15,675 1/2 以内 
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推進を図るため、復旧整備事業の支援を行った。 
 

（単位：千円） 

分野 事業概要 事業費 

産地競争力の強化 被災に伴う乾燥調製施設の復旧整備 

（荷受施設、一時貯留施設、乾燥施

設、調製施設、集排じん設備、附帯

設備） 

15,120 

 

（単位：千円） 

 

  ・塩野谷農業協同組合  
   震災により、一部損壊の被害が出た施設の復旧を図るため、復旧整備事業の支援

を行った。 
（単位：千円） 

分野 事業概要 事業費 

産地競争力の強化 穀類乾燥調製貯蔵施設の復旧整備 

高根沢中央カントリーエレベーター 

（乾燥施設、貯蔵施設、集排じん設

備、付帯施設等） 

高根沢北部カントリーエレベーター 

（貯蔵施設、付帯施設等） 

16,171 

 

（単位：千円） 

 

ⅱ検出事項 
  特になし。 

事業主体 
補助事業に 

要する経費 

負担区分 

補助率 
国庫補助金 

市町費及び那須

南農業協同組合 

那須南農業協同組合 15,120 7,200 7,920 1/2 以内 

事業主体 
補助事業に 

要する経費 

負担区分 
補助率 

国庫補助金 塩野谷農業協同組合 

塩野谷農業協同組合 16,171 6,837 9,334 1/2 以内 
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（６）畜産振興課 
 
①栃木県肉用牛肥育経営緊急支援対策事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 
（ア）目的 

本県で飼養されている牛の出荷制限（平成 23 年 8 月 2 日付け原子力災害対策

本部指示）については、平成 23 年 8 月 25 日に一部解除が行われ、平成 23 年 8

月 29 日から県産牛のと畜が再開されたところであったが、出荷制限指示を受け

て以降は、県内全域で全面的に肉用牛の出荷が滞る事態となり､肥育農家におい

ては､約1ヶ月間､出荷適期を迎えていた牛を出荷できずに飼養管理しなければな

らず、経済面及び労力面で負担を強いられてきた。 

そのため県として、出荷制限中に出荷適齢期の牛を飼養していた肥育農家に対

して､出荷遅延牛 1頭当たり配合飼料代 1 ヶ月相当分（但し、18 千円／頭以内）

を支援することにより、肉用牛肥育経営の経済的な負担軽減を図ることとしてい

る。 

（イ）事業実施主体及び対象者 

事業実施主体は社団法人栃木県畜産協会（以下「畜産協会」という。）で､事業

対象者は、栃木県内に居住し､牛の肥育（専ら肉量の増加を目的として飼養する

ことをいう。）を行うものであって､自ら飼養管理を行っているものである。 

但し、肥育牛の預託農家や､飼料費の負担を伴わず配合飼料の供給を受けてい

る飼養農家は除かれる。 

（ウ）事業対象牛 

この事業の対象となる牛は、出荷制限指示日（平成 23 年 8 月 2 日）において

次に掲げる月齢の肥育に供される牛（搾乳及び繁殖に供される雌牛を除く）であ

って、「出荷・検査方針」に基づく全戸検査の実施前日（平成 23年 8 月 2 日）ま

での期間に飼養管理しているものである。 

なお、上記期間中に死亡、転用したものを除く。 

但し、従来から次に掲げる月齢以外に飼養管理している場合にあっては、協会

が知事の承認を受けて別に定める月齢とすることができる。 

肉専用種 ：29 ヶ月齢以上から 34 ヶ月齢以内 

交雑種  ：27 ヶ月齢以上から 32 ヶ月齢以内 

乳用種  ：18 ヶ月齢以上から 23 ヶ月齢以内 

（ⅱ）交付先 

  畜産協会 
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（ⅲ）交付金額 
  127,004 千円 

 

（交付内訳） 

品   種 交付対象農家数（戸） 出荷遅延牛頭数（頭） 配合飼料代等（千円） 

肉専用種 243 2,133 32,342 

交雑種 89 2,672 40,908 

乳用種 29 3,451 53,580 

（確認事務費） － － 174 

合  計 361 8,256 127,004 

 

ⅱ検出事項 

 特になし。 
 
②肉豚価格安定事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 
（ア）目的 

豚肉の需給及び輸入動向の影響による肉豚価格の低落時に、養豚経営者の損失

を補填することにより、養豚経営の安定的発展に資することを目的としている。

この事業は、独立行政法人農畜産業振興機構（以下「機構」という。）が肉豚を

販売することを目的として豚を飼養する畜産業を営む者（以下「養豚事業者」と

いう。）の損失を補填するために養豚経営安定基金（以下「養豚基金」という。）

を造成し、機構が算定する豚枝肉平均価格が、生産コストに相当する価格として

機構が定める補償基準価格を下回った場合にその差額の 8 割を､機構が養豚基金

から養豚補填金として養豚事業者に交付する事業である。 

（イ）補助対象 

県は、機構が行う養豚補填金の交付に要する養豚基金の資金造成経費に対して

補助する。機構事業の事務委託先である畜産協会は、機構から参加者、販売報告、

積立金請求額、補填金交付等のデータの提供を受け四半期毎に積立金を拠出して

いる。一方養豚事業者は､生産者積立金（580 円／頭）を機構に直接納付すること

になるが､県の補助事業への参加するためには各農協等を通じて、事業主体であ

る畜産協会へ事業への参加を申し込むことになる。そこで県は､取りまとめを行

う畜産協会へ養豚基金の資金造成経費として、生産者積立金の 10 分の 1 を補助

する。 
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（ⅱ）交付先 
畜産協会 

 
（ⅲ）交付金額 

29,963 千円 

 

ⅱ検出事項 

 特になし。 

 

③県産優良繁殖牛保留強化事業補助金 

ⅰ事業の概要 

（ⅰ）事業の内容 

優良繁殖牛の積極的な県内留保を促進し、和牛繁殖基盤の強化と本県産素牛によ

る「とちぎ和牛」の生産振興を図る目的で、県産優良繁殖牛を農家へ貸し付けるた

めに､農業協同組合が行う県産優良繁殖牛の導入に要する経費を補助金の交付対象

としている。 

補助率は、補助対象経費の 6 分の 1 以内で、1 頭当たりの補助額の上限は、100

千円としている。 

 

（ⅱ）交付先 

  那須野農業協同組合及び塩野谷農業協同組合 

 

（ⅲ）交付金額 

  1,134 千円 

 

ⅱ検出事項 
特になし。 

 
④力強い酪農経営復興事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 
（ア）目的 

平成 23 年に発生した東日本大震災以降の速やかな農業生産の復旧を図るため

の特別措置として、国の東日本大震災農業生産対策事業による施策が実施され､

その中の「産地競争力の強化」の一つとして「力強い酪農経営復興対策」が実施

された。力強い酪農経営復興対策事業は、東日本大震災により打撃を受けた生産
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基盤を回復するために、計画的な乳用牛の導入及び生産者への粗飼料の供給を行

うことを目的としている。 
（イ）事業実施主体及び対象者 

県としては、国の定めた東日本大震災農業生産対策交付金実施要綱に基づき､

東日本大震災農業生産対策事業費補助金として国から受けた交付金を、乳牛の導

入にあっては 1 頭当たり 66 千円及び被災生産者へは国が定めた粗飼料供給の額

を事業実施主体である各酪農業協同組合へ交付している。各酪農業協同組合は､

交付された補助金を各組合員に対して補助対象金額を支給している。 
 
（ⅱ）交付先 

各酪農業協同組合 
 
（ⅲ）交付金額 

183,474 千円（国庫補助） 

 
ⅱ検出事項 
 特になし。 
 
⑤稲わら等処理緊急対策事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 
（ア）目的 

東日本大震災による原子力災害に伴い、農地や森林等が放射性物質により汚染

され､農林業の継続や地域住民の生活にも大きな影響を与えている。 
放射性物質による汚染により農林業において利用が困難となった農林産物、そ

の他副産物及び農業生産資材（以下「農業系汚染廃棄物」という。）の処理等を

行い、放射性物質の除去を図るため､国による放射線量低減対策特別緊急事業（農

業系汚染廃棄物処理事業）が実施されている。その中で､稲わら等処理緊急対策

事業は､農業者や周辺住民等の安全性を確保することや円滑な農業生産活動を維

持するため、速やかに汚染稲わら等（汚染稲わら､堆肥、牧草及び腐葉土）を処

理することを目的として実施されている。 
（イ）補助対象 

公益財団法人栃木県農業振興公社（以下「農業振興公社」という。）が、放射

線量低減対策特別緊急事業（農業系汚染廃棄物処理事業）実施要綱に基づき行う、

汚染稲わら等の処理（隔離一時保管､埋却等）に係る経費に対して、事業に要す

る経費の 10 分の 10 以内を補助する。 
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（ウ）事業の内訳 

 

品目 

 

対象地域 

放射性セシウ

ム濃度 

（ベクレル/kg） 

処理量 

（トン） 

 

処理区分 

事業費 

（千円） 

稲わら 県内全域 

9,670～ 

    126,000 

107 隔 離 一 時

保 管 及 び

埋却 

40,779 

牛ふん堆肥 県内全域 
8,500～ 

27,000 

536 隔 離 一 時

保管 

27,366 

牧草 県内全域 

8,000 以下 1,136 隔 離 一 時

保 管 及 び

埋却 

40,855 

計   1,779  109,000 

 

 （ⅱ）交付先 

   農業振興公社 
 
 （ⅲ）交付金額 
   109,000 千円（国庫補助） 

 

ⅱ効果 

東日本大震災による原子力災害に伴い、農業系汚染廃棄物の処理を実施し、汚染

により通常の経営が困難になった農業経営の回復と、地域農業の復興を推進した。 

 

ⅲ検出事項 

・指名競争入札及び見積合わせの効果（意見） 

放射線量低減対策特別緊急事業（農業系汚染廃棄物処理事業）の 23 の工区につ

いて請負工事費の実施設計書を検証したところ、下記の結果が判明した。 

 

指名競争入札  5 工事  設計金額に対する契約額の落札率 

                98％落札 4件 96％落札 1件 

見積合わせ   18 工事  設計金額に対する契約額の落札率 

                95％以上落札 11 件 95％未満落札 7件 

上記のように落札率の大半が 95％となっている。この事業は特別緊急事業とい

う性格のためやむを得ない面もあり、積算が低額に設定されているためであると

考えられるが、指名競争入札及び見積合わせの効果が十分に発揮されることが望
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まれる。 
 
⑥畜産振興促進対策事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

畜産振興促進対策事業費補助金交付要領によれば、この補助金は、畜産コンサル

タント等設置事業費補助金と畜産指導体制強化促進事業費補助金とを合わせて畜

産振興促進対策事業費補助金と総称している。このうち監査対象としたのは､畜産

コンサルタント等設置事業費補助金である。 
畜産コンサルタント等設置事業費補助金の交付目的は、畜産経営の健全な発展を

助長し農業生産性の向上と農業所得の増加を図ることとしている。補助金の交付対

象は、畜産協会が畜産コンサルタント等を設置するに要する経費（地方競馬全国協

会補助による畜産コンサルタント等を設置する経費及び前者以外の畜産コンサル

タント等を設置する経費）である。 
 
（ⅱ）交付先 

畜産協会 
 
（ⅲ）交付金額 

3,400 千円 

 
ⅱ検出事項 
・補助金交付対象事業費の詳細な計算（指摘事項） 

補助金の交付対象事業費の積算根拠として職員人件費が計上されている。しかし、

その人件費の集計及び人数割合の算出の仕方については、計算の積上げ過程の説明

資料が不十分である。補助金交付対象事業費の算定は、もっと詳細に行い翌年度の

予算に反映させるべきである。 
 
⑦草地畜産基盤整備事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

農業者の戸別所得補償制度等の生産・経営関係施策の円滑な実施を図るためには､

戦略作物（麦、大豆、飼料作物、米粉用米､飼料用米､稲発酵粗飼料用稲、そば､な

たね及び加工用米をいう。以下同じ。）や地域振興作物の生産性を向上させる農地

や農業用用排水施設等の農業生産基盤の整備が重要である。 
このため、戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業は､効率的な生産が可能なまと
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まった農地が広がる地域であって戦略作物の生産拡大や耕地利用率の向上等に取

り組む地域を対象として、地域のニーズに応じた農業生産基盤の整備を行うことで､

生産・経営関係施策と相まって、食料自給率の向上と農業の多面的機能の維持を目

指す国の事業である。この事業は五つの事業からなっており､その中の一つが草地

畜産基盤整備事業である。 
草地畜産基盤整備事業は、畜産経営の法人化及び協業化、後継者への経営継承等

を契機として、担い手への土地利用集積の加速的推進による規模拡大の実現や地域

内の土地資源を新たに飼料生産基盤に活用することによる畜産主産地の形成を推

進するため、営農目標推進計画において飼料自給率の向上に係る目標を定めて行う

飼料生産基盤の整備について支援する事業である。 
また、国は農山村地域において、農業農村、森林、水産、海岸の各分野でそれぞ

れが実施してきた既存の事業を見直し、農山漁村地域のニーズに即して作成された

計画に基づき、農林水産省の各公共事業を自由に選択できるとともに、自治体の創

意工夫によって、より事業効果を高める事業も実施が可能となる使い勝手の良い新

たな地域自主戦略交付金を創設し農山村地域の総合的な整備を推進するため、地域

自主戦略交付金制度を制定し､この要綱に基づき実施される事業に要する経費に対

し、予算の範囲以内において都道府県に交付金を交付するものとしている。この交

付金の交付対象事業の一つが上記の草地畜産基盤整備事業であり、もう一つが畜産

環境総合整備事業である。 
畜産環境総合整備事業は、将来にわたり畜産主産地としての発展が期待される地

域において、地方の裁量により総合的な畜産経営の環境整備を行い、地域営農の持

続的発展と生活環境の改善及び地域社会の活性化を図ることを目的として実施さ

れる事業である。 
県は、上記国の戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業及び地域自主戦略交付金制

