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第一章 地域に根ざした産業の活性化 

第一節 商業の振興 

21101 地域に密着した商業展開への支援 
 商店街街路灯維持管理費の補助 商業観光課 
 商業活性化ビジョンの推進 商業観光課 

★ 空き店舗活用補助事業（対象地区の拡大） 商業観光課 
 我孫子市ふるさと産品の育成 商業観光課 

 

21102 商業団体の活動への支援 
 商工会育成事業 商業観光課 
 我孫子市産業まつり 商業観光課 
 布佐地区復興支援事業 商業観光課 

 

 

事業概要 

 ●空き店舗活用補助事業（対象地区の拡大）（21101） 
空き店舗の利用促進と賑わい創出のため、空き店舗を利用して出店した事業者に対し、店舗開店に要する
改装費の１／２（上限４０万円）と、店舗賃借料の１／２（上限月５万円、１年間）を補助しているが、
２８年度から、対象地区を我孫子駅周辺を除く市域全域に拡大する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・改装費補助 
・家賃補助 

・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
空き店舗への出店を促し、地域住民の買い物環境の向上を図る。 

 

◇指標・現況値・目標値 市内全域での補助金による年間出店件数：8(H27)→11（H30） 

商業観光課 
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第二節 観光の創出 

21201 観光資源をいかした地域産業の活性化 
 手賀沼周遊レンタサイクル・ミニＳＬ事業 商業観光課 
 手賀沼花火大会 商業観光課 
 水生植物園の管理運営 商業観光課 
 ＴＥＧＡスタンプラリー 商業観光課 

★ 観光振興計画の推進 商業観光課 
★ マスコットキャラクターの活用（着ぐるみ作成） 商業観光課 

 あびこカッパまつり 商業観光課 
★ （仮称）第５０回日本女子オープンゴルフ選手権プロジェクト 商業観光課 

 

21202 観光やイベントなどの地域情報の発信 
 我孫子インフォメーションセンターの運営 商業観光課 

 

 

事業概要 

 ● 観光振興計画の推進（21201） 
交流人口を拡大するため、観光振興計画推進の一環として、手賀沼観光施設誘導方針を策定し、我孫子新
田地区において観光施設の誘導のしくみを整える。また、来訪する観光客の散策の利便性の向上のため、
あびこガイドマップを見直し、改訂版を作成する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・手賀沼観光施設誘導方針の策定 
・ガイドマップ作成（３万部） 

・観光案内板設置  

   ◇実施計画期間内（平成２９年度）の達成目標 
観光振興計画に基づき、位置づけられた事業を実施する。 

◇指標・現況値・目標値 事業の進捗率：100％ 

商業観光課 
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 ● マスコットキャラクターの活用（着ぐるみ作成）（21201） 
２７年度に市のマスコットキャラクターとなった手賀沼のうなきちさんの認知度を高め、我孫子をＰＲす
るため、着ぐるみの貸出しやグッズの作成、販売を行う。２８年度は着ぐるみを新たに１体作成する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・着ぐるみの作成 
・着ぐるみの活用 

・着ぐるみの活用 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
手賀沼のうなきちさんが観光情報の発信やイベント等で多く利用されている。 

◇指標・現況値・目標値 着ぐるみ貸出し件数：90回／年(H27)→100 回／年（H30） 

商業観光課 

 

 ● （仮称）第５０回日本女子オープンゴルフ選手権プロジェクト（21201） 
２９年９月２８日から１０月１日に、我孫子ゴルフ倶楽部で開催される「第５０回日本女子オープンゴル
フ選手権」にあわせて、我孫子市の魅力を広く全国に発信することによって、我孫子市のＰＲを行う。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・プロジェクト組織の立ち上げ 
・取り組み内容の検討・準備 
 

・取り組みの実施  

   ◇実施計画期間内（平成２９年度）の達成目標 
日本女子オープンゴルフ選手権において、市、市民、市民団体。関係機関などが一体となって、我孫子市
のＰＲを効果的に行う。 

◇指標・現況値・目標値 日本女子オープンゴルフ選手権でのＰＲの実施率：100％ 

商業観光課 
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第三節 工業の振興 

21301 住工混在の解消に向けた企業の集団化 
★ 住工混在の解消 企業立地推進課 

 

21302 地元企業の活性化に向けた支援 
 永年勤続表彰 企業立地推進課 
 中小企業への資金融資 企業立地推進課 
 中小企業退職金共済金補助金 企業立地推進課 

 

 

事業概要 

 ● 住工混在の解消（21301） 
住工混在の解消に向け、工場集団化事業に資する用地を市で取得・整備するため、地権者と交渉を進めて
いく。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・工場集団化事業の推進 ・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
用地を取得し、造成工事に着手する。 

◇指標・現況値・目標値 全体事業の進捗率：30%(H27)→70%(H30) 

企業立地推進課 
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第四節 新たな産業の振興と雇用の安定・創出 

21401 新たな企業立地や起業・創業の支援 
★ 企業が進出しやすい環境の整備 企業立地推進課 
★ 起業・創業の支援 企業立地推進課 

 

21402 就労支援の充実 
 地域職業相談室の運営 企業立地推進課 

★ 就労支援事業 企業立地推進課 

 

 

事業概要 

 ● 企業が進出しやすい環境の整備（21401） 
新たな企業が進出しやすい環境の整備や支援策等を整理する。また、工場集団化事業の進捗に合わせ、企
業立地推奨金制度の検討を行う。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・あびこ創業・事業物件ナビの運用 
・立地推奨金制度の検討 
・新たな事業用地創出の検討 

・同左 ・立地推奨金制度の創
設 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
支援策等の推進により企業の進出を促す。 

