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第４節 産業建設課 

 

   〔総括概要〕 

 

    産業建設課の主な分掌事務は、産業振興担当では、農林業・畜産業・商工業・観光の

振興に関する各事業、及び道の駅にしかた管理運営事業等、都市建設担当では、道路・

橋りょう・河川水路及び公園の管理及び整備に関する事務である。 

    西方地域の農業は、にしかた米「桜おとめ」を中心に、いちご、ニラ等の施設園芸農

業や、畜産業が積極的に実施されている。しかし、今日の農業・農村を取り巻く情勢は、

ＴＰＰをはじめ、食の安全・安心に対する関心の高まり、担い手の高齢化等による農業

生産の減退、鳥獣による農産物被害の拡大など、多くの課題を抱えている。 

    このような中、安心して農業に従事できる環境づくりを進めるとともに、施設園芸を

取り入れた複合的な農業経営を推進した。 

  また、農業水利施設の維持管理費削減、及び二酸化炭素や温室効果ガスの削減等を目

的に、小倉用水を利用した小水力発電設備の導入を検討するための概略設計を行った。 

    林務事業については、藪の刈払いや不用木の処分、及び有害鳥獣の駆除を実施し、野

生獣被害軽減のための里山林の整備、維持管理を行った。また、利用者の安全を確保す

るため、真上・男丸・柏木線の森林路網整備を実施した。 

    商工業については、地域の商工業の総合的な改善発展をめざし、西方商工会への運営

補助金を交付し、西方商工会と連携のうえ商工業の振興を図った。 

また、宇都宮西中核工業団地事務組合に対し負担金を拠出し、事業の推進を図るとと

もに、企業誘致に努めた。 

    観光関係については、恵まれた自然環境を有効に活用し、「金崎のさくらまつり」や

「ど田舎にしかた祭り」を開催し、観光客の誘客に努め、地域の活性化を図った。  

道の駅にしかたについては、地域産業の振興を行うことを目的に、地域の観光やあら

ゆる情報の発信基地としており、地域の安心安全な農産物や農産物加工品を取り扱う

「農産物直売所（ふれあいの郷）」、地産地消の考え方を基本として地域の農産物を食材

に使用して料理を提供する「農村レストラン（ふるさと一番）」及び地域の特産品を販

売する「交流物産館（さくら）」で物販を行った。また、各種イベントを開催し、農産

物や特産品等のＰＲに努めた。 

公共物管理については、道水路敷等の適正管理に努めるため、私有地との境界の確定

や、道水路等の占用について指導、監督を行った。 

道路管理については、常に安全な道路の通行を確保するため、道路維持管理、舗装補

修を実施し道路の環境整備を図った。 

河川管理については、河川機能を維持するための堆積土砂の浚渫や除草を行うととも

に、自治会等における道路・水路の清掃などの愛護活動を支援することで道路・河川の

環境や美化活動に対する意識の高揚に努めた。 

公園管理については、１３か所の公園を安全で快適に利用できるよう、公園の清掃、

除草、遊具等の施設管理を行った。 
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道路整備については、地域住民の日常生活の安全性、利便性の向上、または快適な生

活環境の確保に資するため、西方町金崎地内市道Ｎ3215 号線の道路改良工事を実施し

た。 

 

産業振興担当 

 

