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事務事業名 多面的機能支払交付金事業
担当
部署

経済建設部　農林水産課

総合計画体系 根拠法令
計画など

多面的機能支払交付金実施要綱
多面的機能支払交付金交付要綱
徳島県多面的機能支払交付金交付要綱基本政策(大項目) 1 うきうき活力と魅力あふれるまちづくり

政策(中項目) 1 豊かで活力あふれるまち　なると

事業
期間

開
始

26

農業生産基盤の整備

年度
　　　(小項目) 農林水産業

施策 3 農業の振興 終
期基本事業 4

事業
対象

誰(何)を対象に
しているか

一定のまとまりのある地域を対象に、農業者やその他の地域住民を中心とし、ＪＡや
土地改良区等の関係団体で組織され地域ぐるみで農地・農業用水等の保全活動を
行っている団体。

事業
目標

対象をどのような状態
にしたい(目指す)のか

老朽化が進む農地周りの農業用用排水路、農道などの施設の長寿命かのための補
修・更新等を行うことにより、長寿命化対策を強化し農業の持続的発展と多面的機能
の健全な発揮を図り地域の農業者だけでなく、地域住民や都市住民も含めた多様な
主体の参加を得て、地域ぐるみでの効果の高い活動へ支援を行う。

事業
計画

29年度に何を
計画していたか

平成28年度に津慈地区と松村地区が活動を終了し、全17地区となった。
全１7地区　対象面積837．70ha
里浦地域農地・水・環境保全会運営委員会　徳長地区資源保全協議会  段関地区資源保全向上活動協議
会　小森グリーンネット　大代地区資源保全協議会　馬詰地区資源保全協議会  木津野地域資源保全協議
会　　矢倉地区資源保全協議会　鳴門町地区資源保全協議会　 大幸地区資源保全協議会　長江地区自然
保全協議会　折野地区資源保全協議会　　三俣地区資源保全協議会　池谷資源保全会　備前島地区資源
保全協議会　吉永地区資源保全協議会　市場地区資源保全協議会

成果
目標

事業目標の達成度合

指標名 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 単位

活動人数 10,698 10,698 10,698 10,698 10,698 人

◎実施結果（DO)

事業
実施
内容

29年度は目標を達成
するため、手段として
どのような活動を行っ
ているのか

鳴門市内17団体において農村資源（農道・水路・パイプライン）などの保全管理や農村環境の向
上として植栽活動等を行った。

事業実施手法

指標名 28年度実績 29年度実績 30年度目標 31年度目標 32年度目標 単位

活動指標
実施した事業
の活動量を示
す指標

1 活動回数 1,004 951 803 803 803 回

－ 人

2

－ －

成果指標
対象にどのよ
うな効果が
あったか示す
指標

活動人数 12,225 12,551 － －

％

今年度の進捗状況 計画どおり 事業全体の進捗状況 計画どおり
（千円）

目標達成率(実績/目標) 117.3 －

財源内訳

年　度 区分 国 県 地方債

繰越予算額 0 0 0

その他特定財源 一般財源 事業費計

平成29年度

当初予算額 0 39,913 0 0 13,205 53,118

補正予算額 0 1,122 0 93 375 1,590

0

全体予算額 0 41,035 0 93 13,580 54,708

38,061 0 93 12,723

0 0

50,877

繰越額 0 0 0 0 0 0

決算額 0

人件費
正規職員(7,234千円/人) 臨時職員(2,492千円/人) 総人件費 総事業費

1.0 0.0 7,234 58,111

個人 世帯 団体 その他 内部管理

市実施 一部委託 委託 補助金 その他

個人 世帯 団体 その他 内部管理

市実施 一部委託 委託 補助金 その他



【鳴門市行政評価】

◎項目別評価（CHECK)

◎今後の方向性(ACTION)

【事務事業名：多面的機能支払交付金事業】

事業費推移

年　　度 28年度決算 29年度決算 30年度 31年度 32年度

事業費 57,611 50,877 53,962 53,962 53,962

うち一般財源 14,328 12,723 13,416 13,416 13,416

人件費 7,133 7,234 7,234 7,234 7,234

総事業費 64,744 58,111 61,196 61,196 61,196

評価項目 評価値 所見欄

①活動に対
する評価

有効性 B:概ね有効性があった 農業生産基盤施設等の保全に効果があった。

効率性 B:概ね効率的だった
国補助制度の活用による農業生産基盤施設等の
保全が図られた。

10,698 人

実績 12,551 人

評価 A:目標を達成できた

③総合的な評価 B 活動団体(地区）の活動回数の増加により、目標活
動人数に到達したことから、B評価とする。

課題 多面的機能支払交付金は農業振興地域農用地区域の農地が補助対象であることから、補助対象外の地区等に
おいては市単独での対策が必要である。

②成果に対
する評価

指標名 活動人数

地区生産者組織による主体的な取り組みが行われ
た。

目標

今後の方向性 1.廃止 2.要改善 3.現状維持 4.拡充 3
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。

実施内容

H30年度

■農地維持支払交付金　17団体　■資源向上支払交付金［共同活動］ 17団体　 ■資源向上支払交付金［長寿
命化］16団体
17団体　里浦地域農地・水・環境保全会運営委員会　徳長地区資源保全協議会　小森グリーンネット　段関地区
資源保全向上活動協議会　　大代地区資源保全協議会　馬詰地区資源保全協議会　木津野地域資源保全協
議会　　津慈地区資源保全協議会　矢倉地区資源保全協議会　鳴門町地区資源保全協議会　　大幸地区資源
保全協議会 長江地区自然保全協議会　折野地区資源保全協議会　松村地区資源保全協議会　　三俣地区資
源保全協議会　池谷資源保全会　備前島地区資源保全協議会、吉永地区資源保全協議会、市場地区資源保
全協議会

H31年度

■農地維持支払交付金　17団体　■資源向上支払交付金［共同活動］ 17団体　 ■資源向上支払交付金［長寿
命化］16団体
17団体　里浦地域農地・水・環境保全会運営委員会　徳長地区資源保全協議会　小森グリーンネット　段関地区
資源保全向上活動協議会　　大代地区資源保全協議会　馬詰地区資源保全協議会　木津野地域資源保全協
議会　　津慈地区資源保全協議会　矢倉地区資源保全協議会　鳴門町地区資源保全協議会　　大幸地区資源
保全協議会 長江地区自然保全協議会　折野地区資源保全協議会　松村地区資源保全協議会　　三俣地区資
源保全協議会　池谷資源保全会　備前島地区資源保全協議会、吉永地区資源保全協議会、市場地区資源保
全協議会


