
直通 本庁 0986-76-8808
大隅支所 099-482-5950
財部支所 0986-72-0938農林振興課・産業振興課

【農政係・産業振興課農政商工係】

１ 農業後継者等育成対策事業 １，６６８万円

これからの農業を担い支える農業高校生，新規就農者及 農業高校在学生のつどい

び農業後継者の育成支援を行います。

【主な事業内容】

農林業後継者結婚祝金 ２５万円

農業高校等育成協議会負担金 ２６万円

新規就農者支援対策事業補助金 １，４９４万円

ヤングファーマーズクラブ運営補助金 ３０万円

農林業体験施設維持管理費 ６８万円

２ 中山間地域等直接支払交付金事業 １，２６６万円

交付金の活用による農業生産活動等の維持を通じて，中

山間地域等における耕作放棄の発生防止と多面的機能の確

保を図ります。

【主な事業内容】

中山間地域等直接支払交付金 8地区 １，２６６万円

３ 農村女性対策事業 ３３万円

農村地域における男女共同参画社会づくりを目指して，

農業経営に参画し，国際的感覚と農業経営・生活管理能

力を高め，地域農業を支える女性リーダーとして積極的

に活動できる農村女性の育成を図ります。

【主な事業内容】

生活研究グループ連絡協議会運営補助金 １７万円

農村女性海外農家体験研修補助金 １０万円

曽於ウーマンファーマーズクラブ運営補助金 ５万円

４ 農地中間管理事業 ９７３万円

農地中間管理機構を通じて，担い手への農地の集積・集約化を推進し，農作業の効率化・

生産性の向上を図ります。

【主な事業内容】

機構集積協力金交付事業補助金（地域集積・経営転換） ６５４万円

５ 農業次世代人材投資事業 ５２５万円

次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対して，就農直後の経営確立を支

援する資金を交付します。

【主な事業内容】農業次世代人材投資資金（経営開始型） ５２５万円
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【林政係】