１ 農業者戸別所得補償制度 

食料自給率の向上を図るとともに、農業の有する多面的機能が将来にわたって適切かつ十

分に発揮されるようにする必要があるため、農業者戸別所得補償制度の導入により、意欲あ

る農業者が農業を継続できる環境を整え、地域農業の活性化を図った。 

(1) 米の所得補償交付金 

西方地域に提供された平成２３年産米に係る需要情報は1,731トンであり、米の需給均

衡と価格の安定を目的として、西方町水田農業推進協議会と連携し、農業者と一体となっ

た生産調整推進の取組を行った。 

・水稲生産確定数量・面積及び作付実績 

対象農業者数 707人 

水稲生産実施計画書提出農業者数（①） 531人 

生産確定数量の計（①の積算） 1,375,337kg 

作付確定面積（①の積算）（②） 33,932.7ａ 

主食用等水稲作付面積の計（①の積算）（③） 33,675.3ａ 

差引(②-③) 257.4ａ 

水稲生産確定面積に対する 

主食用等水稲作付面積の割合（③÷②） 
99.24％ 

(2) 水田活用の所得補償交付金 

・戦略作物作付面積                       （単位：ha） 

大豆 3.4 

そば 2.1 

飼料作物 17.5 

新規需要米・加工用米 18.3 

二毛作 18.4 

(3) 合同会議の開催 

米政策改革及び関連対策の円滑な推進と農業者への情報提供を図るため、西方町水田農

業推進協議会との連携により、ＪＡ協力員及び地域農政推進員を集めて合同会議を開催し

た。 

・会議の開催状況 

開 催 日 参加者数(人) 

3 月 14 日(水) 30 
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２ 農業制度融資関係 

農業近代化資金利子補給費 

・利子補給金額 

区  分 融資平均残高 利子補給額 

上都賀農協 3,225,863 円 48,387 円 

 

３ 農業経営基盤強化促進事業 

西方町担い手育成総合支援協議会において、認定意向のある農業者に対する認定農業者制

度の説明や、経営改善に関する指導会の開催、担い手に対する施策や研修等の情報提供など

の支援活動を実施した。 

・農業経営改善計画認定者数 ６７人 

 

４ 集落型経営体の育成 

農業者個人での解決が困難な問題や集落の将来に対する意識を高め、地域農業における中

核的な担い手組織である「上組南営農生産組合」の法人化に向けた合意形成を促進するため

の会議を開催した。 

集落名 参加人数 

上組南営農生産組合 12 人 

 

５ 農業団体育成事業 

(1) 西方町認定農業者協議会 

自らの経営改善の目標達成、資質の向上、地域の農業振興及び本地域農業の担い手であ

る会員の相互連携を図るため、地区で開催される研修会等に参加した。 

(2) 西方町農村生活研究グループ協議会 

農村女性の社会参画や地位向上による農業農村の活性化を啓発し、輝く農村女性を構築

するため、各種教室や研修会を実施した。 

・事業内容  地元食材レシピ作り・親子料理教室開催・ど田舎にしかた祭りへ参加・ 

       ジャム作り・コンニャク作り 

   ・事業費   74,775 円 

(3) 西方町青尐年クラブ協議会 

クラブ員相互の連絡を緊密にして、その健全な発展を期するとともに、クラブ活動を通

して経営者としての基礎的知識技能を修得し、また、豊かな情操と健康を備え、知性と協

力性に富む社会人となることを目的として、クラブ員の団結を強め親睦を深める事業及び

地域社会に役立つ事業を行った。 

・事業内容 さつまいも栽培の企画等（農業体験交流事業実行委員会の構成団体） 

      アメリカシロヒトリ防除（市から委託） 

・事業費  239,620円 

(4) 西方町農業体験交流事業実行委員会 
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都市住民は地方（農村）に心のゆとりを求めているなかで、都会の人と農村の人とが楽

しみながら交流していくことを目的に、都市住民を迎え入れ、農業体験事業を実施した。 

・事業内容 苺狩り体験、さつまいも栽培体験 

・事業費  385,639円（補助金 300,000円） 

 

