
 ①　意欲ある農業者の育成・支援

 ②　集落営農などの育成・支援

 ④　栽培技術の向上促進

基 本 施 策 施　　策 主な取組内容

 1　農業の振興

 1　農業生産基盤の整備充実

 ①　基盤整備の推進

 ②　経営近代化への支援

 ③　優良農地の確保と有効利用の推進

 2　多様な担い手の育成・支援

 ①　中小企業事業資金信用保証料補助制度の推進

 ②　産業用地の検討

 ①　企業誘致による新たな雇用の創出

 ②　シルバー人材センターの推進

 ③　ハローワークと連携した雇用対策

 ②　地場農産物の生産・利用の推進

 ③　他産業との連携

 ①　経営力向上の支援

 ②　商業の担い手の育成・支援

 ③　買い物環境の整備

基本方針4：活力に満ちた人のふれあうまちづくり

 8　活性化イベントの充実

 4　商業の活性化支援

 7　観光資源の保全と活用

 3　特色ある農業の形成

2　商工業の振興  5　工業の振興

 6　雇用の促進

 3　観光・イベントの振興

 ③　地域活性化イベントの推進

 ②　観光資源の効果的な活用

 ③　観光協会の充実と連携強化

 ①　町民納涼花火大会の開催

 ②　文化・スポーツイベントの充実

 ①　観光資源の保全

 ①　持続可能な農業生産の推進
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　実施計画　（平成26年度～28年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

基本方針 4 活力に満ちた人のふれあうまちづくり

基本施策 1 農業の振興

④ 栽培技術の向上促進

基盤整備の推進

・利根北部地区基盤整備

・利根町西部・南部地区基
盤整備推進

・豊田南用水地盤沈下対策

継続 継続

継続事業

4-1-1-①

施　 策 1 農業生産基盤の整備充実

③ 優良農地の確保と有効利用の推進

　農業生産におけるコスト低減と省力化、農地の高度利用促進を図りながら、担い手の育成に努め、地域の実情に応
じた規模の圃場整備と優良農地の確保を推進します。

① 基盤整備の推進

② 経営近代化への支援

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成26年度 平成27年度 平成28年度

3か年事業費計

3か年事業費計

0

3か年事業費計

経済課

・複式簿記習得研修会の開
催

・家族経営協定の普及研修
会の開催

継続 継続

継続事業

4-1-1-②

経営近代化への支援

経済課 69,300 63,500 62,500 195,300

0 0 0

優良農地の確保と有
効利用の推進

・農地転用規制の厳格化

・農地利用調整活動の推進

・耕作放棄地の再生利用支
援

継続 継続

継続事業

4-1-1-③ 3か年事業費計

経済課 0 0 0 0

栽培技術の向上促進

・茨城県オリジナル水稲品
種「ふくまる」の周知及び
栽培法の確立と、品質の安
定を図る
　
・水稲生産省力化技術の周
知及び導入支援

継続 ・茨城県オリジナル水稲品
種「ふくまる」の計画的な
生産拡大の推進

継続

継続事業

4-1-1-④

経済課 0 0 0 0
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　実施計画　（平成26年度～28年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

基本方針 4 活力に満ちた人のふれあうまちづくり

基本施策 1 農業の振興

意欲ある農業者の育
成・支援

施　 策 2 多様な担い手の育成・支援

　農業の担い手である認定農業者、農業法人等の経営改善のための支援を行います。

① 意欲ある農業者の育成・支援

② 集落営農などの育成・支援

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成26年度 平成27年度 平成28年度

・生産調整助成金

・農業者の経営改善支援

継続 継続

継続事業

25,000 25,000経済課

3か年事業費計

継続

継続事業

25,000 75,000

4-1-2-① 3か年事業費計

0 0経済課 0 0

集落営農などの育
成・支援

・経営体育成支援事業制度
の周知及び活用支援

・集落営農等の組織化及び
法人化支援

継続

4-1-2-②
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　実施計画　（平成26年度～28年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

基本方針 4 活力に満ちた人のふれあうまちづくり

基本施策 1 農業の振興

　環境にやさしい農業の展開及び農産物の付加価値を高め、地産地消を積極的に推進します。

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成26年度 平成27年度 平成28年度

持続可能な農業生産
の推進

施　 策 3 特色ある農業の形成

① 持続可能な農業生産の推進

② 地場農産物の生産・利用の推進

③ 他産業との連携

0 0 0 0経済課

継続 継続

継続事業

3か年事業費計

地場農産物の生産・
利用の推進

・利根町地産地消協力店の
周知及び募集

・地場産業フェスティバル
の開催

3か年事業費計

他産業との連携

・地場産農産物による加工
品開発支援

継続 継続

継続事業

4-1-3-③

・茨城の園芸産地改革支援
事業の周知及び活用支援

・エコファーマー認定制度
の周知及び取り組み支援

継続 継続

継続事業

4-1-3-① 3か年事業費計

4-1-3-②

経済課 1,000 1,000 1,000 3,000

経済課 0 0 0 0
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　実施計画　（平成26年度～28年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