度を受けて、草地畜産基盤整備事業費補助金として畜産担い手育成総合整備事業費

及び畜産環境総合整備事業費に区分して､各補助金交付要領を定めて国の補助金に

加えて県の補助金を交付している。 
（ア）目的 
・畜産担い手育成総合整備事業費補助金 

担い手への土地利用集積による規模拡大、地域土地資源の飼料生産基盤への

活用による畜産主産地形成を促進することを目的とする。 
・畜産環境総合整備事業費補助金 

総合的な畜産経営環境整備を行い、家畜排せつ物等の地域資源のリサイクル

システム又は悪臭発生防止モデルを構築することにより、畜産経営に起因する

環境汚染の防止と畜産経営の合理化を促進するとともに、草地景観等の多面的

機能を活用することより、都市住民や地域住民への憩いの場や教育の場として
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提供しつつ、地域の自然に配慮した草地整備を行い、もって地域畜産の持続的

発展と生活環境の改善及び地域社会の活性化を図ることを目的とする。 
（イ）補助対象 
・畜産担い手育成総合整備事業費補助金 

農業振興公社が、畜産担い手育成総合整備事業実施要綱（以下「要綱」とい

う。）に基づき行う次に掲げる事業に要する経費である。 
基本施設整備事業 
草地造成改良 
草地整備改良 
野草地整備改良 
放牧用林地整備 
施設用地造成整備他 8施設等 

農業用施設整備事業 
隔障物の新設又は改良 
家畜保護施設の新設又は改良 
電気導入施設の新設又は改良 
飼料調製貯蔵施設の新設又は改良 
肥飼料庫の新設又は改良他 7施設等 

地域活性化施設整備事業 
畜産を主体とした活性化を図るための施設等の新設又は改良 

農機具等導入事業 
農機具、看視用家畜の導入 

土地利用円滑化事業 
土地権利の調整と土地利用計画の策定 

事業推進事務費 
 

・畜産環境総合整備事業費補助金 
草地畜産活性化型事業に対してであり、この事業は、草地の持つ多面的機能

を活用し､地域の環境整備を行うため、基本施設整備事業及び利用施設整備事

業を行う事業である。農業振興公社が行う、次に掲げる事業に要する経費であ

る。 
基本施設整備事業 
草地等造成改良 
草地等整備改良 
野草地整備改良 
牧野樹林整備 
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水質浄化林・浄化水路造成整備他 6整備 

施設整備事業 

草地景域活用活性化施設整備 

家畜排せつ物処理施設整備 

電気導入施設整備 

隔障物整備 

家畜保護施設整備他 5整備 

土地利用円滑化事業 
事業推進事務費 

 
（ⅱ）交付先 
・畜産担い手育成総合整備事業費補助金 

各市町を通して農業振興公社 
・畜産環境総合整備事業費補助金 

各市町及び農業振興公社 
 
（ⅲ）交付金額 
567,797 千円 

（内訳） 

・畜産担い手育成総合整備事業費補助金 

443,721 千円（当年度分 305,716 千円、繰越分 138,005 千円） 

 （内国庫補助 310,462 千円､県補助 133,259 千円） 

下記の補助金及び補助対象事業費を抽出して検証した。 

当年度分 

那須北Ⅱ地区（那須塩原市）95,368 千円の補助対象事業費 152,489 千円 

那須北Ⅲ地区（那須塩原市）48,056 千円の補助対象事業費 77,616 千円 

しもつけ地区（栃木市）111,274 千円の補助対象事業費 158,441 千円 

繰越分 

那須北Ⅰ地区（那須町）45,490 千円の補助対象事業費 72,738 千円 

那須北Ⅱ地区（那須塩原市）54,977 千円の補助対象事業費 88,117 千円 

 

・畜産環境総合整備事業費補助金 

124,076 千円（当年度分 99,723 千円、繰越分 24,353 千円） 

 （内国庫補助 64,459 千円、県補助 35,264 千円） 

下記の補助金及び補助対象事業費を抽出して検証した。 
当年度分 
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栃木北西地区（那須町）36,778 千円の補助対象事業費 70,616 千円 

請負工事費 140,998 千円の内契約金額が 1,000 千円以上の工事 

繰越分 

栃木北西地区（那須町ほか）24,353 千円の補助対象事業費 34,574 千円 

 

ⅱ検出事項 

（ⅰ）畜産担い手育成総合整備事業費補助金 

・事業推進事務費の適正な計算（指摘事項） 

事業費明細表によると、上記の 4地区全ての基本施設整備事業及び農業用施設整

備事業の事業推進事務費の事業費が、それぞれ基本施設整備事業費及び農業用施設

整備事業費のほぼ 10％で計上されている。 

畜産担い手育成補助金交付要領によれば、農業振興公社が、畜産担い手育成総合

整備事業実施要綱に基づき行う、事業推進事務費使途基準に掲げる事務に要する経

費として補助対象経費が規定されている。そこには、事務に要する経費とだけ規定

されて 10％の定めはない。また、事業推進事務費の取扱いについて必要な事項を

定めた畜産公共事業における事業推進事務費積算要領（平成 22 年 5 月 20 日制定､

以下「積算要領」という。）によると、事業推進事務費の積算として下記のとおり

定めている。 

 

対象経費 
事業主体が事業を執行するに当たり必要な人件費、旅費等の事務的経費とし､

畜産担い手育成補助金交付要領及び畜産環境総合整備事業費補助金交付要領（以

下「畜産環境補助金交付要領」という。）の別表に定める経費に限る。 
積算 
次式により算出した金額以下とし､80,000 千円を上限とする。 

事業推進事務費＝工事費×事業推進事務費率 

事業推進事務費率：10％ 

 

この積算要領によると、上限が 10％と定められているだけであり、10％と規定

している訳ではない。 

実際の事業推進事務費は、工事費（基本施設整備事業費及び農業用施設整備事業

費等）の 10％で計算されており、抽出して検証した事業推進事務費は、以下のと

おりである。  
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（単位：千円） 
地  区 基本施設整備事

業費の事務費 
農業用施設整備

事業費の事務費 
事務費に対する 
県補助金 

那須北Ⅰ繰越分 1,118 5,494 4,134 

那須北Ⅱ繰越分 1,278 6,730 4,995 

那須北Ⅱ当期分 2,352 11,509 8,666 

那須北Ⅲ当期分 904 6,152 4,368 

しもつけ 856 13,547 10,116 

合  計 6,508 43,432 32,279 

上記表の地区毎の事業推進事務費は､事業別収支試算表として科目別に累計額が

計算されているが、事業推進事務費と事業別収支試算表の累計額は全て一致してい

る。しかし、ここで疑問なのは、事業別収支試算表の累計額が本当に実際に要した

金額なのかということである。基本施設整備は草地造成改良、草地整備改良及び施

設用地造成整備等の事業に区分され、農業用施設整備は障害物整備、畜舎整備、家

畜排泄物処理施設、酪農設備及び飼料調整貯蔵施設等の事業に区分される。前者は

草地関係の事業であり､後者は施設関係の事業である。事業の性質が全く異なる事

業であるが､共に事業費に対して 10％の事業推進事務費が計算されている。本来で

あれば、事業別収支試算表に実際に発生した事業推進事務費が科目別に配賦集計さ

れて､配賦集計の計算過程を示す配賦表があるはずである。上記の事業の性格が全

く異なる事業であれば、その事業に実際要した事業推進事務費はそれぞれ異なった

金額が算出されて、各事業に対する割合も 10％でなく様々な割合が出てきて良い

はずである。しかし、事業推進事務費を集計したとされる事業別収支試算表の累計

額は事業費の 10％に一致して、科目別にその内訳明細が計算されている。その計

算過程を示す配賦集計表は作成されていなかった。 

上記表のしもつけ地区の例で考えると農業用施設整備事業の事業推進事務費は

13,547 千円であり､この計算根拠となる工事費は 135,498 千円である。工事の内訳

は、畜舎整備2棟65,687千円､家畜排泄物処理施設1棟13,498千円、酪農設備29,038

千円及び飼料調整貯蔵施設 1 基 27,275 千円である。これらの工事を全て建築物と

仮定した場合、一般的には設計費は 3～5％であるとされている。事業推進事務に

係る作業は、その要する期間や労力、資材等からみて設計事務よりも大きく上回る

とされているが、その根拠を示す配賦集計表は作成されていない。 

事業推進事務費について実際に要する額を積算することは非常に労力を要する

ものであるため、困難な作業になることが予想される。しかし、事業推進事務費が

一律工事費の 10％で積算されていて、この費用に対して県の補助金が 60％ないし

75％の率で交付されている現状を考えると､事業推進事務費に対して交付される補

助金も全て実際にかかった費用に対してなのかという疑問が生じる。事業推進事務
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費の正確な把握ができる体制の構築が早急に求められる。現実的な対応としては、

過去の作業時間、使用料及び実際の支出額等の実績に基づいて予算編成を行い､こ

の予算額を基にした額を補助金の交付申請額とし、実際の支出を集計した額によっ

て補助金の確定金額を算出することが考えられる。 

 

（ⅱ）畜産環境総合整備事業費補助金 

・事業推進事務費の適正な計算（指摘事項） 

事業費明細表の事業推進事務費についても、工事費（基盤整備事業費及び施設整

備事業費）の 10％で計算されており、抽出して検証したものは以下のとおりであ

る。 

（単位：千円） 

区  分 
基盤整備事業

費の事務費 
施設整備事業

費の事務費 
農業機械等導

入の事務費 
事務費に対す

る補助金 
栃木北西地

区繰越分 

1,148 266 5,004 2,263 

栃木北西地

区当期分 

2,420 690 － 1,482 

合  計 3,568 956 5,004 3,745 

上記表の栃木北西地区においても､畜産担い手育成総合整備事業費補助金で述べ

たことと同様のことが指摘できる。 

特に、上記の農業機械等導入の事業推進事務費 5,004 千円に対しては、1,583 千

円の補助金が交付されている。農業機械等導入の明細は、機械庫 1棟の建築工事費

24,003 千円及び農機具導入費 26,036 千円（トラクター3 台及びロールベーラー1

台の購入代金 24,255 千円とラッピングマシン 1 台及びロールグラブ 1 台の購入代

金 1,781 千円の合計金額）となっており、合計金額は 50,040 千円である。この金

額に対して 10％で算出した 5,004 千円が事業推進事務費として計算されている。

しかし、実際にこのような事務費がかかるのか疑問であり、10％の事業推進事務費

の根拠が求められる。事業推進事務として要した費用を集計し､この事務費に対し

て補助金の確定金額を算出すべきである。 

 

・指名競争入札の効果（意見） 
当期分及び繰越分の請負工事 8 件について､執行台帳及び実施設計書を検討した

ところ設計金額に対する落札率が 95％以上の工事が 7 件と 8 割を超えており、大

半が 95％以上となっている。農業振興公社における設計額の積算は、公社独自の

基準に則って行われ設計額が比較的安価になる傾向があるとしても、指名競争入札

の効果が十分に発揮されることが望まれる。 
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（７）農地整備課 
 
①団体営調査設計事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

市町、土地改良区、土地改良区連合及び栃木県土地改良事業団体連合会（以下「県土

連」という。）が実施主体となって、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（基盤整

備促進事業）等の団体営土地改良事業の計画及び全体設計を作成する事業で、この事業

に助成する補助金である。基盤整備促進事業とは市町等が実施する受益面積が 5ヘクタ

ール（ha）以上の農業用用排水施設及び農道の整備事業をいう。 

県土連とは土地改良事業を行う者の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的

な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的に、土地改良法に基づき設

立された営利を目的としない法人である。 

県土連の会員は栃木県内の各市町、土地改良区及び土地改良区連合であり、役員は各

市町の首長及び土地改良区の理事長が持ち回りで務めている。 

土地改良区とは、土地改良法に基づく土地改良事業を施行することを目的として、同

法に基づいて設立された法人である。土地改良区の構成員たる組合員は当該土地改良区

の地区内の農用地で耕作又は畜産の業務を営む者他と定められている。平成 24 年 4 月

1 日現在で栃木県内に 132 の土地改良区がある。 

土地改良区連合とは複数の土地改良区がその事業の一部を共同して行うため、土地改

良法に基づいて設立する法人である。平成 24 年 4 月 1 日現在で栃木県内に 6 の土地改

良区連合がある。 

 

（ⅱ）交付先 

 県土連 

 