６ 農業振興事業関係 

(1) 農業用廃ビ二－ル処理事業 

農業用廃ビニールの適正処理を図るため、会議を実施し分別回収を推進した。  

   ・事業主体  栃木市西方町農業用廃ビニール処理対策協議会 

   ・事業内容  農業用廃ビニールの分別回収、適正処理（64,000kg） 

   ・事業費   1,227,125 円（補助金 400,000 円） 

(2) 優良種苗購入事業 

多収穫・高品質のいちごを生産するため、優良種苗の購入費用を助成した。 

   ・事業主体  西方いちご部会 

   ・事業内容  苗の購入数 55,000 本 

   ・事業費   7,800,000 円（補助金 660,000 円） 

(3) 農産物安全安心推進事業（いちご） 

いちごの安全安心を推進するため、残留農薬検査費用を助成した。 

   ・事業主体  西方いちご部会 

   ・事業内容  残留農薬検査（多成分一斉分析）の実施 

   ・事業費   897,750 円（補助金 300,000 円） 

(4) 農産物安全安心推進事業（にら） 

にらの安全安心を推進するため、残留農薬検査費用を助成した。 

   ・事業主体  西方にら部会 

   ・事業内容  残留農薬検査（多成分一斉分析）の実施 

   ・事業費   434,280 円（補助金 200,000 円） 

 (5) 米の消費拡大推進事業 

   平成９年ににしかた米消費拡大推進協議会を設立し、西方地域のコシヒカリ一等米を

「桜おとめ」と命名して商標登録を取得した。米の消費量が減尐傾向にある中、協議会と

連携を図り、にしかた米の消費拡大を図った。 

   ・事業内容 ブランド米の販売及びＰＲ 

   ・事業費  20,497,625 円 

 

７ 農産物加工施設の管理運営 

  地産地消、農村の活性化、担い手の育成等を図るとともに、多くの市民の方々に地元の農

業に関心を持ってもらうための農産加工所では、主に地元の農産物を使用したみそ加工、苺

ジャム・ジュース、弁当・惣菜、漬物などの加工を行なっている。 

施 設 名 利用日数(日) 利用人数(人) 

西方農産物加工所 農産物加工施設 365  2,620  

真名子農産物加工所 農産物加工施設 24  135  
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農村婦人の家 農産物加工施設 101  508  

８ 畜産振興事業関係 

家畜防疫団体関係 

 家畜の伝染病等を防止することで、家畜の経済効果を高め、地域畜産の振興を図ることを

目的に畜産振興事業を実施した。 

  ・事業主体 西方町家畜自衛防疫推進協議会 

・事業内容 アカバネ病予防接種の実施 

  ・事業費  25,630円 

 

９ 小水力等農業水利施設利活用事業 

二酸化炭素や温室効果ガス削減、及び農業水利施設の電気料節減等を目的に、小倉用水を

利用した小水力発電設備の導入を検討するための概略設計を行った。 

  ・事業主体 市 

  ・事業内容 概略設計業務委託 

  ・事業費  2,016,000 円 

 

10 土地改良区運営支援 

小倉堰土地改良区の事務運営について、指導・助言を行った。 

 

11 農作業受委託推進事業 

一斉防除による病害虫駆除、及び農作業の効率化を図るため、無人ヘリコプターによる農

薬散布を実施した。 

  ・事業主体 西方町ラジヘリ協議会 

  ・事業内容 水稲 242.95ha 

  ・事業費  5,832,510 円（補助金 250,000 円） 

 

12 有害鳥獣捕獲事業 

  鳥獣による農作物及び生活環境等への被害を防止するため、地元猟友会の協力を得て、有

害鳥獣の捕獲駆除を実施した。 

(1) イノシシ、ニホンジカ、ニホンザルの個体数調整による駆除 

捕獲時期 捕獲状況 

通 年 イノシシ82頭、ニホンジカ10頭 

(2) カラス、キジバト、カルガモの有害鳥獣捕獲による駆除 

捕獲時期 捕獲状況 

5月22日(火) キジバト5羽、カラス1羽、カルガモ20羽 

3月25日(日) キジバト5羽、カラス1羽、カルガモ20羽 

(3) カワウの有害鳥獣捕獲による駆除 

捕獲時期 捕獲状況 
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4月18日(月)～6月30日(木) カワウ40羽 