基本方針 4 活力に満ちた人のふれあうまちづくり

基本施策 2 商工業の振興

　地域商業の活性化し、買い物環境の利便性を向上させ、町民の暮らしの充実を図ります。

① 経営力向上の支援

② 商業の担い手の育成・支援

③ 買い物環境の整備

施　 策 4 商業の活性化支援

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成26年度 平成27年度 平成28年度

経営力向上の支援

商業の担い手の育
成・支援

・商工会補助金 継続 継続

継続事業

4-2-4-② 3か年事業費計

3,100 3,100 3,100 9,300経済課

4,500経済課 1,500 1,500 1,500

・商工会補助金 継続 継続

継続事業

4-2-4-① 3か年事業費計

経済課

買い物環境の整備

・町内共通商品券販路拡大
事業補助

・買い物弱者対策の検討

継続 継続

継続事業

4-2-4-③ 3か年事業費計

上記に含む 上記に含む 上記に含む 0
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　実施計画　（平成26年度～28年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

② 産業用地の検討

基本方針 4 活力に満ちた人のふれあうまちづくり

基本施策 2 商工業の振興

施　 策 5 工業の振興

工業の育成強化を推進し、企業の誘致促進と定着化を図ります。また町内中小企業者の経営の安定化を促進し、もっ
て本町商工業の振興と地域経済の活性化を目指します。

① 中小企業事業資金信用保証料補助制度の推進

継続事業

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成26年度 平成27年度 平成28年度

中小企業事業資金信
用保証料補助制度の
推進

経済課

産業用地の検討

2,579 2,579 2,579 7,737

経済課 0 0 0 0

4-2-5-① 3か年事業費計

・中小企業事業資金信用保
証料補給

継続 継続

4-2-5-② 3か年事業費計

 主要地方道美浦栄線バイパ
ス沿線等について、産業用
地の検討を進める。

継続 継続

継続事業
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　実施計画　（平成26年度～28年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

基本方針 4 活力に満ちた人のふれあうまちづくり

基本施策 2 商工業の振興

　町内の遊休町有地や企業遊休地等、官・民有地への企業誘致活動を推進し、雇用の創出を図ります。また、シル
バー人材センターの活動支援を推進するとともに、ハローワークと連携し町ホームページ等での求人情報の発信など
の雇用対策に取り組みます。

③ ハローワークと連携した雇用対策

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成26年度 平成27年度 平成28年度

施　 策 6 雇用の促進

② シルバー人材センターの推進

① 企業誘致による新たな雇用の創出

3か年事業費計

企業誘致による新た
な雇用の創出

・企業へのダイレクトメー
ル送付

・企業誘致パンフレットの
配布

・茨城県産業立地推進東京
本部との連携強化

継続 継続

継続事業

4-2-6-①

0

3か年事業費計

経済課

企画財政課 221 221 221 663

シルバー人材セン
ターの推進

・シルバー人材センターの
啓発ＰＲの支援

継続 継続

継続事業
（人件費事業）

4-2-6-② 3か年事業費計

0 0 0

ハローワークと連携
した雇用対策

・ハローワーとの連携によ
る求人情報の提供

継続 継続

継続事業
（人件費事業）

4-2-6-③

経済課 0 0 0 0
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　実施計画　（平成26年度～28年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

基本方針 4 活力に満ちた人のふれあうまちづくり

基本施策 3 観光・イベントの振興

　利根町観光協会のメイン事業である利根町納涼花火大会の実施に伴う、町民・企業等からの賛助金募集等の支援を
はじめ、町の観光資源の創出とＰＲを推進し、町内外へ観光情報を提供し町の活性化を図ります。

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成26年度 平成27年度 平成28年度

観光資源の保全

施　 策 7 観光資源の保全と活用

③ 観光協会の充実と連携強化

① 観光資源の保全

② 観光資源の効果的な活用

660 660 660 1,980経済課

観光資源の効果的な
活用

・観光ＰＲコーナーの充実

・町ホームページへ観光名
所等の紹介を掲載

・観光ＰＲコーナーの充実

・町ホームページへ観光名
所等の紹介を掲載

・観光パンフレットの作成
（増刷）

・フィルムコミッション制
度の制定

・観光ＰＲコーナーの充実

・町ホームページへ観光名
所等の紹介を掲載

継続事業

4-3-7-② 3か年事業費計

3か年事業費計

観光協会の充実と連
携強化

・観光協会ホームページの
更新

・マスコットキャラクター
のデザイン募集

・観光協会ホームページの
更新

・キャラクターの着ぐるみ
作製

・観光協会ホームページの
更新

継続事業

4-3-7-③

・伝統行事の継承と保存 継続 継続

継続事業

4-3-7-① 3か年事業費計

経済課 0 900 0 900

経済課 100 450 0 550
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　実施計画　（平成26年度～28年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

基本方針 4 活力に満ちた人のふれあうまちづくり

基本施策 3 観光・イベントの振興

　地域におけるイベントの創設、発展を促し、個性豊かな地域社会を実現する大きな力となることを目的とします。
さらに町の活性化を促進し、町民のふれあいと交流の場を提供します。

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成26年度 平成27年度 平成28年度

町民納涼花火大会の
開催

施　 策 8 活性化イベントの充実

③ 地域活性化イベントの推進

① 町民納涼花火大会の開催

② 文化・スポーツイベントの充実

・利根町民納涼花火大会の
開催

継続 継続

継続事業

4-3-8-① 3か年事業費計

3,219 1,340 1,340 5,899

4-3-8-②

経済課

文化・スポーツイベ
ントの充実

・音のまちTONEふれあい
コンサーの開催

・生涯活動フェスタ開催時
における後援

継続 継続

継続事業

3か年事業費計

生涯学習課 49 49 49 147

3か年事業費計

経済課 0 0 1,000 1,000

地域活性化イベント
の推進

・新たな活性化イベントの
検討

継続 ・新たな活性化イベントの
実施

新規事業

4-3-8-③
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