（ⅲ）交付金額 

 7,475 千円 

 
ⅱ検出事項 

特になし。 
 
②農地集団化推進事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

ほ場整備事業等の円滑な推進を図るため、計画策定の基本となる地形図の作成や換地
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計画の基礎となる各種調査（登記簿・公図等の調査及び農地集積に係るアンケート調査

等）や換地設計基準案の作成を支援するための補助金である。 
ほ場整備とは水田や畑の区画整理であり、農地の区画形状の変更、水路や道路の整備、

農地の排水改良などを一体的に実施する総合事業である。また、同時に換地制度により

農地を移動して点在している農地の集団化を行うものである。 
ほ場整備の実施により大型機械の導入と合理的な水管理ができるようになり、農作業

に必要な時間の短縮、経営規模の拡大、新しい作物の導入が可能になる。 

補助率は県 70%であり、そのうち国は 50％を負担している。 

 

（ⅱ）交付先 

 県土連 

 

（ⅲ）交付金額 

 4,932 千円 

 

ⅱ検出事項 

特になし。 

 

③県単農業農村整備事業費補助金 

ⅰ事業の概要 

（ⅰ）事業の内容 

市町、土地改良区及び土地改良区連合が実施する国庫補助の対象とならない小規模

（受益面積が 5ha 未満）な農業の生産条件や生活環境などの整備、並びに農村環境や地

域資源の保全に向けた整備等を支援する事業である。 

具体的には農道整備事業、かんがい排水施設の整備事業及び農業用施設管理事業に補

助金が交付されている。 

補助率は以下のとおりである。 

農道整備       県 20～40％  市町 20％ 

かんがい排水施設   県 35％   市町 20％ 

農業用施設管理事業  県 35％   市町 20％ 

 

（ⅱ）交付先 
各市町、各土地改良区及び各土地改良区連合 
佐野市土地改良区及び思川西部土地改良区を抽出して検証した。 

 
（ⅲ）交付金額 
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256,074 千円 

 
ⅱ検出事項 
・随意契約の場合の契約金額の妥当性（意見） 

事業費のうち、測量設計は県土連が随意契約により実施している。土地改良区の内規

では 50 万円以下の契約では随意契約が認められているが、今回はこの額を超えている

ケースがある。土地改良区等の会計細則に規定されている随意契約とすることができる

場合に該当するのであれば、根拠とする条項とその理由を伺いに記載するべきであり、

該当しないのであれば、入札により業者を決定するべきである。また、土地改良区では

他社から見積書を徴するなど契約金額の妥当性の検証をしていない。土地改良区等の会

計細則には「随意契約によろうとするときは、なるべく 2人以上の者から見積書を徴す

るものとする」との記載がある。よって、随意契約の場合には 2以上の者から見積書を

入手し、契約金額の妥当性を検討すべきである。なお、栃木県財務規則運用通知第 161

条関係 2に掲げられている場合に類し、2以上の者から見積書を徴する必要が認められ

ないのであれば、合理的な理由を伺いに記載するべきである。 

 
④農業経営高度化支援事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

基盤整備を通じて担い手の育成、担い手への農地利用集積を促進すると共に、水田経

営所得安定対策の対象者など、より高度な経営体を育成し農地の利用集積を図ることを

目的としている。 
具体的には、ほ場整備事業により整備された生産性の高い農地を目標年度までに高度

経営体及び特定高度経営体に集約し、その集積向上率及び集積率に応じて補助金を助成

する。 
担い手とは促進計画に位置づけられた認定農業者等をいう。 
高度経営体とは担い手であって一定規模（栃木県では 4ha）以上の農地を集約すると

ともに、対象農地を農地として利用し、かつ、国が定める環境規範を遵守する認定農業

者等をいう。 
特定高度経営体とは高度経営体であり、かつ、家族農業経営にあっては、地区外も含

めた経営等農用地の面積が 10ha 以上の者、法人経営及び集落営農経営にあっては、地

区外も含めた経営等農用地の面積が 25ha 以上の者をいう。 

負担割合は国 50％、県 50％である。 

 

（ⅱ）交付先 
各土地改良区 
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荒川南部土地改良区を抽出して検証した。 
 
（ⅲ）交付金額 

129,620 千円 

 
ⅱ検出事項 
・農作業受委託契約書の写しの添付漏れ（指摘事項） 

この補助金は高度経営体及び特定高度経営体に農地を集約した度合い（集積向上率及

び集積率）に応じて交付される。集約の方法は農地の売買、賃貸借、及び農作業受委託

の 3 種類がある。 
農作業受委託により集約されたとしている農地の中に、農作業受委託契約書の写しを

添付していないものがあった。受委託契約書の写しが無いものは、集団転作同意書が存

在するが、これは集団転作に参加する旨が定められたものであり、これとは別に、その

農地の農作業受委託を定めたものが必要である。 
このため、荒川南部土地改良区は、農作業受委託契約書の写しを添付する必要がある。 

 
⑤基盤整備促進事業費（農業用用排水）補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

地域の実態に即した土地基盤の整備及び農用地の利用集積等の推進を図り、農業の生

産性の向上、効率的・安定的な農業経営の確立等を促進するための事業である。 
具体的には市町、土地改良区及び土地改良区連合が実施する受益面積が 5ha 以上の農

業基盤整備事業（農業用用排水施設）に対して助成する。 

補助率は国 50％、県 15％である。 

 

（ⅱ）交付先 

各市町、各土地改良区及び各土地改良区連合 

佐野市土地改良区を抽出して検証した。 

（ⅲ）交付金額 

138,837 千円 

 

ⅱ検出事項 

・随意契約の場合の契約金額の妥当性（意見） 

検出事項は③県単農業農村整備事業費補助金と同じである。 
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⑥基盤整備促進事業費（農道）補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

地域の実態に即した土地基盤の整備及び農用地の利用集積等の推進を図り、農業の生

産性の向上、効率的・安定的な農業経営の確立等を促進するための事業である。 
具体的には市町等が実施する受益面積が 5ha 以上の農業基盤整備事業（農道）に対し

て助成する。 

補助率は国 50％、県 15％である。 

 

（ⅱ）交付先 

各市町 

小山市を抽出して検証した。 

 

（ⅲ）交付金額 

125,211 千円 

 
ⅱ検出事項 

・農地の買収単価（意見） 
農道整備のための用地買収を行っているが、その購入単価は 4,690～4,950 円/㎡であ

った。用地買収の対象農地は市街化調整区域の農業振興地域内の農用地であり、農地と

しての通常取引では 1,000 円/㎡以下で取引されている。買収単価は通常の約 5 倍であ

り、著しく高い。これに対して、買収後に農道となるので農地法５条許可を前提にした

価格のため、当該買収単価は適正であるという見方もある。当該農道は場所柄、一般の

第三者の通行はあまり見込めず、もっぱら農地の所有者の通行及び農作業の便益のため

のものである。農地所有者の便益を図るため農道を整備し、更に通常より高い価格で農

地を買収することになれば、農地所有者に二重の便益を与えることになる。 

農道整備等、専ら農地所有者の便益を図るための農地の買収価格は農地としての通常

の取引価格が妥当なのか、あるいは農地法５条許可を前提にした価格が妥当なのかを検

討する必要がある。 

 
・土地評価調書の未作成（指摘事項） 
当該農道は完成後に市道認定される予定である。また、農地法５条許可を前提にした

買収であれば、土地評価調書の作成が必要であり、これに基づき用地買収が行われるべ

きであった。しかしながら小山市は鑑定評価書を入手したのみで土地評価調書の作成を

行っていない。県は確認検査時に土地評価調書が作成され、適切に用地買収の手続きが

実施されたことを確認すべきであった。 
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⑦新農業水利システム保全対策事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

地域水田農業ビジョンの実現に向けて、担い手への管理の集中・増大といった農地の

利用集積等への制約要因を除去し合理的な水利用と管理の省力化を実現する新たな農

業水利システムの構築を支援する事業である。 
具体的には農地の利用集積等の目標が明確化されたビジョンが策定され、農業水利シ

ステム保全計画の策定が確実に見込まれている一定規模以上の水利区域において、水利

施設の機能診断、水利用と管理のあり方の技術的検討、農業水利システム保全計画の作

成、及び管理省力化施設整備事業（省力化のための除塵機の設置、分水工の自動化等及

び畑地化、畑作本作化のための調整池の設置等）に助成している。 
保全計画の補助率は国 100％であり、管理省力化施設整備事業は国 50％、県 20％で

ある。 

 

（ⅱ）交付先 

那須野ヶ原土地改良区連合 

 

 

（ⅲ）交付金額 

16,396 千円 

 

ⅱ検出事項 

特になし。 
 
⑧戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

農業者戸別所得補償制度に係る戦略作物（麦、大豆、そば、なたね、飼料作物、加工

用米等）の生産拡大のための用排水施設の改良等に対して助成する事業である。 
具体的には戦略作物等の生産拡大に支障となっている排水不良や施設の老朽化等に

よる用水不足等に対応するため、一定のまとまりのある区域の緊急的な暗渠排水や水路

の補修等の整備に対して助成している。 
補助率は国 50％、県 15％である。 

 

（ⅱ）交付先 



139 
 

各土地改良区 
佐野市土地改良区及び思川西部土地改良区を抽出して検討した。 

 
（ⅲ）交付金額 

39,403 千円 

 

ⅱ検出事項 

・随意契約の場合の契約金額の妥当性（意見） 

検出事項は③県単農業農村整備事業費補助金と同じである。 

 

⑨農地・農業用施設災害復旧事業費補助金 

ⅰ事業の概要 

（ⅰ）事業の内容 

豪雨等の災害により被災した農地、農業用施設の復旧工事に対して助成する事業であ

る。震災の影響で交付金額が例年に比べ多額となった。主な事業主体及び交付金額は以

下のとおりである。 

（単位：千円） 

事業主体 交付金額 

那珂川町 125,472 

日光市 24,280 

那須塩原市 10,677 

那須烏山市 52,299 

那須町 47,299 

さくら市 41,559 

鹿沼市 11,321 

高根沢町 23,192 

大田原市 15,306 

芳賀町 16,773 

真岡市 12,205 

大田原市土地改良区 25,218 

那須野ヶ原土地改良区連合 46,906 

その他 147,837 

合計 600,344 

 

（ⅱ）交付先 

各市町、各土地改良区及び各土地改良区連合 
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（ⅲ）交付金額 

600,344 千円 

 

ⅱ検出事項 

特になし。 

 

⑩土地改良区育成強化事業費補助金 

ⅰ事業の概要 

（ⅰ）事業の内容 

土地改良区の事業運営基盤強化のため、統合整備に対して助成する事業である。 

具体的には土地改良区が行う組織基盤強化計画策定事業や土地改良区が行う統合再

編整備事業に助成し、土地改良区の合併等を促し、土地改良区の事業運営基盤強化を図

るものである。 

補助率は県 100％である。 

 

（ⅱ）交付先 

各土地改良区 

 

（ⅲ）交付金額 

1,829 千円 

 

ⅱ検出事項 
特になし。 

 
⑪土地改良施設管理費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

土地改良施設の機能保持と耐用年数の確保を図るため、施設整備補修を行う土地改良

区等に助成する事業である。当該事業は下記の 3事業に区分される。 

（ア）土地改良施設維持管理適正化事業 

土地改良区等は農業水利施設の整備補修のため適正化事業に加入し、予定される総事

業費の30％を 5年間均等に県土連経由で、全国土地改良事業団体連合会に積み立てる。

県は土地改良区等の積立金と同額の補助金を県土連に拠出し、これも全国土地改良事業

団体連合会に積み立てられる。実際に整備補修が行われる際には、全国土地改良事業団

体連合会から県土連経由で土地改良区等に積み立てられた資金が支払われる。 
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（イ）施設改善対策事業 
水田地域において需要に応じて米と米以外の作物が生産される望ましい生産構造の

実現に資するため、必要な土地改良施設の整備改善を図るための制度であり、積立期間

は 3 年である。他は土地改良施設維持管理適正化事業と同じである。 
（ウ）排水機場維持管理経費補助金 

排水施設の効率的運営を図り、もって地域内における農業生産の維持及び増進を図る

ため、土地改良区の排水施設の維持管理に要する経費の一部を助成する。 
補助率は以下のとおりである。 
土地改良施設維持管理適正化事業 国 30％、県 30％ 

施設改善対策事業        国 30％、県 30％ 

排水機場維持管理経費補助金   動力費は県 50％、人件費は県 33％ 

 

（ⅱ）交付先 

土地改良施設維持管理適正化事業  県土連を経由して土地改良区等 

施設改善対策事業         県土連を経由して土地改良区等 

排水機場維持管理経費補助金    各土地改良区 

 

（ⅲ）交付金額 

57,176 千円 

 

ⅱ効果 
土地改良施設維持管理適正化事業及び施設改善対策事業は土地改良区等が計画的に

資金を積み立てることにより、計画的な土地改良施設の整備補修が実現できている。 
 
ⅲ検出事項 

特になし。 
 
⑫土地改良負担金総合償還対策事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

担い手育成支援事業により、国が公募により定めた団体が土地改良区等に行う助成に

対し、その一部を助成する事業である。 
具体的には担い手育成支援計画の認定を受けた土地改良区等に対して、担い手育成支

援計画に定められた地区に係る土地改良負担金の償還利息の一部を助成する。 
 

（ⅱ）交付先 
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県土連を経由して各土地改良区及び各市町 
 
（ⅲ）交付金額 

5,811 千円 

 