 

13 とちぎの元気な森づくり推進交付金事業 

平成２０年度から元気な森づくり推進市町村交付金事業に取り組み、荒廃した里山の整備

等を実施した。 

(1) 野生獣被害軽減ための里山林整備 

藪化した里山林の刈払い等により野生獣が人里に近づきにくい環境を整備した。  

・実施箇所 本城地区・元地区・真名子地区 

・事業量  24.16ha 

・事業費  5,985,000円 

・事業主体 市 

 (2) 野生獣被害軽減ための里山林維持管理 

   明るく安全な里山林整備事業により、野生獣被害が発生する恐れのある里山林の刈払い

を実施し、維持管理を行った。 

・実施箇所 本城地区・元地区・真名子地区 

・事業量  108.89 ha 

・事業費  5,428,500円 

・事業主体 市 

(3) 木の香る環境づくり支援事業 

とちぎの元気な森づくり推進市町村交付金事業を活用し、木工教室を開催した。  

・参加人数  30人 

・事業費   150,000円 

・事業主体  にしかたリフォームおまかせ隊 

 

14 治山林道管理事業 

  利用者の安全を確保するため、真上・男丸・柏木線の森林路網整備を実施した。  

(1) 森林路網整備路側改良外工事 

・工事費   2,999,850円 

(2) 旧林道ヒューム管布設替工事 

・工事費    149,100円 

 

15 農業委員会関係 

農業委員会事務の円滑な推進と併せて地域農業者への利便を図るため、証明発行等の事務

を行った。 

件     名 件数(件) 

耕作証明書 10 

農家証明書 1 

農家基本台帳の写し 2 
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合     計 13 

 

16 ど田舎にしかた祭り（産業祭） 

  農業・商業・工業・観光業の活性化や地元食材の安全・安心ＰＲを図るべく、田んぼを使

ったイベントや地元の食材を使った飲食店の出店などを行った。 

  ・事業費 1,300,582 円（交付金 1,000,000 円） 

 

17 商業振興 

商工団体の育成及び助成 

  商工団体である商工会、たばこ組合の運営や諸事業に対し助成を行った。 

名      称 事業費(円) うち市補助額(円) 備考（目的等） 

西方商工会運営補助金 30,335,116 4,000,000 商工会の運営 

たばこ売上促進補助金 3,945,475   116,000 未成年者の喫煙防止 

 

18 制度融資 

経営安定関連保証（セーフティーネット保証）認定状況 

  （中小企業信用保険法第２条第４項第１～８号）        （単位：件） 

保険法 適 用 事 項 平成 23 年度 平成 22 年度 平成 21 年度 

第１号 再生手続申立等関係 － － － 

第２号 事業活動の制限関係 － － － 

第３号 地域・業種関係 － － － 

第４号 地域関係 － － － 

第５号 業種関係 ７ １１ １２ 

第６号 破綻金融機関関係 － － － 

第７号 金融機関経営合理化関係 － － － 

第８号 ＲＣＣ譲渡関係 － － － 

計 ７ １１ １２ 

 

19 観光振興宣伝関係 

 豊かな自然環境と歴史や伝統を活用した観光資源の宣伝、観光関連事業を積極的に展開し、

観光資源やブランド品の発掘・開発を推進して地域の活性化を図った。 

観光協会関係 

観光資源を活かした観光行事を実施した。 

  ・西方町観光協会運営補助金 152,518 円 

  ・主催事業 金崎のさくらまつり 

 

20 金崎の桜堤管理事業 
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(1) 桜グラウンド駐車場維持補修業務 

西方地域の観光資源である金崎の桜堤に付随する駐車場の整地を行った。 

・業務委託費 100,000 円 

(2) 桜堤植栽管理業務 

西方地域の観光資源である金崎の桜の維持管理のため、土手の刈り払い、剪定及び病害

虫駆除を委託した。 

・業務委託費 1,113,000 円 

 