１ 林道管理 ５６２万円

森林整備を適切に実施するため，その基盤施設となる林

道の維持管理・管理を図ることにより，地域林業の振興及

び森林の持つ公益的機能の高度発揮を目指します。

【主な事業内容】

崩土除去等業務委託料 ２８０万円

２ 治山事業 ３，８７０万円

人家裏等の崩壊した森林に対して，地域住民の安全と地

域防災等の保全を図るため，治山事業を実施することによ

り，森林の早期復旧と森林の持つ公益的機能の高度発揮を

目指します。

【主な事業内容】

緊急自然災害防止対策事業工事費 ３，５００万円

県治山林道協会負担金 ３６万円

３ 有害鳥獣駆除事業 ４，１１１万円

野生鳥獣による農作物の被害が増加傾向にあるため，被

害等の状況を的確に把握し，その防止のための鳥獣捕獲（イ

ノシシ・シカなど）を実施します。また，電気柵設置に対

する補助金を交付します。

【主な事業内容】

有害鳥獣捕獲補助金 １，８４３万円

有害鳥獣捕獲整備事業補助金 １，２５８万円

イノシシ等被害防止事業補助金 ２５１万円

４ 森林環境譲与税事業 ６，５８５万円

曽於市における林業の成長産業化の実現や森林の有する

公益的機能の高度発揮を目指すため，森林環境譲与税事業

により，『適切な森林経営管理』に向けた課題解決のため

の各種施策を展開します。

【主な事業内容】

林道沿線環境整備委託料 ４９４万円

意向調査業務委託料 ５９８万円

林業就業支援講習業務委託料 ４７９万円

林業事業体労働環境整備支援事業補助金 ６４８万円

次世代の森林づくり対策事業補助金 ２，２２４万円

（間伐，再造林，下刈）
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【営農推進係】

１ 園芸振興事業 ９５０万円

野菜，普通作，花き，果樹等の振興のため，環境にやさ

しい農業の推進や高品質・安定生産，省力化・低コスト化

を図るために必要な支援を行ない，農業経営の安定を図り

ます。

【主な事業内容】

園芸生産ハウス補助金 ４８６万円（補助率1/3以内）

生産資材等補助金 １２０万円（補助率1/3以内）

市園芸振興会運営補助金 ８８万円

農業航空防事業補助金 ７２万円

野菜価格安定対策負担金 ５０万円

２ 茶振興事業 ２３５万円

曽於市の茶業振興と「そお茶」の銘柄確立に向けた取り

組みを進め，茶業振興と農業経営の安定を図ります。

【主な事業内容】

茶防霜ファン設置事業補助金 ６８万円

茶業振興会運営補助金 ６０万円

そお茶銘柄確立補助金 ６０万円

消費拡大ＰＲ茶葉代 １２万円

３ 環境保全型農業推進事業 ２，２２０万円

土づくりを基本とした施肥，農業用資材の適正処理，

環境保全等に効果の高い農業生産活動への支援等を実施

し，環境保全型農業の確立を目指します。

【主な事業内容】

土壌診断事業 ４７万円

地力増進（天地返し）推進事業補助金 １８０万円

農業用廃プラ・空缶等適正処理対策補助金 1079万円

環境保全対策堆肥舎建設補助金 ３０万円

環境保全型農業直接支払交付金 ６０５万円

４ 花と緑の供給センター管理費 ３４９万円

春と秋に花苗を生産し，市内の緑地帯や公共施設，各種

団体等へ配布し，花と緑のもつ「安らぎ」「癒し」等の効

果を活かした，美しい環境づくりを推進します。

【主な事業内容】

育苗管理委託料 ２９５万円

育苗ハウス等管理費 ５４万円
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５ 畑地かんがい営農推進事業 ４４９万円

曽於地域畑地かんがい営農推進本部と連携しながら，事

業効果の早期実現を図るため，かん水技術・栽培技術等の

展示や実演会等で畑かん営農の啓発推進に努めます。

【主な事業内容】

畑かん営農推進本部負担金 １５３万円

畑かん水利用促進補助金 ４８万円

６ ６次産業化支援事業 １１１万円

曽於市の一次産業，二次産業，三次産業の総合的かつ一

体的な推進を図り，地域資源を活用した新たな付加価値を

生み出す取組みを支援します。

【主な事業内容】

地域資源開発整備事業補助金 ５０万円

新規商品開発補助金 ２０万円

商談会等補助金 ２０万円

７ かんしょ振興事業 ３，２２６万円

曽於市の基幹作物である甘しょの高品質で安定的な生産

を図るために必要な取り組みを行います。

【主な事業内容】

育苗センター甘しょ苗生産委託料 ３００万円

かんしょ資材補助金 ２，９２５万円

８ 農業公社支援 １，９２4万円

曽於市の基幹産業である農業の維持・拡大，農家負担の

軽減や担い手の育成など地域農業の発展のため設立された

曽於市農業公社を支援します。

【主な事業内容】

農業公社運営負担金 １，７３4万円

９ ゆず加工施設整備事業 ７億５７２万円

特産品である「ゆず」の安定した生産・加工・流通を目

的に，施設の拡充と充実を図ります。

【主な事業内容】

ゆす搾汁センター増設工事 ２億６，１７４万円

ゆず搾汁センター搾汁機械設備 ４億７００万円
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直通 0986-76-8282
商工観光課
【商工・ブランド推進係】

１ 商工業の振興 １億７，６０２万円

市内の商工業者の振興発展のため，下記の事業を実施しています。

(1) 商工業後継者育成 ２，７８２万円

商工業活性化のため，新規就業者に対する補助と後継

者が結婚したときに祝金を支給します。

(2) 商工会運営補助金 １，５００万円

市内の商工業の振興と活性化を図るため，商工会運営

費の補助を行います。

(3) 地域商品券発行 １億２，３８９万円 （新規就業者の写真）

他地域への消費者流出防止と，市内での購買力増加の

ため，地域商品券（チューリップ券）を発行します。

(4) 商工会歳末大売り出し補助金 １４０万円

市内における販売促進と市外への消費流出防止のため，

年末大感謝祭を開催するための補助を行います。

(5) 街路灯維持管理補助金 ５０万円

防犯並びに商店街美化のため，設置した街路灯の維持 曽於市商工会新春お楽しみ

管理費を補助します。 抽選会の模様

(6) 商工関連利子補給事業補助金 ６７３万円

市内商業の振興と活性化を図るため，商工業者が行う

設備投資や経営改善に対する資金借入の利子の一部補助

を行います。

(7) 曽於市ブランド確立推進事業 ６８万円

付加価値の高い地域特産品開発等を行いブランド品と

して全国へＰＲを行います。 令和３年度発行チューリップ券

2 消費者行政活性化事業 ３０１万円

消費者を狙う悪質商法や詐欺の被害が非常に多く発生し

ています。このような被害を最小限に食い止めるため,多

種多様な消費生活相談の機能を強化し,市民の安全な暮ら

しを目指します。

【主な事業内容】

消費生活相談窓口及び相談員の設置

無料弁護士相談会の開催
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３ 思いやりふるさと寄附金推進事業 ２８億６，４５６万円