ⅱ検出事項 

・確認検査の不備（指摘事項） 

県土連に往査し､当該助成予定額の具体的な計算方法を担当者に質問したところ、地

区ごとの農地利用集積に係る助成額の算出表に記載された助成予定額を補助金申請の

基礎にしているが、不明との回答を得た。また、当該助成額の算出表は繰上げ償還が無

ければ数字に変更がないので当初作成したものを引き続き利用しているとのことであ

った。そのため、年に 2 回、繰上げ償還等に関する調査票を各土地改良区等から入手し、

繰上げ償還の有無を確認している。しかしながら、平成 24 年 2 月に塩原土地改良区か

ら入手した調査票の償還額と助成額の算出表の償還額には差異が生じていた。従って、

交付すべき補助金の額が誤っている可能性がある。 

県は、補助金が県土連から各土地改良区や市町に対し適切に支出されているかという

点から検査しているが、県土連が行っている繰上げ償還の有無に関するチェック体制に

ついても精査すべきであった。 

 

・繰上げ償還の有無の確認方法（意見） 

繰上げ償還の有無の確認方法は、各土地改良区等が作成する調査票に替えて金融機関

から入手する借入金の残高証明書を提出させる方法が確実で望ましい。 

 
⑬国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

農業・農村を取り巻く社会情勢の変化（混住化、高齢化、農業経営等）に対応し、土

地改良区等が管理する国営造成施設において農業水利施設がもつ多面的機能（洪水調整、

防災機能等）の発揮について、地域における取り組みを促進する観点から、県が市町と

連携し土地改良区及び土地改良区連合の管理体制の整備と強化を図ることを目的とし

た事業である。 
具体的には国営造成施設が防災等の農業以外の用途にも役立つように、新たな管理設

備の設置に係る費用、施設管理費等に助成をしている。 

補助率は国 50％、県 25％、市町 25％である。 

那須野ヶ原土地改良区連合における国営造成施設の他目的使用の実績は以下のとお

り。 
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・関東・東北学生トライアスロン大会（戸田調整池） 
・防災ヘリ水難救助訓練（赤田調整池） 
・水難救助訓練（赤田調整池） 
・洪水調整等実績（24回） 

 

（ⅱ）交付先 

市町を経由して各土地改良区及び各土地改良区連合 

 

（ⅲ）交付金額 

55,177 千円 

 

ⅱ検出事項 

特になし。 

 

⑭水土保全対策強化事業費補助金 

ⅰ事業の概要 

（ⅰ）事業の内容 

土地改良施設の点検・整備・操作等の管理に関する診断、運営相談及び指導等に要す

る経費を助成する事業である。並びに、換地処分と農用地の利用集積の促進を図るため、

換地事務を通じた土地利用調整、農地利用集積及び交換分合の啓発・技術指導等に要す

る経費を助成する事業である。 

具体的には県土連が以下の事業を行っている。 

・管理円滑化事業推進委員会の開催 

・土地改良施設の診断及び管理指導 

・土地改良施設の管理等に関する苦情及び紛争等の対策 

・非補助土地改良事業推進支援 

補助率は県 100％である。 

 

（ⅱ）交付先 

県土連 

 

（ⅲ）交付金額 

13,294 千円 

 

ⅱ検出事項 
特になし。 
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⑮農業用水水源地域保全対策事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

農業用水や水源地域を取り巻く現状・課題、その恩恵等について、下流地域の農業者

や地域住民等の理解促進を図るための活動に対して助成する事業である。 

具体的には地域住民向けの体験学習（森の健康診断・巣箱作り・田んぼアート等）の

実施及び教材の作成等に助成する。 

補助率は国 100％（県を経由して交付）である。 

那須野ヶ原土地改良区連合の実施した主な体験学習は以下の通り。 

・森の健康診断 2回実施（参加者 2回で 50 名） 

・森の生き物調査 1回実施（参加者 34 名） 

・植樹体験 1回実施（参加者 41 名） 

・その他 

 

（ⅱ）交付先 

各土地改良区及び各土地改良区連合 

 

（ⅲ）交付金額 

7,270 千円 

 

ⅱ検出事項 

特になし。 
 
⑯農業水利施設機能診断事業費補助金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

農業用水の安定供給と施設の適切な保全管理を支援するため、国庫補助の対象になら

ない受益面積 1ha 以上、100ha 未満の農業水利施設（ダム、ため池、頭首工、用排水機

場等）の機能診断に対して助成する事業である。 

補助率は県 50％以内である。 

 

（ⅱ）交付先 
各土地改良区 

 
（ⅲ）交付金額 
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1,000 千円 

 

ⅱ検出事項 

特になし。 

 

⑰県土連、土地改良区及び土地改良区連合 

補助金の交付に関し、往査した県土連、土地改良区及び土地改良区連合に対する意見

及び指摘事項は以下のとおりである。 

 

・県土連の財政状態及び県土連への補助金交付の妥当性（意見） 

平成 24 年 3 月期の県土連の資産合計は 3,217 百万円、負債合計は 1,135 百万円（負

債の内、職員退職手当引当金が 944 百万円）、差し引き正味財産は 2,081 百万円となっ

ている。また、流動資産、基本財産、その他固定資産として計上されている現預金及び

国債等の残高は 1,623 百万円である。 

県土連は県等から補助金を受け入れ各種事業を行っている他、県内の各市町及び各土

地改良区等から独占的に土地改良施設に関する測量設計事業を請け負っている。各市町

及び各土地改良区等は測量設計事業費の請負金額の妥当性は検討せず、随意契約で県土

連に測量設計事業を発注している。 

県土連は土地改良法により設立された営利を目的としない法人、換言すれば公益を目

的とした法人である。公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「認

定法」という。）では公益目的事業は収支相償（公益目的事業から利益をあげないこと）

が求められる。然るに、県土連の潤沢な財政状態を考えると、行っている事業から利益

が生じていると思われる。平成 24 年 3 月期の県土連の当期収支差額は 9 百万円の赤字

であるが、支出の部に財政調整積立金繰出金 71 百万円があり、これを加味すると当期

収支差額は黒字となる。県土連は土地改良法により設立された法人であるため、認定法

の適用は受けないが、営利を目的としない法人が、多額の内部留保を積み上げているこ

とは社会通念上、疑念を生じかねない。 

また、交付される補助金は実施する事業が補助金の交付基準に該当するか否かで決定

されるが、県土連のように財政状態が良好な法人に補助金を交付することには疑問が残

る。県の財政状態が厳しい昨今、交付先の財政状態を加味した補助金の交付基準が必要

と考える。 

 

・土地改良区及び土地改良区連合（以下「土地改良区等」という。）の財政状態及び補

助金交付の妥当性（意見） 
今回の監査では 4つの土地改良区等を往査したが、その所有する現預金等は最低で 1

百万円、最大で 1,031 百万円であった。また、財政状態の困窮している土地改良区等の
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人件費は著しく低額であり、退職金はない。それに対して財政状態が良好な土地改良区

等は人件費及び退職金を市町並に設定しているところもある。県内の土地改良区等の財

政状態は著しい格差が生じている。 
土地改良区等に交付される補助金は実施する事業が補助金の交付基準に該当するか

否かで決定される。しかしながら、土地改良区等がその地域の農業従事者の自助組織で

あることを考えると、財政状態が良好な土地改良区等に補助金を交付することが、真に

補助金交付の目標を達成しているのか否か甚だ疑問である。 
県の財政状態が厳しい昨今、土地改良区等の財政状態を加味した補助金の交付基準が

必要と考える。 
 
・土地改良区等の会計（意見） 

土地改良区等は単式簿記を採用している。単式簿記とは、いわゆる家計簿のようなも

のがそれに該当し、現預金の入金や出金を記録していくことで、現預金の残高は把握で

きるが、複式簿記のように貸借対照表の作成は出来ず、固定資産の減価償却も行われな

いため、法人の正しい経営成績、財政状態を把握することは出来ない。国及び県は土地

改良区等に複式簿記の採用を促しているが、県内の土地改良区等は全て単式簿記を採用

している。速やかに複式簿記を採用し適正な決算が行える体制に移行することが望まし

い。 
また、財政状態が良好な土地改良区等は財政調整積立金（基金）、退職給与積立金（基

金）、固定資産に係る維持管理積立金（基金）など各種積立金（基金）を計上している

が、その計上基準が不明確なものが散見された。このような積立金（基金）は何らかの

合理的な計上基準をもって積み立てるべきで、収支を均衡させるために計上する積立金

は不適切な会計処理といえる。 
各土地改良区等は複数の特別会計を有している。特に合併をした土地改良区等は合併

前の各土地改良区をそのまま特別会計としていることが散見された。一番特別会計の多

い土地改良区等では一般会計の他に特別会計が 18 も存在した。そのような状況では改

良区全体の収支の状況が判然としない。不必要な特別会計は廃止し、一般会計に統合す

ることが必要である。 
 
・施設台帳（維持管理計画書）の適切な管理（指摘事項） 

農業用施設の新設及び改修等があった場合には、土地改良区は施設台帳（維持管理計

画書）への記載を行う必要があるが、施設台帳の更新がされていなかった。施設台帳が

適時に更新されない理由は、大部分の土地改良区の施設台帳が県土連により作成管理さ

れており、その更新を県土連に依頼しなければならないためである。施設台帳を各土地

改良区で作成管理し、適時に更新すべきである。 
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２．負担金 
 
（１）農政課 
 
①とちぎ“食と農”ふれあいフェア実行委員会負担金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

平成23年 10月 15日及び16日に県庁及びその周辺で開催された「とちぎ“食と農”

ふれあいフェア」の開催費の負担金である。 

 

（ⅱ）交付先 

とちぎ“食と農”ふれあいフェア実行委員会（会長福田富一） 

 

（ⅲ）交付金額 

15,000 千円（うち農政課分 5,000 千円、農村振興課分 10,000 千円） 

  

ⅱ検出事項 

特になし。 

 

②とちぎ地産地消県民運動実行委員会負担金 

ⅰ事業の概要 

（ⅰ）事業の内容 

「とちぎ地産地消推進方針（第Ⅲ期）」に基づき、地域の特色を活かした地産地消の

取組を促進するための負担金である。 

具体的には、実行委員会・幹事会の開催、地産地消運動の推進、とちぎ地産地消夢

大賞の表彰、食と農に関する普及啓発イベントの実施及び支援、教育関係者が取り組

む地産地消活動への支援を行っている。このうち、最後の教育関係者が取り組む地産

地消活動への支援に関して、学校給食での米食給食の推進に関しては、別途とちぎの

食育・地産地消総合推進事業費補助金が交付されている。 

 

（ⅱ）交付先 

  とちぎ地産地消県民運動実行委員会 

 

（ⅲ）交付金額 

  1,300 千円 

なお同額の負担金が、JA（農協）グループからも交付されている。 
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ⅱ検出事項 
 特になし。 
 
（２）農村振興課 
 
①とちぎ“食と農”ふれあいフェア実行委員会負担金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

平成23年 10月 15日及び16日に県庁及びその周辺で開催された「とちぎ“食と農”

ふれあいフェア」の開催費の負担金である。 

 

（ⅱ）交付先 

とちぎ“食と農”ふれあいフェア実行委員会（会長福田富一） 

 

（ⅲ）交付金額 

  15,000 千円（うち農政課分 5,000 千円、農村振興課分 10,000 千円） 

 

ⅱ検出事項 

特になし。 

 

②地籍調査事業費負担金 

ⅰ事業の概要 

（ⅰ）事業の内容 

土地の筆毎の地籍を明確にし、地籍図及び地籍簿を作成することにより土地行政全

般の合理化・効率化を図る負担金である。 

 

（ⅱ）交付先 

宇都宮市外 15 市町 

宇都宮市を抽出して検討した。 

 

（ⅲ）交付金額 

259,101 千円 

 
ⅱ検出事項 

特になし。 
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（３）生産振興課 
 
①米政策改革連携推進事業費 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

栃木県農業再生協議会が行う、市町別の生産数量目標の検討、産地資金の要件の検

討等の取組について助成する。 
 

（ⅱ）交付先及び交付金額 
栃木県農業再生協議会に 1,000 千円の負担金として交付している。 

 

ⅱ検出事項 

特になし。 

 

②とちぎ花フェスタ開催事業費負担金 

ⅰ事業の概要 

とちぎ花フェスタは、「とちぎの花」の普及促進と生産振興の支援、及び「花と緑

にあふれるふるさと栃木」の実現を図るため行われる花の総合イベントである。平成

9年より県内各地を開催場所として、主に 2月中旬頃に実施している。 

栃木県や各市町からなる「とちぎ花フェスタ実行委員会」が組織され、フラワーア

レンジメント等のコンテストや、花き関連の展示、品評会、また園芸相談や寄せ植え

等の体験教室が開催される。平成 23 年度は、平成 24 年 2月 10 日から平成 24 年 2月

12 日まで矢板市を会場として、「とちぎ花フェスタ 2012 in やいた」が開催された。

県は、とちぎ花フェスタの開催費用の一部（1,700 千円）を負担している。 

「とちぎ花フェスタ 2012 in やいた」の収支決算は、以下のとおりである。 

 
収入の部 （単位：千円） 

科目 決算額 摘要 
負担金 2,200 栃木県 1,700 千円 矢板市 500 千円 

協賛金 3,390 @500 千円×1口、@100 千円×2口他 口数合計 98 口 

入場料収入 10,417 @500 円×14,115 人、@600 円×5,600 人 

出店小間料 735 @30 千円×23 店、@15 千円×3店 

雑収入 1,197 繰越金（676 千円）、体験教室 等 

計 17,939  
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支出の部 （単位：千円） 
科目 決算額 摘要 

