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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 

★ 空き店舗活用補助金 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 

 ●空き店舗活用補助金【21101】 
空き店舗の利用促進と賑わいを創出するため、指定地区に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）を補助する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・店舗開店のための改修への補助 同左 同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
指定区域の空き店舗への出店を増やし、地域住民の買い物環境の向上を図る。 

◇指標・現況値・目標値 補助金の延べ交付件数（空き店舗への出店件数）：8(H25)→10 

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（観光案内板の設置） 商業観光課 
★ 観光ＰＲキャラクターの活用 商業観光課 

 あびこカッパまつり 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 
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事業概要 

 ● 観光振興計画の推進（観光案内板の設置）【21201】 
観光振興計画を推進し、交流人口を拡大するため、観光案内板を設置する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
 ・観光案内板の設置（手

賀大橋） 
・観光案内板の設置（天
王台駅前） 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
観光案内板の設置を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 観光案内板設置箇所数：1(H25)→3 

商業観光課 

 

 ● 観光ＰＲキャラクターの活用【21201】 
観光ＰＲキャラクターのグッズを作成・活用することにより、キャラクターの認知度を高め、市の観光Ｐ
Ｒに繋げていく。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・啓発用ステッカーの作成 
・販売用グッズの作成・販売 
・デザイン作成 
・顔ぬき看板作成 

・販売用グッズの作成・販売 同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
観光ＰＲキャラクターのグッズを作成するほか、イベント等で活用し、観光ＰＲを行っていく。 

◇指標・現況値・目標値 指定管理者が作成するグッズの種類：0(H25)→3 

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 
 住宅リフォーム補助事業 建築住宅課 

 

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 
 インターネットショッピングモール出店補助事業 商業観光課 

★ 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 
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事業概要 

 ● 企業が進出しやすい環境の整備【21401】 
企業立地方針に基づき、新たな企業の立地の誘導策を検討し実施する。また、企業立地への奨励金制度等
を設け、企業の進出に繋げていく。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・方針に基づく事業展開 
・立地奨励金制度等の検討 

・方針に基づく事業展開 
・立地奨励金制度等の検討 

・方針に基づく事業展開 
・立地奨励金制度等の運用 
 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
企業立地方針に基づく支援策等の実施による企業の進出。 

◇指標・現況値・目標値 企業の進出件数：0(H25)→1 

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２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・起業・創業支援施策の検討 
・起業・創業への支援 

・起業・創業への支援 
 
 
 

同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８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・創業件数：0(H25)→7 

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 農業の生産性の向上 
 農業振興地域整備計画の見直し 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 
 農地利用集積円滑化事業及び農地保有合理化事業 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 
 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 

★ 手賀沼沿い農地の保全活用と農業者支援 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 

 

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 

 ● 手賀沼沿い農地の保全活用と農業者支援【22102】 
手賀沼沿い農地活用計画に基づき、農業者に対し、農地の積極的活用への支援、農地の保全・維持管理へ
の支援を行うとともに、根戸新田地区、高野山新田・我孫子新田地区、岡発戸新田地区で手賀沼沿い農業
用排水対策事業を実施する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・農地活用への支援（景観作物、観光農園など） 
・農地の保全・維持管理への支援 
・手賀沼沿い農業用排水対策設計（２地区） 
・手賀沼沿い農業用排水対策工事（１地区） 

・手賀沼沿い農業用排水
対策工事（１地区） 

・手賀沼沿い農業用排水
対策設計（１地区） 

・手賀沼沿い農業用排水
対策工事（１地区） 

 

   ◇実施計画期間内（平成２８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を支援するとともに、３地区の農業用排水対策工事を行う。 

◇指標・現況値・目標値 手賀沼沿い農地活用計画に基づき活用した農地の面積：31ha(H25)→35ha 

農政課 

 

 ● 新規就農支援事業【22102】 
新規就農者を育成・確保するため、就農するために必要な施設設備等に対する補助、農地の斡旋や農地賃
借料の補助、就農資金制度の紹介などの支援を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・農地賃借料の補助 
・施設・設備・機械等購入に対する補助 
・研修費の補助 
・宣伝広告費に対する補助 

同左 同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
さまざまな支援策を講じ、新規就農者を増やす。 

◇指標・現況値・目標値 新規就農者数：17(H25)→22 

農政課 

 

 ● 有機栽培等農業者支援事業【22103】 
エコ農業（有機栽培や特別栽培）を行っている農業者や、今後エコ農業を目指す農業者に対し、さまざま
な支援策を講じ、環境保全型農業の普及・促進を図る。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・有機栽培等農家への補助 同左 同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８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：26(H25)→40 

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 
 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 農産物の放射能対策と農業支援 
 農産物の放射性物質検査事業 農政課 

★ 農業にかかる放射能対策 農政課 
 

22204 手賀沼農舞台の見直し 
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事業概要 

 ● 農業拠点施設整備事業【22201】 
我孫子新田に公設民営方式により、農産物直売所を併設した農業拠点施設を整備する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・農業拠点施設基本設計 
・農業拠点施設地質調査 

・農業拠点施設実施設計 ・農業拠点施設本体工事 
・農業拠点施設本体工事監理 
 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
農業拠点施設整備工事を行う。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：100％ 

農政課 

 

 ● 市民農園維持管理事業【22202】 
既存の高野山市民農園の維持管理を行うとともに、日秀新田市民農園が、２６年度から本格的に利用開始
となったことから、排水施設等を整備し、利用者が利用しやすい環境を整備する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・日秀新田市民農園用排水等対策工事   

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
日秀新田市民農園の排水施設等を整備する。 

◇指標・現況値・目標値 日秀新田市民農園の排水施設等の工事進捗率：100％ 

農政課 

 

 ● 農業にかかる放射能対策【22203】 
原発事故による放射能の影響を確認するため、我孫子市産農産物の放射性物質検査や農地の空間放射線量
の測定を行い、食の安全・安心の確保を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・検査用消耗品の購入 
・分析機器の保守点検 
・損失補償検討委員会の開催 
・放射性物質分析機器パソコンソフトの移管 

・消耗品の購入 
・分析器の保守点検 
・損失補償検討委員会の
報償 

同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
我孫子市産農産物の安全性を確保する。 

◇指標・現況値・目標値 農産物の放射性物質延べ検査数：2,000(H25)→2,500 

農政課 