ふるさと納税制度を活用した寄附金の募集を行い,寄附

者に対しては,本市の特産品を贈呈し,特産品PRと市内産業

の活性化を図ります。

寄附金は,個性豊かで活力あふれるふるさとづくりや高

齢者福祉・教育環境の整備などに使われています。

ふるさと納税返礼品の一例

【観光係】

１ 道の駅と農産物直販所 ２，４７１万円

市内に３か所の道の駅があります。それぞれが市の産業,観光及びイベント等の情報を発信

することにより，都市住民との交流，地域の活性化を図り，住民の憩いの場を提供し，住民と

密着した道の駅運営を目指します。

財部きらら館 末吉四季祭市場 大隅やごろう農土家市

２ 観光促進事業 ８，３３３万円

一般社団法人曽於市観光協会を中心に，曽於市の観光振

興を図ります。

また，大隅広域観光開発推進会議や日南・大隅地区観光

連絡協議会，環霧島会議，霧島ジオパーク推進連絡協議会

などと連携し，広域的な観光振興にも努めます。

【主な事業内容】

（一社）曽於市観光協会運営費 ３，７１３万円

観光関連イベント助成 １，１２５万円

広域観光協議会等負担金 ５７３万円

３ 滞在型地域交流推進事業 １9万円

地域の活性化や交流人口の増加を図るために，農家等に

民泊し体験する滞在型の民泊旅行や修学旅行生などの教育

旅行の受入れを推進していきます。
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直通 本 庁 0986-76-8809
大隅支所 099-482-5951
財部支所 0986-72-0938畜産課・産業振興課

本市の基幹産業である畜産は，農畜産物生産実績に於いて約8５％を占め，国の食料供給基

地としての重要な役割を担っています。しかし，高齢化の進展，担い手減少による生産基盤の

弱体化や配合飼料価格の高止まりなどにより生産コストが増加するなど厳しい状況が続いてお

り，畜産経営は先を見通せない状況になっています。このため，今後，畜産を振興していくた

めには，生産基盤の維持拡大とコストの低減を図っていく必要があります。

また，豚熱（CSF）や口蹄疫，高病原性鳥インフルエンザなどの家畜伝染病を防止するた

め防疫対策の強化による家畜衛生体制の確立と家畜の生産性向上を図ってまいります。

曽於市としてのブランド化を目指し，畜産の更なる振興を推進します。

【畜産係・畜産指導係】

１ 畜産振興協議会事業 ５，８７７万円

市・ＪＡ一体となって，畜産の全般的な施策を実施することにより，本市の畜産振興に努め

ます。

＊畜産振興協議会事業に係る予算は，市1/2 ＪＡ1/2で予算化し，事業を行っています。

(1) 全国和牛能力共進会対策 ９３８万円

今年度，鹿児島県で開催される全国和牛能力共進会に

向けての集合指導や予選会並びに共進会への出品牛に対

して助成を行います。

(2) 導入保留対策 ３，０９５万円

肉用牛・種豚の資源確保と経営規模の維持拡大，家畜

改良を図るため，優良家畜を導入保留された方に補助を

行います。

(3) 生産組織育成対策 ６９０万円

地域における組織の育成強化と農家の経営安定を図る

ため，畜産振興大会の実施や各生産組織への運営補助を

行います。

(4) 牛異常産・炭そ予防対策 １，０７５万円

牛の流産・早産・死産・奇形などの異常分娩および炭

そ病を防ぐ為，ワクチン接種に係る費用の一部を助成し

ます。

(5) 防疫対策事業 ２０万円

口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の発生に迅速に

対応するために，初動防疫に必要な消毒ポイントの機材

等を整備します。
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２ 畜産生産基盤施設整備事業（市単独） １，５９４万円