会場企画・設営費 7,533 全体企画、設計、設営、保守、撤去費 

展示装飾費 3,475 主催者展示等会場飾花、体験教室花材費等 

会場運営費 1,947 ジャンパー、寝具リース、昼食、看護師賃金 

地区実行委員会委託費 2,000 矢板地区実行委員会業務委託費 

その他 2,458 催事関係費、広報宣伝費、事務局費、予備費 

計 17,415  

 
ⅱ検出事項 

・とちぎ花フェスタの知名度を高める努力（意見） 

とちぎ花フェスタは、毎年 2 月中旬から下旬にかけての開催で、県内のイベント

等が少ない時期であり花の普及促進と生産振興への期待が大きい。今後は、より知

名度を高める努力が求められる。 

 

③関東東海花の展覧会開催事業費負担金 

ⅰ事業の概要 

関東東海花の展覧会開催事業は、展覧会を開催することにより花に対する理解と消費

の啓発を図り、花き産業の健全な発展に寄与することを目的とする。展覧会は千葉県、

静岡県、愛知県、茨城県、群馬県、栃木県、東京都、神奈川県及び埼玉県の会員都県が

持ち回りで主催している。展覧会の開催では、品評会、フラワーデザインコンテスト、

花の装飾展示、園芸等の各種教室等を実施し、花の消費拡大を目的としている。 

平成 23 年度は千葉県が主催県となり、東京都豊島区池袋を会場として、平成 24年 2

月 1 日から平成 24 年 2 月 5 日まで実施された。県は展覧会の実施に際して、正会員と

して 1,100 千円を負担し、関東東海花の展覧会実行委員会へ支払っている。会員各都県

の負担金は、以下のとおりである。 

会員の負担金額 （単位：千円） 

会員区分 都県名 負担金明細 負担金 

正会員 千葉、静岡、愛知、茨城、

群馬、栃木、東京、神奈

川、埼玉 計 9都県 

1,100 千円×9都県 

9,900 

準会員 岐阜、三重、山梨計 3県 450 千円×3県 1,350 

合計 11,250 

  
 

第 61 回関東東海花の展覧会で行われた品評会の正会員の都県別入賞点数は、以下の
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とおりである。 
（単位：点） 

賞名 千葉

県 
静岡

県 
愛知

県 
茨城

県 
群馬

県 
栃木

県 
東京

都 
神奈川

県 
埼玉

県 
金賞 15 15 11 4 8 4 15 6 8 

銀賞 34 20 22 12 16 12 19 21 10 

銅賞 35 36 26 24 23 22 25 36 26 

受賞合計 84 71 59 40 47 38 59 63 44 

  

ⅱ検出事項 
・展覧会での県産花きの受賞と受賞努力（意見） 

展覧会では、「きく」の金賞、銀賞及び銅賞の受賞数合計が愛知県の 23 点(「きく」

の出展数に対する受賞割合では 28%) に対し、栃木県は７点(同 47%)である。栃木県

の得意とする「きく」の受賞数は少ないが、出展数に対する受賞割合の面では高くそ

の面での評価はできる。 

しかし、受賞総数では、金賞、銀賞及び銅賞の受賞数合計が、正会員（9都県）中

で本県は最下位である。金賞の数でも 15 点を獲得した千葉県、静岡県及び東京都に

対して栃木県は 4点であり最下位である。正会員の関東東海花の展覧会に要する負担

金は他の都県と同額であり、展覧会への出展数に県ごとの制限等は特にない。 

展覧会でのより多くの受賞は、本県花きの知名度を高め、生産者の生産意欲向上に

もつながる。展覧会に向け、より多くの花きの出展及び受賞努力が求められる。 

 
（４）畜産振興課 
 
①草地畜産基盤整備事業費負担金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

草地畜産基盤整備事業費の中の畜産環境総合整備事業費（草地畜産活性化型）に

対する負担金であり、県が栃木北西地区の事業参加者として負担すべき金額を、事

業主体である公益財団法人栃木県農業振興公社に対して交付するものである。 
   
（ⅱ）交付先 
   公益財団法人栃木県農業振興公社 
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（ⅲ）交付金額 
  16,054 千円（内繰越分 7,351 千円） 

 
ⅱ検出事項 
 特になし。 
 
（５）農地整備課 
 
①土地改良施設管理費負担金（土地改良施設維持管理適正化事業費負担金） 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

事業内容は土地改良施設維持管理適正化事業と同じである。大井口土地改良区

（茨城県）は茨城県と栃木県にまたがっており、その補助金は全額茨城県が支出し

ている。従って、栃木県に係る部分に関して栃木県は茨城県に対して負担金を支払

っている。 
 

（ⅱ）交付先 
   茨城県 
 
（ⅲ）交付金額 
  1,124 千円 

 
ⅱ検出事項 

特になし。 
 
②深山・板室ダム管理事業費負担金（併任職員給与等） 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

板室ダムは国、県、県企業局が共同事業者として管理事業を行っている。実際の

管理主体となっているのは主に県企業局であり、県は県企業局に対して共同事業者

としての負担金を支出している。 
 

（ⅱ）交付先 
   県企業局 
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（ⅲ）交付金額 
  21,878 千円 

 

ⅱ検出事項 
特になし。  
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３．交付金 
 
（１）農政課 
 

①農業委員会交付金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

市町村農業委員会の運営を円滑に行うための取組等に対する助成である。具体的

には、委員手当、職員設置費、農地調査・農地基本台帳整備費に対する交付金であ

る。 
 

（ⅱ）交付先 
各市町の農業委員会 
なお、農業委員会とは「農業委員会等に関する法律（農業委員会法）」に基づき、

市町村ごとに設置が義務付けられている行政委員会（地方公共団体などの一般行政

部門に属する行政庁であって、複数の委員によって構成される合議制の形態をとり、

かつ、母体となる行政部門からある程度独立した形でその所管する特定の行政権を

行使する地位を認められるもの）であり、選挙委員と選任委員から構成されている。 

選挙委員は、公職選挙法を準用して、直接、農業者の選挙により選出され、任期は

3年である。選任委員は、一定の要件を備えた農業協同組合、農業共済組合、土地

改良区から推薦され、市町村長が選任した団体推薦委員計 3名と、市町村議会から

学識経験者として推薦され、市町村長が選任し議会推薦委員 4名以内からなる。 

農業委員の身分は、特別職の非常勤地方公務員であり、市町村から一定の報酬（手

当）が支払われる。本県には 26 市町に市町村農業委員会があり、農業委員数は 673

名（平成 24 年 7月 2 日現在）である。 

農業委員会の業務は、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務、遊休

農地に関する措置を中心とした農地行政の執行をはじめ、農地に関する資金や税制、

農業者年金に係る業務等のいわゆる法令業務を中心として、それ以外にも農業振興

業務や意見の公表、建議及び諮問に対する答申の業務を行っている。 

 

（ⅲ）交付金額 

   113,428 千円 

 
ⅱ検出事項 

  特になし。 
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②自作農財産管理事務費 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

旧自作農創設特別措置法及び旧農地法に基づいて取得した自作農財産の適切な

管理を行うための交付金である。なお自作農財産とは、農地改革及び開拓事業等に

より国が買収したが、小作人等に売渡されずに農林水産省名義で残存している土地

等である。これらの財産は普通財産であり、取得根拠により「国有農地等」と「開

拓財産」に区分される。平成 23 年度末現在、本県には前者が 32.0 ヘクタール（ha）、

753 筆、後者が 17.6ha 存在する。具体的には、草刈に要する費用である。 

 

（ⅱ）交付先 

   対象地を有する市町 

 

（ⅲ）交付金額 

4,700 千円（下記、自作農財産売払事務費と合わせて） 

交付金額が決まっているため、まず各市町から提出された実施計画に基づき、草

刈費用を当管理事務費交付金に充当し、残りの金額を事務量に応じて、9対 1の割

合で当管理事務費交付金と次の③に記載の売払事務費交付金に按分している。 

 

ⅱ検出事項 

 特になし。 

 
③自作農財産売払事務費 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

旧自作農創設特別措置法及び旧農地法に基づいて取得した自作農財産の適切 

な処分を行うための交付金である。 
 

（ⅱ）交付先 
   対象地を有する市町 
 

（ⅲ）交付金額 
4,700 千円（上記、自作農財産管理事務費と合わせて） 

 
ⅱ検出事項 
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 特になし。 
 

（２）農村振興課 
 

①中山間地域等直接支払交付金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）事業の内容 

中山間地域等において、農業生産活動等の維持を通じて、耕作放棄の発生を防止

し多面的機能の確保を図るため、直接支払交付金を農業者等に交付するものである。

具体的には、中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業

を続けることを約束した農業者に対して交付する交付金である。 

 

（ⅱ）交付先 

   協定（230 協定） 

 

（ⅲ）交付金額 

   177,442 千円 

 

ⅱ検出事項 

  特になし。 

 

（３）経済流通課 

 

①就農施設等資金県貸付金取扱事務交付金 

ⅰ事業の概要 

 （ⅰ）事業の内容   

    就農施設等資金（制度上、転貸方式のみ）を取り扱う金融機関に対し、融資機関

による就農施設等資金の貸付けの促進及び県貸付金の債権保全を図るため､貸付金

の取扱金額（貸付、償還）に応じ事務交付金を交付するものである。 

    毎年 1月 1日から 12 月 31 日まで（暦年）融資機関が実施する就農施設等資金の

貸付けに係る県貸付金の借入に要する事務、及び就農施設等資金を借り受けた認定

就農者が償還を終了するまでの間において融資機関が認定就農者に対して実施す

る経営指導等に要する事務等を交付事務対象としている。貸付金の取扱金額に応じ

た交付金は下記の交付率を乗じて算出する。 

    ・貸付  事業期間内の貸付金合計額の 0.81％相当額 

    ・償還  事業期間内の償還金合計額の 0.405％相当額 
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（ⅱ）交付先 
    就農施設等資金を取扱う融資機関（県内 10 の農業協同組合） 

 

（ⅲ）交付金額 

    期中貸付額に対応する額 758 千円 

    期中償還額に対応する額 396 千円 

           合 計 1,155 千円 

ⅱ検出事項 

・県貸付金取扱事務交付金交付要領の内容と附則の表記の不一致（指摘事項） 

就農施設等資金県貸付金取扱事務交付金交付要領（以下「交付金交付要領」とい

う。）によると、附則で平成 19 年 1 月 1 日以降の貸付から適用するとされている。

従って､平成18年12月 31日以前の貸付にはこの交付金交付要領は適用対象外にな

ると考えられる。上記（ⅲ）の交付金額が交付されている期中償還額の内､平成 18

年以前に貸付された償還額は合計 64,683 千円あり､これに対応する交付金交付要

領の適用対象外となる事務交付金は 261 千円と推計される。また、平成 19 年度か

ら平成 22年度までの 4年間にわたり事務交付金が交付されており、平成 23 年度も

含めた 5年間の合計は 1,300 千円前後と推計される。 

融資機関に対する就農施設等資金の取扱に関する経費については、以前は国の補

助対象であったことから平成 18 年までは農業振興公社を介した間接交付であった

が、三位一体改革による税源移譲により県単事業となったことに加え、国の補助対

象事業を引き継ぐ趣旨で現在の交付金制度が制定されているという経緯がある。交

付金交付要領の制定日が平成 19 年 10 月 24 日であることから、空白期間が生じな

いよう遡及して適用されることを確認した文言であり、平成 18 年以前の貸付を除

外する趣旨ではないと解することが出来るとしても、そうであれば「附則」の規定

を「平成 19 年 1 月 1 日から始まる事業期間から適用」と交付金交付要領に制定す

るべきであった。平成 18 年以前に貸付された償還額に対応する事務取扱交付金を

交付する根拠がなければ、交付金交付要領の適用誤りということになるので、今後､

交付金交付要領の「附則」を「平成 19 年 1 月 1 日から始まる事業期間から適用」

に改定し、実質的な制度の内容と規定の表記とを一致させておくべきである。改定

することができなければ､平成 18 年以前に貸付された償還額に対応する事務取扱

交付金は適用対象外となり､根拠のない交付金と解されることになる。 
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４．貸付金 
 
（１）経済流通課 
  就農支援資金貸付事業特別会計によれば、県の農業関係者への貸付金は､下記のと

おり農業改良資金及び就農支援資金のみである。 （単位：千円） 
科  目 平成 23 年度期首 増  加 減  少 平成 23 年度期末 

農業改良資金 209,454 － 92,033 117,421 

就農支援資金 1,117,843 112,161 123,579 1,106,425 

合  計 1,327,297 112,161 215,612 1,223,846 

 

