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歳出予算事業概要書令和 4年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

事業

0001 農業委員等報酬 (簡略番号：008613) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計
事 業 費 10,365 10,365 10,101

財
源
内
訳

国庫支出金

農林水産業費 項 農業費 01 農業委員会費 所属 0101012300-0000 農業委員会

前々年度決算
9,766

事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 経常 地方債
県支出金 970 970 706

補助単独区分 目的区分 農－業－農業農村整備 一般財源 9,395 9,395 9,395
経費区分 未設定 事業の種類 未設定 その他

　【一般財源】9,395千円

１．事業の概要と必要性
　農業委員報酬　　　　　　定数　12人
　農地利用最適化推進委員　定数　 8人
　　農業委員会に関する法律、農地法、農業経営基盤強化促進法など法令に基づく業務。
　　・農地の権利移動(売買等)の許可業務、農地転用の審査、農地の賃貸借の解約
　　・農地紛争の仲介業務・農地のあっせん、調整業務
　　・農地等の利用の最適化を推進（担い手への農地等の利用集積、遊休農地の発生防止と
　　　解消、新規参入の促進など）
　　・農家相談活動業務など
　
　農業委員　任期：令和2年7月20日～令和5年7月19日
　推進委員　任期：令和2年7月20日～令和5年7月19日
　

２．根拠法令
　農業委員会等に関する法律・農地法など

４．基本計画との関連

５．本年度の計画効果
　　農地法に基づく、農地の適正管理、農地の利用調整など最適化推進
　　農業委員、農地利用最適化推進委員が、担当地区において担い手への農地等の利用
　　集積、遊休農地の発生防止と解消、新規参入の促進を重点的に推進する。

６．財源の説明
　【補助金】　　970千円

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

３．用地の状況

節 本年度要求 本年度査定 節 本年度要求 本年度査定
01 報酬 10,365 10,365 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

23 投資及び出資金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費

都道府県支出金 15020401001 農業委員会補助金 970 970

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 10,365 10,365

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

実施計画
計 上 額

補助金等の名称 農業委員会補助金（農地利用最適化交付金）
補助基本額 970 補助率 100.0% 補助金額 970

実施
計画

05款 01項 01目 000100000事業 農業委員等報酬
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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節
細節

農林水産業費 項 農業費 01 農業委員会費 所属 0101012300-0000 農業委員会

歳出予算事業概要書令和 4年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 241 340 △99 84

事業

0010 農業委員会経常経費 (簡略番号：008617) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,545 1,982 △437 859 903

事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 経常 地方債

補助単独区分 目的区分 農－業－農業農村整備 一般財源 1,304 1,642 △338 775
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他

　研修等を実施し各委員の知識と資質の向上を図り、農業委員会業務の円滑な実施が図れる
　よう努めた。農用地の全筆調査の実施により町内農地の把握ができた。また、非農地とす
　べき荒廃農地の地目変更手続きを町民課と共同で進めることができた。

６．財源の説明
　【補助金】　　241千円
　【一般財源】1,304千円　

１．事業の概要と必要性
　農業委員会活動に必要な通常経費。
　○農業委員会等に関する法律・農地法・農業経営基盤強化法など法令に基づく業務。
　　農地の権利移動、農地の転用、農地の賃貸借の解約、農地紛争の仲介等の業務、農用地
　等の利用の最適化を推進（担い手への農地等の利用集積、遊休農地の発生防止と解消、新
　規参入の促進など）、農地のあっせん調整業務、農家相談等
　○委員会活動業務
　　・認定農業者等へ制度や農地の情報を提供し、規模拡大及び耕作放棄地対策としての農
　　　地のあっせん等の調整業務。
　　・農地の無断・違法転用等の点検、農地の利用状況調査。
　　・県外先進地に赴きその事例に学ぶことで、さらなる知識の向上を図り今後の活動の参
　　　考とする。

２．根拠法令
　農地法
　農業委員会等に関する法律・農地法など

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

３．用地の状況

本年度査定
01 報酬 16 公有財産購入費

節 本年度要求 本年度査定 節 本年度要求

02 給料 17 備品購入費

４．基本計画との関連

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】
　農業委員並びに農地利用最適化推進委員、職員の意識・知識の向上を図り､法令に基づく
　業務や所掌事務の円滑な実施、町内農地の把握及び担い手等への農地集積、遊休農地の解
　消を推進する。
　【令和3年度評価】

321 23 投資及び出資金

8 8
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

204 26 公課費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 321
09 交際費 25 25 24 積立金
10 需用費 129 129 25 寄附金
11 役務費 204

都道府県支出金 15020401001 農業委員会補助金 241 340

12 委託料 858 858 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,545 1,545

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

計 上 額

05款 01項 01目 001000000事業 農業委員会経常経費

補助金等の名称 農業委員会補助金
補助基本額 241 補助率 100.0% 補助金額 241

実施
計画

実施計画
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