畜産経営の基盤強化を図ることを目的に補助金を交付し，市の基幹産業である畜産振興を図

り経営の安定化を図ります。

(1) パドック式牛舎建設補助金 ７００万円

肉用牛・乳用牛の規模拡大と作業の省力化を図るため，

周年放し飼い方式の牛舎を建設された方に補助を行いま

す。

・牛舎建設補助 10頭規模以上 30万円以内

20頭規模以上100万円以内

(2) 堆肥舎（尿溜槽）設置補助金 １５０万円

規模拡大農家を中心に堆肥舎及び尿溜槽

の設置を推進し，環境保全型農業の振興と

畜産環境整備を図ります。

・堆肥舎建設補助 30万円以内

・尿溜槽設置補助 30万円以内

いずれも基準事業費の１/２以内の補助

で，上限が３０万円となります。

(3) 連動スタンチョン設置補助金 ２９４万円

肉用牛・乳用牛の省力管理と飼養管理技術の

改善を図るため，スタンチョンを設置された方

へ補助を行います。

・スタンチョン設置補助

１基5,000円以内

(4) 牛舎改造補助金 ４５０万円

対象となる改造は，既設牛舎の間仕切り撤去，

牛床のコンクリート打設及び増築とします。増

築の場合，牛床はコンクリート打設とし，排せ

つ物が流失しない構造とします。（子牛育成牛

舎建設も含む。）但し，５年間に５頭以上増頭

する計画を有するものとします。

牛舎改造補助 一棟 30万円以内
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３ 酪農振興事業（市単独） ５５７万円

酪農振興を図るため，各種ホルスタイン共進

会の出品助成と乳用牛導入・保留された方に補

助を行います。

・導入補助金 １頭当たり 10万円

・保留補助金 １頭当たり 3万円

・保留対策授精精液購入補助金

１戸当たり10万円以内

４ 高齢者等和牛振興対策事業（市単独） ８７８万円

高齢者等の肉用牛飼育離脱防止と継続的飼育を促進します。

・高齢者等飼養肉用牛子牛競り市引付料補助金（市単）

下記対象者に，せり市出荷１頭あたり４,000円を補助します。

（１）70歳以上の方

（２）母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第１項に規定する配偶者のいない女子

（３）身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者

５ 畜産振興基金（貸付制度）

繁殖用（48か月齢以内）又は肥育用の肉用牛・乳用牛を導入した場合に，１頭当たり最高

50万円を，繁殖用（48か月齢以内）又は肥育用の肉用牛の自家保留は最高40万円を貸付し

繁殖用・乳用牛では5年間，肥育用では22ヶ月間，それぞれ無利子で貸し付けし，経営の安

定と頭数の維持と地域内での一貫生産体系作りに努めます。

貸付頭数は年間１対象者につき，肉用牛生産素畜及び搾乳用素畜にあっては２頭以内，肥育

素畜にあっては10頭以内とします。

６ 肉用牛特別導入基金（貸付制度）

最終償還時の年齢が80歳以下の方で，繁殖用雌牛（12か月齢以内）を導入した場合に，最

高40万円を５年間無利子で貸し付けし，経営の安定と頭数の維持と地域内での一貫生産体系

作りに努めます。

７ 繁殖雌牛・肥育素牛導入保留対策事業(市単独) ５，１８１万円

繁殖用，肥育用に子牛を導入保留した場合に補助金を交付します。

繁殖用及び肥育用は１頭当り３万円が限度です。

69



【有機センター 直通0986-28-8440】

１ 有機センター管理費 ９，５７０万円

畜産農家から排せつされる糞尿等を堆肥化処理し，良質な有機堆肥を生産する施設です。

本市が取り組む「有機農業のまちづくり」の核となる施設で，土着菌「森の華」を利用し製

品化された良質な有機堆肥を農地へ還元することで，健康な土づくり（土壌生産能力の維持増

進），環境にやさしい農業を確立していきます。

＊バチルス菌入り「有機魂」とは

有機センターでは平成28年度より「有機

魂」の製造・販売を行っております。

バチルス菌の働きによって，高温での発酵

になるため雑菌・雑草種子が死滅しており，

悪臭が少なく使いやすい堆肥です。

有機センター製品価格表

製品の種類 区分 内容量 販売価格

袋詰
15㎏ 280円

ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸ500㎏ 3,400円

土着菌入り バラ 2t車１台 11,000円

森の華１号 （配達料込） 3.5t車１台 19,000円

（牛糞） 散布
2t車１台 12,000円

（堆肥代込）

バラ １㎏当り 5円
（自己引取）

袋詰
15㎏ 300円

ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸ500㎏ 3,900円

バチルス菌入り バラ 2t車１台 12,000円

有機魂 (配達料込) 3.5t車１台 20,750円

（牛鶏混合） 散布
2t車１台 13,000円

(堆肥代込)