①農業改良資金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）目的 

農業の担い手が農業経営の改善を目的として創意と自主性をいかしつつ、農畜産

物の加工を始めたり、新作物や新技術の導入などにチャレンジすることを支援する

もののほか、農業者の経営の改善を図ることを目的とした認定中小企業者又は認定

製造事業者等の取組に対し貸付を通じ支援する。 

（ⅱ）特徴 

イ．日本政策金融公庫が自ら貸付原資を調達し、融資する資金 

県による農業改良資金の貸付は、平成 22年 9 月末をもって廃止されている。 

従って、上記の通り貸付の増加はなく回収による減少のみである。 

ロ．県による貸付資格の認定が必要 

ハ．貸付対象は、意欲と能力をもって農業を営む個人（集落営農組織を含む）や法

人（農業参入法人を含む）、農業者の経営改善を図ることを目的に中小企業が

連携して取り組む認定中小企業者、認定製造事業者等及び促進事業者 

ニ．利率は無利子 

ホ．償還期限は、10年以内（特例は最大 12年以内）、据置期間 3年（特例は最大 5

年以内） 

へ．貸付限度額は、個人 5千万円、法人 1.5 億円 

（ⅲ）延滞額 

上記農業改良資金の中に含まれている延滞額が下記のとおりある。 （単位：千円） 

資金種類 平成 23 年度期首 増  加 減  少 平成 23 年度期末 

生産方式改善

資金 

 

526 

 

－ 

 

240 

 

286 

特定地域新部

門導入資金 

 

2,356 

 

－ 

 

240 

 

2,116 
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青年農業者等

育成確保資金 

 

11,336 

 

4,199 

 

1,800 

 

13,735 

合  計 14,218 4,199 2,280 16,137 

また、この延滞額及び延滞額に対する違約金額（概算）の明細は下記のとおりで

ある。 

 （単位：千円） 

資 金 種

類 

農 業 振

興 事 務

所 

償還期限 延滞開始 貸付額 延滞額 違 約 金

額 

延 滞 理

由 

生 産 方

式 改 善

資金 

塩 谷 南

那須 

 

平成 

20.8.10 

平成 

20.8.11 

 

8,640 

 

286 

 

323 

経 営 不

振 及 び

営 農 意

欲低下 

特 定 地

域 新 部

門 導 入

資金 

同上 平成 

22.5.10 

平成 

18.5.11 

 

3,868 

 

2,116 

 

1,217 

経 営 不

振 及 び

健 康 悪

化 

青 年 農

業 者 等

育 成 確

保資金 

那須 平成 

22.12.10 

平成 

17.12.11 

 

10,000 

 

2,758 

 

2,402 

経 営 不

振 及 び

営 農 意

欲低下 

同 上 芳賀 平成 

23.8.10 

平成 

21.8.11 22,000 5,380 1,273 

経 営 不

振 

同 上 塩 谷 南

那須 

平成 

23.12.10 

平成 

21.12.11 21,997 5,597 1,035 

経 営 不

振 

合 計    66,505 16,137 6,250  

 
ⅱ検出事項 
延滞額のある那須、塩谷南那須及び芳賀の各農業振興事務所について検証したとこ

ろ下記の事項が検出された。 
・債権管理報告書の正確な作成（指摘事項） 

延滞額は､債権管理報告書に翌年度以降の収入見込額及び収入済額と共に記載さ

れて県の財政課に報告されている。上記表の延滞額のうち、青年農業者等育成確保

資金の延滞額 5,380 千円以外の各延滞額は収入済の実績額を大幅に超えた金額が

報告年度の収入見込額とされている。更に、債権管理報告書の「翌年度繰越し後の

収入見込額」欄への記載について、翌年度以降収入、見込収入なし及びその他に区
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分されていない。収入見込額を推計するのは難しい面もあるが、できるだけ正確に

見込んで債権管理報告書に記載するべきである。 
・個々の延滞者の状況 

また、上記表の延滞額について個々に検討したところ以下の事項が判明している。 
（ア）生産方式改善資金 延滞額 286 千円 

借受者の母親（79 歳）から回収しているのが現状で、連帯保証人も 80 歳と

高齢で連帯保証人の意味を理解していない。借受者は、畜産振興資金として借

入れているにもかかわらず畜産を営んでおらず、収益状況は悪く生産技術も劣

り勤労意欲にも問題があると思われる。近代化資金 2,760 千円（酪農とちぎ 2

口）の償還も残っていることを考えると､月 20 千円ずつ返済があるとはいえ､

回収状況を注意深く見据え回収が滞った時点で連帯保証人に返済を求めるこ

とになる。 

（イ）特定地域新部門導入資金 延滞額 2,116 千円 

確約書によれば借受者は年 600 千円の償還を約束し、確約書の通り履行しな

い場合は、県が法的手続きをとっても異議を申し立てない旨を表明している。

しかし、現実には直近 1年間で 240 千円の返済しかなく、また他に農協にも約

3,500 千円の債務がある。今後の対応として、1 年間で 600 千円の返済が滞る

場合は連帯保証人を交えて再度話し合いを行うことになっているが､本人の生

産技術がやや低く収益状況が悪いことを考え合わせると、法的手続きを視野に

入れて回収しなければならない状況にある。 

（ウ）青年農業者等育成確保資金 延滞額 5,380 千円 

融資対象とされた作物の栽培を再開しているが、借受者は民間企業に就職し

（契約社員）給料から毎月返済をしている。返済額を平成 24 年 3 月まで月 20

千円から 4月以降は 100 千円に増額しているが、農協に代位弁済した営農関係

の負債（約 4,600 千円）につき農業信用基金協会から競売を申し立てられてい

る。今後その代位弁済された負債と競売費用の負担も考慮しなければならず、

苦しい状況の中いつまで返済が継続されて行くか疑問である。 

（エ）青年農業者等育成確保資金 延滞額 5,597 千円 

県として現状を説明し､分割返納でもよいので元金を減らすよう指導してい

るが、平成 23 年度の回収は 200 千円であった。連帯保証人（父）の協力が得

られない状況で、他の連帯保証人への求償は実施していない様子である。償還

の見通しとして､作物の収穫時期にあわせて春・冬の 2 回を見込んでおり、追

加収入の都度回収するとしているが、回収にはある程度の期間を要すると見込

まれる。 
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・借受者の所得状況の把握（指摘事項） 
農業改良資金貸付の延滞状況報告書に借受者の延滞状況の現状、償還に向けた取

組・見通し及び今後の対応等が簡略に記載されている。しかし、肝心な借受者の所

得状況が全く把握されていない。借受者は所得税の確定申告をしているはずであり、

所得税の確定申告書及び決算書（以下「決算書等」という。）を入手し､借受者の所

得状況の検討をすべきである。 
 

・栃木県農業改良資金貸付規則（以下「貸付規則」という。）の厳格な適用 
（指摘事項） 

貸付規則の第 8条第 1項第 3号では償還金の支払いを怠り、又は正当な理由がな

くて貸付の条件に違反したときには、借受者に対し、貸付金の全部又は一部につき

一時償還を命ずることができる旨規定されている。しかし、現状は借受者に延滞が

発生しても､ただちに一時償還を命じていることはない。農業に従事しているが経

営が不振のため長期にわたり延滞の状況が続いている。 

民間金融機関からの融資を受けた場合には、延滞発生後 3 か月で破綻懸念先、6

ヶ月以上で実質破綻先に債務者区分され、実質破綻先はその後の返済状況に応じ債

権回収の手続きが取られることになっている。もちろん、連帯保証人に対しても保

証債務の履行が求められ､厳格に実行されているのが現状である。 

従って、貸付規則を厳格に適用して貸付資金の回収を図るべきである。 

 

・借受者の決算書等の提出（指摘事項） 

貸付規則の第8条第1項第4号では自己の経営について農業簿記等による適正な

経営管理又は税務申告を行っていない場合には、当該借受者に対し、貸付金の全部

又は一部につき一時償還を命ずることができると規定されている。今後、延滞者だ

けでなく全ての農業改良資金の借受者に対して、決算書等の提出を求めるべきであ

る。 

 

②就農支援資金 
ⅰ事業の概要 
（ⅰ）目的 

新たに農業経営を開始する者や、就農希望者を新たに採用しようとする農業法人

等の経営体を資金の面からサポート（無利子資金の貸付）し就農の支援をする。 
（ⅱ）内容 
（ア）新たに農業経営を開始する者 

以下に該当する者は、「就農計画」を作成し県知事から認定を受けることによ

り（認定就農者）、就農支援資金を借り受けることができる。 
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（対象者） 
・自ら農業経営を目指す者 

・農業法人等への就職を目指す者 

・現在農業法人等の従業員で、独立経営を開始する者（以下の要件を全て

満たす者に限る。） 

従業員として農業に従事する期間が 1年以上 5年以内 

従業員期間の農業従事経験を生かして個人による農業経営を開始す

る者 

自己の経営について､農業簿記等により適正管理が可能な者 

 

（資金の種類） 

就農研修資金、就農準備資金、就農施設等資金 

 

（イ）就農希望者を新たに採用しようとする農業法人等の経営体 

以下の対象者は、新たに雇用する者に関する「就農計画」を作成し､県知事か

ら認定を受けることにより（認定農業者）､就農支援資金を借り受けることがで

きる。 

 

（対象者） 

新たに農業を始める者を雇用し､研修等を通じて担い手として育て

ていこうとする農業法人や農家等の経営体 

（資金の種類） 

就農研修資金、就農準備資金 

 

（ⅲ）資金の内容 

（ア）就農研修資金 

・貸付内容  農業の技術又は経営の方法を実地に習得するための研修に必要な

資金（授業料、教材費、視察研修費､滞在費、研修用機器等） 

・貸付主体  県青年農業者等育成センター（以下「育成センター」という。）

に指定されている公益財団法人栃木県農業振興公社（以下「農業

振興公社」という。） 

・貸付対象 認定就農者又は認定農業者 

・貸付限度額 農業大学校への就学       5 万円／月以内 

 先進農家等（国内外）での研修  15 万円／月以内 

 指導研修（青年のみ）     200 万円（1回限り） 



163 
 

・償還期間    青年        12 年以内（うち据置期間 4年以内） 

                特例  20 年以内（うち据置期間 9年以内） 

         中高年        7 年以内（うち据置期間 2年以内） 

                特例  12 年以内（うち据置期間 5年以内） 

 

青 年：15 歳から 30歳未満（知事特認で 40 歳未満）の者 

中高年：40 歳から 55歳未満（知事特認で 65 歳未満）の者 

・利率      無利子 

（イ）就農準備資金 

・貸付内容   住所の移転、資格の取得等就農の準備に必要な資金（住所移転

費､資格取得費、就農先調査旅費、滞在費等） 

・貸付主体   農業振興公社 

・貸付対象   認定就農者又は認定農業者 

・貸付限度額  200 万円以内（1回限り） 

・償還期間   青年      12 年以内（うち据置期間 4年以内） 

            特例  20 年以内（うち据置期間 9年以内） 

        中高年     7 年以内（うち据置期間 2年以内） 

            特例  12 年以内（うち据置期間 5年以内） 

・利率     無利子 

（ウ）就農施設等資金 

・貸付内容  農業経営を開始するのに必要となる施設・機械等の購入に必要な

資金（施設・機械購入費､種苗費、家畜購入費、農地等の賃借料、

農業機械等のリース料等 

・貸付主体  農業振興公社、農協等の融資機関 

・貸付対象  認定就農者 

・貸付限度額 経営開始後 5年間を対象 

青 年 3,700 万円以内（但し 2,800 万円を超える額は、必要額

の 1/2） 

中高年 2,700 万円以内（但し 1,800 万円を超える額は、必要額

の 1/2） 

・償還期間  12 年以内（うち据置期間 5年以内） 

・利率    無利子 

・その他   農業信用基金協会の債務保証の対象 

 

  （ⅳ）就農支援資金の明細 
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就農支援資金の明細は、下記のとおりである。 （単位：千円） 
貸 出 先 平成23年度期首 増  加 減  少 平成23年度期末 

就農施設等資金     

青  年 815,207 112,161 91,798 835,570 

中 高 年 93,657 － 6,129 87,528 

計 908,864 112,161 97,927 923,098 

農業振興公社

（育成センタ

ー） 

 

 

208,979 

 

 

－ 

 

 

25,652 

 

 

183,327 

合 計 1,117,843 112,161 123,579 1,106,425 

 
県が､就農支援資金として認定就農者へ融資機関を介して貸出しているのは就農施設

等資金だけで､就農研修資金及び就農準備資金は、県が農業振興公社へ一旦貸出しその

資金を財源として､農業振興公社から認定就農者及び認定農業者へ貸出が行われている

のが現状である。 
農業振興公社から認定就農者及び認定農業者へ貸付金の明細は､下記のとおりである。 

（単位：千円） 
区  分 平成 23 年度期首 増 加 減 少 平成23年度期末 

青 年     
研修資金 52,439 3,000 16,140 39,299 

準備資金 7,075 － 575 6,500 

計 59,514 3,000 16,715 45,799 

中高年     

研修資金 2,320 － 290 2,030 

準備資金 500 － － 500 

計 2,820 － 290 2,530 

合  計 62,334 3,000 17,005 48,329 

   