◇指標・現況値・目標値 企業の進出件数：0 件(H27)→1件(H30) 

企業立地推進課 

 

 ● 起業・創業の支援（21401） 
起業・創業への相談体制の確立や助成などの支援を行う。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・シンポジウムの開催 
・創業支援補助金 
・創業塾運営 

・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
支援策の実施により起業・創業を促す。 

◇指標・現況値・目標値 起業・創業累計件数：9件(H27)→19 件(H30) 

企業立地推進課 
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 ● 就労支援事業（21402） 
就業機会の拡充を図るため、雇用関連情報の収集、発信に努めるとともに、就業していない１５歳から３
９歳までの若者に対し、個別面談や訪問支援などの若者自立支援事業を実施する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・個別面談や訪問支援 
・セミナーの開催 

・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
求職者の能力を底上げするため、若者支援セミナーや再就職セミナーを開催する。 

◇指標・現況値・目標値 セミナーの開催数：３回／年（H27）→ ４回／年（H30） 

企業立地推進課 
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第二章 我孫子らしい農業の振興 

第一節 農業への支援と農業の持つ多面的機能の保全 

22101 農業の生産性の維持・向上 
 農業振興地域整備計画の管理 農政課 
 植物防疫業務 農政課 
 水田農業構造改革対策事業 農政課 
 淡水魚かい類種苗放流事業への支援 農政課 
 農業用排水施設の維持管理 農政課 
 農道整備 農政課 
 青山排水機場の改修 農政課 
 農業資金利子補給 農政課 

★ 農地集積推進事業 農政課 
 遊休農地対策事業 農政課 
 手賀排水機場ポンプ設備等補修事業 農政課 
 鶏伝染病対策事業 農政課 
 幹線排水路護岸改修（利根地区） 農政課 
 手賀沼地域農業農村整備事業 農政課 
 農地基本台帳の整備 農業委員会事務局 

 

22102 農業の付加価値を高める取り組みへの支援と担い手の育成 
 認定農業者施設整備事業費の補助 農政課 
 県営担い手育成基盤整備事業 農政課 
 新規就農支援事業 農政課 
 ６次産業化推進事業 農政課 
 農家の婚活の支援 農業委員会事務局 

 

22103 環境保全型農業の普及・支援 
★ 有機栽培等農業者支援事業 農政課 
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事業概要 

 ● 農地集積推進事業（2210１） 
農業経営の規模拡大、農地の集団化等、効果的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、担い手農家等農
地集積促進奨励金による支援を行い、農地の利用集積を進める。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・担い手農家等農地集積促進奨励金の交付 ・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
規模拡大や経営の近代化を図る担い手農家を育成し、担い手農家への農用地集積を進める。 

◇指標・現況値・目標値 担い手農家への農用地集積の面積：156.2ha(H27)→173.6ha（H30） 

農政課 

 

 ● 有機栽培等農業者支援事業（22103） 
エコ農産物の認証手続きや農薬・肥料の適正使用を支援するため、生産履歴の管理システム（ポジティブ
リスト制度対応）を導入し、環境保全型農業の普及・促進を図る。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
 ・生産履歴システム導入委託 

・地産地消推進用備品購入 
・生産履歴システム保守、

利用 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
有機栽培等農業に取り組む経営体を育成し増やす。 

◇指標・現況値・目標値 有機栽培等農業に取り組む経営体数：44経営体(H27)→55経営体（H30） 

農政課  
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第二節 地域と連携した農業の育成 

22201 地産地消の推進と農によるにぎわいづくり 
 あびこ型「地産地消」推進協議会の充実 農政課 

★ 農業拠点施設整備事業 農政課 
 

22202 農業とのふれあいや生産者との交流の促進 
 市民農園維持管理事業 農政課 
 農家開設型ふれあい農園事業 農政課 

 

22203 手賀沼沿い農地の保全活用と農業者支援 
★ 手賀沼沿い農地の保全活用と農業者支援 農政課 

 

 

事業概要 

 ● 農業拠点施設整備事業（22201） 
地元農産物を地域内で消費する地産地消を推進し、市の交流人口を増加させる役割を担う農業拠点施設を
整備する。また、食育を推進するため、学校給食などへの地元農産物の供給や食と農に関する情報提供・
人材育成などに取り組む。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・農業拠点施設工事 
・農業拠点施設備品購入 
・農業拠点施設工事監理委託 
・学校給食コーディネーター業務委託 

・農業拠点施設オープン記
念イベント 

・学校給食コーディネータ
ー業務委託 

 

   ◇実施計画期間内（平成２９年度）の達成目標 
農業拠点施設の整備により、交流人口が拡大し、我孫子市産農産物の販路が拡大している。 

◇指標・現況値・目標値 農業拠点施設の来客数：20万人（H29） 

農政課 
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 ● 手賀沼沿い農地の保全活用と農業者支援（2220３） 
手賀沼沿い農地活用計画に基づいた農地活用を支援するとともに、根戸新田地区、高野山新田・我孫子新
田地区、岡発戸新田地区の３地区の農業用排水対策工事を行う。また、高野山新田地区のにぎわいや交流
人口の拡大を促進させるための構想策定を行う。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・用排水施設等整備工事 
・高野山新田地区利用構想策定 
・用排水施設等調査・設計・管理 

・用排水施設等整備工事 
・高野山新田地区周辺維持
管理及び工事 

・用排水施設等整備工事 
・用排水施設等調査・設計・ 

管理 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
手賀沼沿い農地活用計画に基づいた農地活用がされる。 

◇指標・現況値・目標値 計画に基づき活用した農地面積：31.5ha(H27)→35ha(H30) 

農政課

 