バラ
１㎏当り 5.5円

（自己引取）

土着菌 袋詰 15kg 2,000円

※ 土壌診断を行い，自分の農地の現状を把握し，最適な施肥設計を行いましょう。

※ 有機堆肥製品を利用して土づくりを行い，農作物の品質と収量の向上を図りましょう。

市民の皆様のご利用をお待ちしております。
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直通 本 庁 0986-76-8810
大隅支所 099-482-5952
財部支所 0986-72-0940耕地課・産業振興課

【管理用地係・農地整備係・畑地かんがい係・調査計画係】

１ 県営土地改良事業負担金 ３億1,922万円

(１) 畑地帯総合整備事業（担い手育成型）負担金

① 第一曽於北部地区 ６３8万円

本地区は，大峯ファームポンドの水を利用する地区で，２期に分割して実施します。

令和４年度は，事業費 ３,０００万円（市負担金６３７万円）で，２期地区内の農業用用排

水施設整備A＝４.４ｈaを整備予定です。

（１期地区）

総事業費 1１億１,１７８万円

受益面積 ８１ha

農道 Ｌ＝５,４６５ｍ

工期予定 平成20年度～平成２９年度

（完了）

（２期地区）

総事業費 １１億5,0００万円

受益面積 ６３ha

農道 Ｌ＝３,１６５ｍ

工期予定 平成２５年度～令和4年度

第一曽於北部（完了ほ場）

② 第二曽於北部地区 ６３8万円

本地区は，平野ファームポンドの水を利用する地区で，２期に分割して実施します。

令和４年度は，事業費３,０００万円（市負担金６３７万円）で，2期地区内の末端散水施設

Ａ＝２.０haを整備予定です。

（１期地区）

総事業費 ８億６２０万円

受益面積 １１５ha

農道 Ｌ＝１,１５０ｍ

工期予定 平成２２年度～令和元年度

（完了）

（２期地区）

総事業費 １１億9,0００万円

受益面積 １５２ha

農道 Ｌ＝１,３５０ｍ

工期予定 平成２５年度～令和５年度 第二曽於北部（完了ほ場）
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③ 第三曽於北部地区 ６,３７５万円

本地区は，高之峯ファームポンドの水を利用する地区で，２期に分割して実施します。

令和４年度は，事業費３億円（市負担金６,３７５万円）で，2期地区内の農業用用排水施設

整備Ａ＝12.０haを整備予定です。

（１期地区）

総事業費 9億4,150万円

受益面積 ２３３ha

工期予定 平成２４年度～令和３年度

（完了）

（２期地区）

総事業費 ３１億4,8００万円

受益面積 ３８４ha

工期予定 平成２５年度～令和９年度

第三曽於北部（完了ほ場）

④ 第四曽於北部地区 ８,５００万円

本地区は，金丸ファームポンドの水を利用する地区で，令和４年度は事業費４億円(市負担

金８,５００万円）で，農業用用排水施設整備Ａ＝３５.０haを整備予定です。

総事業費 ５８億3,400万円

受益面積 ５４１ha

農道 Ｌ＝１,１１０ｍ

区画整理 ５１.８ha

工期予定 平成２５年度～令和９年度

第四曽於北部（完了ほ場）
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⑤ 第五曽於北部地区 ８,５００万円