  （ⅴ）延滞額 
   就農施設等資金は延滞額がないが､農業振興公社の貸付金の延滞額は､下記のと

おりである。  
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（単位：千円） 
資 金 種

類 
貸付額 貸 付 残

高 
延滞額 延滞開始 

（年月日） 
償還期限 
（年月日） 

延 滞 理

由 
違 約 金

額 
研 修 3,600 70 70 18.5.10 18.5.10 営 農 不

振 

算出無 

研修※ 1,200 275 275 18.12.10 20.12.10 離 農 107 

研 修 1,350 90 90 20.12.10 21.12.10 営 農 不

振 

51 

研 修 2,850 400 400 20.12.10 22.12.10 営 農 不

振 

51 

研 修 ※

と同一 

1,800 790 790 19.12.10 同 上 離 農 188 

研 修 1,800 645 645 21.12.10 23.12.10 連 絡 不

通 

一部  1 

研 修 3,600 300 300 同  上 同 上 営 農 不

振 

一部 30 

研 修 1,200 280 280 19.12.10 同 上 同 上 算出無 

研 修 1,200 530 530 20.12.10 同 上 同 上 一部 78 

研 修 1,200 216 96 同  上 24.12.10 同 上 算出無 

研 修 1,200 960 720 18.12.10 25.12.10 同 上 一部 61 

研 修 1,200 1,050 750 19.12.10 同 上 離 農 141 

研 修 1,200 1,147 697 同  上 26.12.10 離 農 134 

研 修 1,200 340 150 23.12.10 30.12.10 計 画 変

更 

算出無 

準 備 2,000 750 750 21.12.10 23.12.10 再 起 不

能 

56 

合 計 26,600 7,843 6,543     

  ※は同一貸出先である。 

 

ⅱ検出事項 
上都賀及び下都賀農業振興事務所の就農施設等資金､農業振興公社の貸付金につい

て抽出して検証したところ以下の事項が検出された。 
（ⅰ）就農施設等資金の貸付金 
栃木県就農支援資金貸付金貸付等要領（以下「貸付等要領」という）第 14 の 2 に

基づき、適正に融資機関を通して貸付の申請から決定が行われているのを確認した。

また、就農施設等資金の貸付金では延滞が発生していないので問題はない。 
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・決算書等の提出及びモニタリング（意見） 
今後の対応として、認定就農者の作付面積・生産・販売内容等の経営状況は把握

されているが、毎年の事業収支の実績を把握して事業計画通りの経営が行われてい

るかどうかを管理すべきである。貸付等要領第 14 の（22）経営状況の把握による

と､「融資機関は、認定就農者に事業計画期間中、事業計画が達成されるまでの間、

毎年、経営状況が判断できる資料を提出させ、事業計画の達成状況の把握に努める

と共に、農業振興事務所等関係機関と連携し、適宜適切な指導を行うものとする。」

と規定しているので、この規定を遵守することが融資機関に望まれ､農業振興事務

所にも融資機関と連携してこれらの働きかけをすることが求められる。また、認定

就農者が貸付等要領第 14 の 2 の（17）就農支援資金の一時償還の項目「借入金に

より行う経営の収支を明らかにした帳簿の記載を行わず」に該当した時には、融資

機関は､期限を示して一時償還を請求するものとすると規定している。このように､

認定就農者は経営の収支を明らかにした帳簿の作成を義務付けられていることか

ら、経営状況の判断ができる資料即ち決算書の作成が認定就農者に求められている

ことが分かる。従って、今後は農業振興事務所においても定期的に決算書等を求め

て事業計画の達成状況の把握（モニタリング）を行う必要がある。 

 

（ⅱ）農業振興公社の貸付金 
・資金別貸付残高実績の正確な記載（意見） 

農業振興公社では、貸付状況の総括表とその内訳としての資金別貸付残高実績を

作成しているが、両者の平成 23 年度期末の貸付残額に相違があった。その理由と

して、資金別貸付残高実績の青年の研修資金及び準備資金の前年度からの繰越額等

が違っていたためであったが､詳細確認後両者の残高は一致した。今後は正確な記

載が求められる。 

 

・主管課の管理（指摘事項） 

農業振興公社は､毎年度就農支援資金貸付業務実績報告書及び附属書類（以下「実

績報告書等」という。）を主管課に報告しチェックを受けているはずである。しか

し、実績報告書等の一致するはずの平成 22 年度の次年度繰越金と平成 23 年度の前

年度繰越額が 6,065 千円相違していた。このため平成 23 年度の次年度繰越金も相

違していた。農業振興公社からは参考資料として貸付の明細が提出されており、こ

の参考資料と照合すれば相違は発見できたはずである。事業の実施状況を正確に把

握するためには、正確な記載内容の実績報告書等が必要でありそのためにも提出さ

れた関係資料のチェックは必要である。主管課は提出された実績報告書等の内容を

十分に確認すべきである。 
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・違約金の把握（指摘事項） 
延滞額に対する違約金の実績額は元本の返済の都度把握しているが、毎年度末の

違約金額を把握していない。違約金額は、毎年度末に必ず把握するべきである。 
 

・栃木県青年農業者等育成センター就農支援資金貸付業務要綱（以下「貸付業務要

綱」という。）の厳格な適用（指摘事項） 
延滞金額は 14 人合計で 6,543 千円発生し、その中の営農不振のため償還期限が

過ぎている者 6 人､離農していると考えられる者 3 人､その他の営農不振 2 人､その

他 3 人と延滞理由は様々である。貸付業務要綱によれば育成センターは､認定就農

者等が貸付業務要綱第 18 条（貸付金の一時償還）第 1項第 2号の「離農したとき」

及び第 4号の「償還金の支払いを怠ったとき」には､貸付金の全部又は一部につき､

期限を示して一時償還を請求するものとすると規定されている。また、貸付業務要

綱第 19 条（違約金）では、支払期日までに償還金又は一時償還金を支払わなかっ

た場合には、延滞金額につき年 12.25%の割合をもって支払期日の翌日から支払当

日までの日数により計算した違約金を徴収するものとすると規定されている。実際

に延滞が発生してもすぐには貸付業務要綱第 18 条の第 2 号及び第 4 号を適用して

一時償還を延滞者に求めないでいるという実状は理解できるが、離農・再起不能と

認められる者及び償還期限が経過している者に対しては、貸付業務要綱を厳格に適

用して貸付金の回収と共に違約金の徴収を図るべきである。また、この研修資金及

び準備資金は、農業信用基金協会の債務保証の適用がないため､貸付資金の回収に

は細心の注意を払う必要がある。 

 

・決算書等の提出及びモニタリング（意見） 
就農施設等資金の意見と同じである。 
 

・就農支援資金貸付の意義（意見） 

育成センターの就農支援資金（研修資金及び準備資金）の貸付実績の年度毎の推

移をみると、平成 16年度を境に急速に減少してきている。平成 7年度から平成 15

年度までの年平均は 37.2 件で 51,091 千円のところ、平成 23 年度には 2件で 3,000

千円､過去 5 年間の平均でも 3.4 件で 4,237 千円と極端に少なくなってきている。

この現象をどのように捉えるかを考えると、大きな要因は金利の低下であろうとい

うことが指摘できる。金利の低下に伴い就農支援資金でなくても就農準備や研修の

ための資金はある程度用意できることが伺える。一方、償還実績は平成 14 年度よ

り 30,000 千円から 40,000 千円のペースで償還が進み、ここ 3 年間は 20,000 千円

前後で推移しており、貸付を大幅に超える償還が続いているため貸付残高の減少傾

向となっている。このような実態から考え､相談者に対し就農支援資金の活用を促
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すことが必要と思われるが、同時に就農支援資金貸付の有り方についても検討する

時期に来ているのではないかと思われる。 
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Ⅳ 「とちぎ未来開拓プログラム」との関連 
１．補助金､負担金及び交付金との関連 

前記Ⅱ２．補助金、負担金及び交付金（２）役割と問題点のところで「とちぎ未来

開拓プログラム」（以下「プログラム」という。）との関連に触れたが､この項ではこ

れまで述べてきた補助金、負担金及び交付金（以下「補助金等」という。）の中で、

プログラムの主な検討事業に該当する事業の補助金等について検討する。 

前掲した補助金等一覧表（P27 から P33）の中で該当するのは、以下の事業である。 

 ①農政課                     補助金等金額 

  ・栃木県農業会議補助金（内、人件費（県費部分）） 33,238 千円 

  ・とちぎの食育・地産地消総合推進事業費補助金    1,071 千円 

  ・とちぎ“食と農”ふれあいフェア 

               実行委員会負担金       5,000 千円 

 ②農村振興課 

  ・とちぎ“食と農”ふれあいフェア 

               実行委員会負担金   10,000 千円 

 ③経済流通課 

  ・農業近代化資金利子補給金            97,290 千円 

 ④経営技術課 

  ・農地確保・利用支援事業費補助金            － 

  ・経営体育成整備事業費補助金              － 

  ・農業雇用確保緊急対策事業費補助金             － 

  ・先進的営農支援交付金             25,500 千円 

 ⑤生産振興課 

  ・需要対応型園芸産地育成事業費補助金            － 

  ・園芸産地総合戦略支援事業費補助金       25,596 千円 

  ・水田経営とちぎモデル条件整備事業費補助金   51,705 千円 

・米麦改良事業費補助金              4,962 千円 

・青果物生産安定互助対策事業費補助金       8,876 千円 

・優良種苗生産助成事業費補助金          2,741 千円 

 ⑥畜産振興課 

  ・肉豚価格安定事業費補助金           29,963 千円 

 ⑦農地整備課 

  ・土地改良施設管理費補助金           57,176 千円 

２．主な検討事業 

上記の内、プログラムの中で「集中改革期間における具体的な取組」の一つとして

行政経費の削減が挙げられ､事務事業の見直しとして継続する事業と見直しを行う事
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業に区分し、各事業に対して交付される補助金等を区分すると次のとおりである。 
（継続する事業） 

・農業近代化資金融通促進費 
・農業雇用確保緊急対策事業費補助金 
・米麦改良事業費補助金 
・青果物生産安定互助対策事業費補助金 
・優良種苗生産助成事業費補助金  
・土地改良施設管理費補助金 
・とちぎ“食と農”ふれあいフェア実行委員会負担金 

（見直しを行う事業） 
①県の役割の明確化 
ア．民間との役割分担 

基本的な考え方は、「民間にできることは民間に」を基本とし、県は県が担

うべき役割への重点化を推進する。 
・需要対応型園芸産地育成事業費補助金  
・園芸産地総合戦略支援事業費補助金 
・水田経営とちぎモデル条件整備事業費補助金 

イ．市町との役割分担 
基本的な考え方は、「住民に身近なサービスは住民に最も身近な市町で」を

基本に、県は広域的・専門的な観点から必要な役割を果たすとともに、ノウハ

ウの提供等を通じて支援を強化する。 
・先進的営農支援交付金 

②県民ニーズの検証等 
ア．県民ニーズの徹底検証 

基本的な考え方は、個々の事業の費用対効果を十分に検証するとともに、県

民ニーズや現状の課題解決に直接結びつかない事業は廃止するか、事業手法を

見直す。 
・肉豚価格安定事業費補助金 

イ．関係団体（出資法人等）への県関与の見直し 
基本的な考え方は、県出資法人や補助対象団体に対する人的・財政的な県の

関わり方を見直すとともに、今後の県議会における「県出資法人あり方検討会」

の提言も踏まえ､法人のあり方の見直しを進める。 
・栃木県農業会議補助金 
・農地確保・利用支援事業費補助金 
・経営体育成整備事業費補助金 

③「最小の費用で最大の効果」の実現 
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ア．費用対効果の徹底検証 
基本的な考え方は、事業の実施に当たっては、費用対効果を徹底的に検証し、

NPO をはじめとする民間活力の活用を積極的に図るなどにより事業手法を見直

す。 

・とちぎの食育・地産地消総合推進事業費補助金 

 

また、「とちぎ未来開拓プログラム」の中で補助金等及び貸付金に関連する「主

な検討事業一覧」の見直し内容は以下のとおりである。 

（単位：千円） 
事 業 名 平成 21 年度予算 平成 25 年度見込額 見直し内容 

農業近代化資金融

通促進費 
25,233 24,984 農業経営の改善や、安定的

な経営を目指す農業者に対

する支援事業であり、現行

通り継続 

農業雇用確保緊急

対策事業費補助金 
31,185 － 当初計画のとおり平成22年

度で終了 

米麦改良事業費補

助金 
175,000 175,000 現行どおり継続 

青果物生産安定互

助対策事業費補助

金 

12,035 12,035 現行どおり継続 

優良種苗生産助成

事業費補助金 
175,000 175,000 現行どおり継続 

土地改良施設維持

管理適正化事業費 
10,800 10,102 ストックマネジメントの着

実な推進の観点から現行ど

おり継続 

とちぎ“食と農”ふ

れあいフェア実行

委員会負担金 

10,000 10,000 県民の“食と農”に対する

理解を深めるために必要な

ことから、現行どおり継続 
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需要対応型園芸産

地育成事業費補助

金 

 

                  

61,400 

 

                

10,000 

 

 

 

補助対象や事業内容を見直

す 

園芸産地総合戦略

支援事業費補助金 
補助対象や事業内容を見直

す 

水田経営とちぎモ

デル条件整備事業

費補助金 

 