21 企業誘致事業 

  雇用機会の拡大と地域産業経済の振興、市税等の自主財源の増加を図るため、市内への企

業誘致活動を行った。 

  また、宇都宮西中核工業団地事務組合に対し負担金を拠出し、事業の推進を図った。  

(1) 宇都宮西中核工業団地関係 

・誘致企業 １件（M-10 区画） 

・リーフレット作成 4,000 部  

・宇都宮西中核工業団地事務組合負担金 67,977,000 円 

(2) 固定資産税の減免 

進出企業の創業後の経営安定、雇用機会の創出を図るため、固定資産税の減免を実施し

た。 

・減免対象企業 ３社（５か年間の減免措置であり、平成２４年度が最終減免年度） 

 

22 道の駅にしかた管理運営事業 

(1) 売上等実績(１０月１日～３月３１日) 

施設名 客数（人） 売上額（円） 

農産物直売所「ふれあいの郷」 62,267  73,419,316  

農村レストラン「ふるさと一番」 48,476  24,601,550  

交流物産館「さくら」 16,230  15,722,855  

計 126,973  113,743,721  

(2) 主なイベント 

イベント名 開催日 

オープン 2 周年記念イベント 11 月 19 日（土）～23 日（水） 

春祭り 3 月 17 日（土）～20 日（火） 

(3) 視察の受入状況 

団体名 視察日 視察目的 

西方小学校６年生 10 月 6 日（木） 校外学習 

西方中学校３年生 11 月 28 日（月） 校外学習 
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都市建設担当  

 

１ 道路管理関係 

(1) 道路占用許可 

申    請    内    容 件  数（件） 

  市道道路占用許可申請                     26 

  占用廃止届                               1 

計             27 

(2) 各種申請・手続 

内        容 件  数（件） 

境界確認申請   13 

市有財産用途廃止申請     3 

法定外公共物使用許可申請等    24 

  道路工事施工承認申請                  8 

  放流同意申請書（道路・河川）                     2 

計          50 

(3) 業務委託 

委 託 名 委託箇所 委託内容 金額（円） 

市道各号線維持修繕等業務 

（その1）（西方地区） 
西方町地内 舗装修繕、側溝打替 2,310,000 

市道各号線維持修繕等業務 

（その2）（真名子地区） 
西方町真名子地内 舗装修繕、側溝打替 1,958,250 

道路維持管理等委託料 西方町全地区 植栽管理 1,028,680 

にしかたアンダー1自家用電気工作

物保安管理業務 
西方町金崎地内 自家用電気工作物保安管理 38,083 

にしかたアンダー2自家用電気工作

物保安管理業務 
西方町本城地内 自家用電気工作物保安管理 34,568 

にしかたアンダー1排水施設監視業務 西方町金崎地内 東武軌道下道路排水施設遠方監視 12,600 

にしかたアンダー2排水施設監視業務 西方町本城地内 東北道下道路排水施設遠方監視 12,600 

にしかたアンダー1点検業務 西方町金崎地内 東武軌道下道路排水施設点検 210,000 

にしかたアンダー2点検業務 西方町本城地内 東北道下道路排水施設点検 304,500 

 

２ 道路工事関係 

工 事 箇 所 工 事 内 容 工事金額(円) 備  考 
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町  名 路線名  延長(ｍ) 幅員(ｍ) その他 

西方町金崎 Ｎ3215号線 447.0 5.0 - 32,655,000  

３ 都市公園関係 

 (1) 各種許可申請及び届出 

内      容 件 数（件） 

公園内における行為の許可申請     13 

 (2) 業務委託 

業  務  名 公   園   名 金   額 (円) 

遊具点検業務 西方総合公園 47,250 

施設維持管理等委託 西方総合公園ほか 1,973,935 

 

 