本地区は，帯野ファームポンドの水を利用する地区で，令和４年度は事業費４億円（市負担

金８,５００万円）で，農業用用排水施設整備Ａ＝12.０ha，区画整理Ａ＝１０.０haを整備予

定です。

（全体計画）

総事業費 ５９億8,1００万円

受益面積 ４２８.６ha

区画整理 １００.４ha

工期予定 平成２５年度～令和９年度

第五曽於北部（区画整理完了地区）

(２)県営シラス対策事業負担金

大隅 竹山地区 ２５０万円

本地区は，昭和４５年度までに畑地を構造改善事業により整備し，流末水路整備を昭和４７

年度までにシラス対策事業により整備されましたが，近年の営農形態（ハウスやマルチ栽培）

の変化などから，既存の排水路では許容できない状態となっており，畑の冠水や，流末水路の

断面不足が生じています。本事業を導入し地域で想定される被害を未然に防止し，農業経営の

維持と安定を図ります。

（全体計画）

総事業費 ７億5,2００万円

（補助率：国５５％，県４０％，

地元５％）

総事業量 排水路 １,５３５ｍ

集水路 １,７１１ｍ

承水路 １,９４４ｍ

施工場所 大隅町岩川地内

工期予定 平成２９年度～令和５年度

大隅竹山地区（施工中）

（令和４年度）

事業費 ５,０００万円（市負担金２５０万円）

事業内容 排水路 Ｌ＝７６４m
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(３) 農村振興総合整備事業負担金

末吉地区 913万円

地域農業の健全な発展と都市住民にも魅力ある住みよい農村を目指し，末吉町全域を受益と

する「末吉地区」と称し，景観や自然環境に配慮しつつ農地や農業用水などの農業生産基盤の

整備や交通，衛生等の生活環境の整備，更に自然や景観等を活かした個性ある地域づくりを目

指し，農村の総合的な振興を図ります。

（全体計画）

総事業費 １８億６,８００万円

事業内容 ほ場整備 農業用用排水整備

農道整備 農用地改良保全

鳥獣侵入防止施設整備

農業集落道整備 集落防災施設等

事業年度 平成２１年度～令和６年度

（令和４年度）

事 業 費 ４,３００万円

（市負担金 ９１３万円）

事業内容 農道整備 Ｌ＝８００m 東福留地区（現況）

(４) 県営農地整備事業（畑地帯担い手支援型）負担金

大隅南地区 ２,１２５万円

本地区は，かんがい用排水施設が未整備のうえ，不安定な降水量と秋の干ばつや冬期の降霜

に収穫が不安定なため，本事業の導入により農業用水を確保し, 地区の担い手育成も含め, 生

産性の高い農業展開と経営の安定を図ります。

（全体計画）

総事業費 １４億１,３３３万円

総事業量 幹線配水路 φ150mm

L＝1,０00m

支線配水路 φ100～75mm

L＝２８,６５２ｍ

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ ３５７ｾｯﾄ(内お茶37ｾｯﾄ)

事業年度 平成２６年度～令和７年度

施工場所 大隅町荒谷・月野地内

（令和４年度）

事業費 １億円 大隅南地区（給水栓設置済 ほ場）

（市負担金 １,３１５万円）

（地元負担金 ８１０万円）

事業内容 管水路工 L＝５００ｍ

末端散水施設 Ａ＝１０ha

散水器具
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(５) 県営農山漁村地域整備交付金農地整備事業（通作・保全）負担金

曽於北部地区 ２,１２５万円

本路線は，昭和５５年～平成１０年にかけ「広域営農団地整備事業」により整備された路線

で，「そお街道」と称され国道１０号線と主要地方道都城隼人線を結ぶ曽於農業地域の重要な

基幹農道です。供用開始後２０年～３５年以上経過し，路面にひび割れやわだち掘れ凹凸がみ

られます。また，２箇所のトンネル照明も経年劣化による損傷が見受けられ落下の危険性もあ

り，早急な保全対策が必要です。また，水路断面の不足も見られ改修が必要です。

(全体計画）

総事業費 ６億６,１７０万円

総事業量 舗装工事 6,000m

トンネル補修工事 2基

トンネル照明工事 ２基

落橋防止工事 ２橋

排水路工事 300m

事業年度 平成３０年度～令和５年度

施工場所 財部町南俣，北俣地内

（令和４年度）

事業費 １億円（市負担金２,１２５万円）

事業内容 舗装工 Ｌ＝９００m 広域農道（現況）

橋梁補修 ２基

(６) 県営農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金

末吉財部地区 １,１８０万円

本地区の農業は，農村振興総合整備により，ほ場整備が完了し，経営規模の拡大，大型機の

導入，生産活動の効率化，水田の汎用化による収益性の向上など，曽於市における重要な営農

地帯であり，今後、経年劣化の進行により, 補修に関する維持管理費の増大や転倒ゲートの

操作不良により, 水管理が困難な状況となり安定した水の供給が出来なくなるなど、営農に

支障を来たす恐れがある。このことから，施設の計画的かつ効率的な長寿命化対策を図るとと

もに農業用水の安定供給と維持管理の効率化を図るものである。

(全体計画）

総事業費 1億2,000万円

総事業量 用水路 5,300m

頭首工 2基

事業年度 令和2年度～令和５年度

施工場所 末吉町，財部町地内

（令和４年度）

事業費 ５,９００万円

（市負担金１,１８０万円）

事業内容 鋼製ゲート補修 １基 蓑原水路（現況）

用水路補修 Ｌ＝１,３１７m

頭首工補修 １基
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(７) 県営中山間地域農業農村総合整備事業負担金