27,147 

 

 

10,000 

 

補助対象や事業内容を見直

す 

先進的営農支援交

付金 
33,262 16,631 国の次期対策が始まる平成

24 年度から事業費を圧縮 

肉豚価格安定事業

費補助金 
60,885 10,368 平成22年度から補助率を見

直した上で継続 

栃木県農業会議補

助金 
34,419 34,329 補助対象経費を見直し、現

行どおり継続 

農地確保・利用支援

事業費補助金 
10,000 － 業務の改善を進め、平成 23

年度末までに廃止 

経営体育成整備事

業費補助金 
10,782 5,782 事業推進指導の事業量が減

少することから、事業量に

応じた見直しを行う 

とちぎの食育・地産

地消総合推進事業

費補助金 

10,280 － 県農産物の供給拡大に対す

る支援については、平成 22

年度から廃止､米飯給食の

回数拡大支援は事業内容を

見直したうえで平成25年度

から廃止 

（貸 付 金）    

就農支援資金貸付

事業特別会計繰出

金 

31,000 24,000 

平成 23 年度 

 純貸出金額Δ11,418 

特別会計からの繰入金の範

囲内で実施することが出来

るため、現行どおり継続 

  
３．個別の検討 

      プログラムが公表されたのは平成 21 年 10 月であり、その後 3 年以上経過してい

るので、平成 23 年度決算に当時の状況をそのまま当てはめることは適切ではないと

も考えられるが、事業の見直し及びその進捗状況の検討は意義あるものと考えられ

る。 
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 （継続する事業） 
  ①農業近代化資金融通促進費 

   農業近代化資金融通促進費は農業近代化資金利子補給金と農業経営負担軽減支

援資金利子補給金の合計額である。プログラムの検討対象は新規融資分に対する利

子補給金であり既融資分に対する利子補給金はプログラム検討の対象外となって

いる。平成21年度のプログラム検討予算25,233千円に対し平成23年度予算19,306

千円､プログラム検討対象を含めた実績も平成 21 年度 127,160 千円から平成 23 年

度 97,814 千円へと減少している。 

  ②農業雇用確保緊急対策事業費補助金 

   当初計画のとおり平成 22 年度で終了している。 

  ③米麦改良事業費補助金 

   見直しの内容は、現行通り継続とされているが､平成 21 年度プログラム検討予算

175,000千円に対し平成23年度予算5,117千円､実績4,962千円と見直されている。 

  ④青果物生産安定互助対策事業費補助金 

   見直しの内容は、現行通り継続とされているが､平成 21 年度プログラム検討予算

12,035 千円に対し平成 23年度予算 3,869 千円､実績 8,876 千円と見直されている｡ 

  ⑤優良種苗生産助成事業費補助金 

   見直しの内容は、現行通り継続とされているが､平成 21 年度プログラム検討予算

175,000千円に対し平成23年度予算2,742千円､実績2,741千円と見直されている。 

  ⑥土地改良施設管理費補助金（土地改良施設維持管理適正化事業費補助金及び施設

改善対策事業費補助金） 

   見直しの内容は、ストックマネジメントの着実な推進の観点から現行どおり継 

  続とされているが、平成 21 年度プログラム検討予算 10,800 千円に対し平成 23 年

度予算 9,990 千円､実績 9,990 千円と見直されている。 

  ⑦とちぎ“食と農”ふれあいフェア実行委員会負担金 

   見直しの内容は、現行通り継続とされており､平成 21 年度プログラム検討予算

10,000 千円に対し平成 23 年度予算 15,000 千円､実績 15,000 千円が計上されてい

る。平成 23年度の予算及び実績は､農政課 5,000 千円､農村振興課 10,000 千円と二

つの課において､平成 21年度からそれぞれ同額が計上されている。同一の事業に対

して二つの課が関わり､それぞれ負担金が交付されていることは、効率性の観点か

ら見直すべきである。（意見） 
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 （見直しを行う事業） 
  ⑧需要対応型園芸産地育成事業費補助金 
  ⑨園芸産地総合戦略支援事業費補助金 

上記⑧の補助金が平成 21 年度プログラム検討予算 61,400 千円として計上され 

ていたが、実績は平成 21 年度及び平成 22 年度と見直され､平成 23 年度に上記⑨の

補助金へ名称変更されている。平成 23 年度実績は 25,596 千円と見直されている。 

  ⑩水田経営とちぎモデル条件整備事業費補助金  

   平成21年度プログラム検討予算27,147千円に対し平成23年度予算70,000千円､

実績 51,705 千円と増額しており見直しの内容に反しているので､増額の合理的な

根拠が求められる。（意見） 

⑪先進的営農支援交付金 

   見直しの内容は、国の次期対策が始まる平成 24 年度から事業費を圧縮するとし

ているが､平成 21 年度プログラム検討予算 33,262 千円に対し平成 23 年度実績

25,500 千円と平成 25年度見込予算 16,631 千円へと削減が進んでいる。 

⑫肉豚価格安定事業費補助金 

   平成 22 年度から補助率を見直した上で継続しており、平成 23 年度実績 29,963 

千円と平成 22 年度から増加したのは契約頭数が増えたためで､平成 21 年度プログ

ラム検討予算額からは大幅減少している。 

⑬栃木県農業会議補助金 

   平成 21 年度プログラム検討予算 34,419 千円､実績 33,167 千円に対して、見直し

の内容は､補助対象経費を見直し現行どおり継続としているが、平成 23 年度実績は､

33,238 千円と 71 千円増加で見直しの効果が出ている。見直しの補助対象経費は､

職員人件費であり､補助対象経費を見直すのであれば､補助対象者の人員配置等に

ついて検討を行い､基本的な考え方にある補助対象団体に対する人的・財政的な県

の関わり方の見直しを再考する必要がある。（意見） 

⑭農地確保・利用支援事業費補助金 

   平成 22 年度に廃止されている。 

⑮経営体育成整備事業費補助金 

   平成 21 年度プログラム検討予算 10,782 千円に対して、平成 22 年度に 50,705 千

円の実績があったが、平成 23 年度は見直しの結果廃止されている。 

⑯とちぎの食育・地産地消総合推進事業費補助金 

   平成 21 年度プログラム検討予算 10,280 千円に対して、平成 23 年度実績 1,071

千円と見直しが進んでいる。 

⑰就農支援資金貸付事業特別会計繰出金 

   平成 23 年度就農支援資金貸付事業特別会計の実績は貸付額より回収額の方が

11,418 千円多いが、平成 22 年度及び平成 21 年度は貸付の方が多かった。平成 21
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年度プログラム検討予算額に就農支援資金貸付事業特別会計繰出金として 31,000

千円計上されているのはこのためと考えられるが、貸出と回収のバランスが見込め

るのであれば予算の削減は可能と考えられる。（意見） 

 

４．その他具体的な取組 

プログラムの中の「集中改革期間における具体的な取組」としてこれまで述べてき

た事項の他に､補助金等及び貸付金に関連する取組みがある。 

①「歳入の確保」の「出資金・貸付金の見直し」の中で主な取組みとして､以下

の項目が示されている。 

・金融情勢その他の経済情勢の変化に迅速に対応しながら、貸付事業の実績を

踏まえ、新規貸付の中止等見直しを実施します。 

・滞納債権については増加傾向にあるため、県民負担の公平性確保の観点から

も、法的措置を含めた厳格な措置を講ずるなど、適切な債権確保に努めます。 

・無利子貸付金については、有利子化を検討します。 

・県の関係団体に対する出資金・貸付金については、必要性等について改めて

検討します。 

これらの取組みについては貸付金の項で指摘した事項と関連するものであ

り、今後真剣に見直すべきである。（意見） 

 

②「行政経費の削減」の「事務事業の見直し」の中で以下のとおり基本的な考え

方が示されている。 

ⅰ「県の役割の明確化」の「民間との役割分担」及び「市町との役割分担」 

・国庫補助事業に県が単独で上乗せしている補助金は見直します。 

・国庫補助の対象にならない事業に対する県単独補助金は見直します。 

・補助率は、ソフト 1/2､ハード 4/10 を上限とします。 

・市町の財政力指数等により一部事業の補助率を変更します。 

・権限委譲交付金を除き、市町総合交付金は補助金同様に見直します。 

 

ⅱ「県民ニーズの検証等」 

ア「県民ニーズの徹底検証」 

・利用実績の少ない貸付金等は、廃止するか､貸付枠を縮小します。 

イ「関係団体（出資法人等）への県関与の見直し」 

・関係団体への補助金､交付金、委託料は改めて必要性を検討し、廃止または

スリム化します。 

・繰越金等内部留保のある関係団体への補助金は当分の間休止します。 
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ⅲ『「最小の費用で最大の効果」の実現』 
・無利子貸付金の有利子化を進めます。 

 
このように、基本的な考え方として補助金等の見直し､補助率の変更、貸付

金の改廃、関係団体への補助金等の見直し及び無利子貸付金の有利子化も、こ

れまで補助金等の項で述べてきた事項と関連するものであり、これらの考え方

を取入れて今後適切な補助行政を行うべきである。（意見） 
 

③繰越金等内部留保のある関係団体への補助金 
プログラムの中で繰越金等内部留保のある関係団体への補助金は当分の間休

止するとしているが、実際には休止せず継続されている補助金もある。いわゆる

経費補助として交付される補助金がこれに該当すると考えられる。 
経費補助として交付金が交付されている先として、特に栃木県土地改良事業団

体連合会、土地改良区及び土地改良区連合が指摘できる。補助金交付の妥当性に

ついて監査の結果でも指摘しているが、プログラムの視点からも検討する必要が

ある。（意見） 
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Ⅴ おわりに 
1．補助金等の現状 

以上補助金等について検討を行ってきたが、これらは性質別に以下のとおりに分

類される。 
①法令や条例等の定めにより一定の負担割合や負担額が定められているもの 
②国の補助制度に伴い助成するもの 
③行政の代行的事業を行う公益法人等に対して助成するもの 
④公益法人等の公益事業を促進するため助成するもの 
⑤各種行事の開催に対して助成するもの 

これらの補助金等の交付にあたっては､地方自治法第 232 条の 2 において「普通

地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすること

ができる。」と規定されていることを踏まえると、「公益性」の要件を満たさなけれ

ばならない。また、公益性に加えて「効率性」､「公平性」､「経済性」及び「有効

性」等も一般的な要件として挙げられる。「公益性」の判断は、「公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律」第２条４号で公益目的事業として、「学術、

技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定か

つ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。」と規定されているのでこの要件

によることになる。従って、公益上の判断をするにあたっては､この要件を満たす

ことが求められることになる。 
補助金等の見直しという観点から考察すると補助金等の現状は以下のとおりで

ある。 
上記①について  
法令や条例等に基づく義務的な負担が定められているため、裁量の余地がなく補

助金等を直ちに廃止することはできない。そこで、法令や条例等の改廃に応じた見

直しを行い、その必要性や効果について検討する必要がある。（意見） 
上記②について 
国の補助制度を活用した補助事業について、事業の奨励を目的としているものも

あるが県民のニーズに合致したものかどうかを、効率性や経済性の観点から検証し

県の実状にあう補助事業を目指す必要がある。「とちぎ未来開拓プログラム」の中

で､国庫補助事業に県が単独で上乗せしている補助金は見直すことを掲げており、

今後は削減を前提とした制度改正を行う必要がある。（意見） 
上記③について 
行政の代行的事業を行う公益法人等は、県の行う業務を代行､補完する役割を担

うことを目的に設置されているが、社会情勢が変化する中でその役割と意義が問わ

れている。また、補助金の見直しと共に公益法人等のあり方も検討する必要がある。

（意見） 



178 
 

上記④について 
公益法人等の公益事業を促進するためという名目で、毎年一定の金額を運営補助

として助成しているが、その公益法人等が行う事業毎に交付額を判断していないた

め補助金額の妥当性や効果が分かりにくい状況にある。個別事業の内容に則した補

助の必要性を検討する必要がある。（意見） 
上記⑤について 
各種行事の開催に対して助成するものについて、毎年助成しているものは補助金

額の妥当性や効果について十分な検証を行う必要がある。（意見） 
 

2．補助金等の有効性の測定 
平成 11 年度の包括外部監査において「農務部の補助金の使用状況」についての

監査が実施され､この監査の結果に基づく措置状況が県公報（平成 13 年 3 月 30 日

第 1244 号）に公表されている。その中で今回の包括外部監査に関係する項目は「費

用対効果の測定について」である。その時の監査結果として､「補助事業が補助金

交付の趣旨に沿った成果を上げているのかという点を最終的に確認する事が必要

である。補助金の効果をどのような尺度で測定するのか、行政機関に対して今後求

められる課題であり、そのための手法の開発が急がれる。」と指摘している。この

監査結果に対して県の講じた措置は､「補助事業の効果測定は、今後とも事業を効

率的に実施するために必要なものであるが、補助制度全体に広く関係する事項であ

り、来年度以降も引き続き検討していく。」としている。その後 10 年以上が経過し

ているにもかかわらず、この補助事業の効果測定について具体的な基準が設定され

ていない。補助金の効果をどのような尺度で測定するかという課題は、農政部だけ

でなく県の補助制度全体に広く関係する事項であるため、他の部局も含めた検討が

求められる。（指摘事項） 