第二大隅地区 ３２８万円

本地域では，中山間地特有の条件不利地において未整備区域が残されており，農業就業者の

高齢化や過疎化，離農による農業人口の減少や耕作放棄地の増加が予測されます。農業生産基

盤の整備水準は市全域と比べ高い水準となっているが，更なる農業生産基盤の改善を目標に，

条件不利地の早急な解消を図り，生産性の向上と優良農地の維持を目指します。

(全体計画）

総事業費 １７億３,９７０万円

総事業量 換地業務 ５１.１ha

事業年度 令和３年度～令和１０年度

施工場所 大隅町坂元，中之内，月野

恒吉地内

（令和４年度）

事業費 ２,１８８万円

（市負担金３２８万円）

事業内容 測量設計一式

前田地区（現況）

(８) 県営農地中間管理機構関連農地整備事業負担金

七村地区 ３５０万円

本地区は区画整理済ですが，戸当りの経営規模が小さく，道路は幅員狭小で，水路は用排水

兼用の状態であり，大型機械の導入や水管理も苦慮しており，営農に影響を及ぼしています。

本事業を実施することにより，区画の整形及び道路・水路の整備，農地の集団化を図り，大

型機械の導入等により地域営農の効率化を図るとともに，生産性の向上に繋げます。

(全体計画）

総事業費 ９億５,000万円

総事業量 換地業務 ３２.０ha

事業年度 令和３年度～令和１０年度

施工場所 財部町南俣地内

（令和４年度）

事業費 ３,５００万円

（市負担金３５０万円）

事業内容 測量設計一式

七村地区(現況）
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２ 農道等維持補修費 ８,２４６万円

(１)農道等維持補修工事 3,５１７万円

安全管理のためカーブミラーやガードレールの安全施設の設置，区画線の塗布を行います。

また，老朽化等により機能が低下した農道，排水路等の維持補修工事を行い，農業生産及び

農村環境の整備を図ります。

・安全施設設置工事 81９万円（カーブミラー，ガードレール設置等）

・維持補修工事 ２,６98万円（農道補修，排水路補修等）

区画線 カーブミラー

(2)農道等整備原材料支給 1,822万円

市が管理する施設以外の農道，用水路，排水路の維持管理のため，生コンクリートやトラフ，

砕石等の原材料を限度内で支給し，農業生産及び農村環境の整備を図ります。

（主な支給基準）

・農道幅員原則３ｍ以上であること。

・受益戸数２戸以上，受益面積原則１ha以上

農道現況 砕石散布状況
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３ 農業・農村活性化推進施設等整備事業 １２４万円

末吉 溝上地区 ７７万円

本地区は，一部の区間が土水路であり降雨の

たびに法面が崩れ受益者で補修を行っているが，

そのたび土砂堆積等が発生し維持管理に多大な

労力を要している。維持管理の軽減のため現在

の土水路を三面張りにし，安定した水田耕作及

び用水供給の維持管理の軽減を図ります。

（令和４年度）

事 業 費 77万円

事 業 量 測量設計等一式

施工場所 末吉町岩﨑地内

受益面積 ５.7ha 関係戸数 40戸 溝上地区（現況）

４ 市単独土地改良事業 ３,１３０万円

(１) 道路・排水路工事 ２,４００万円

本路線は，交通量も多く，県道出口付近の見

通しも悪く，路面水も流れ込み流末も整備され

ていない状況であるため，排水路及び道路の改

良工事を行います。

（令和４年度）

事 業 費 1,８８３万円

事 業 量 道路改良工事一式，測量設計等一式

施工場所 財部町南俣地内

泊ヶ山線（道路）

本地区は，平成２５年度にほ場整備を実施し

ましたが，排水路が河川護岸天端より堀込んだ

構造になっているため，増水時に逆流し災害の

危険性があること，また維持管理に支障がある

ことから整備を行います。

（令和４年度）

事 業 費 １,0２０万円

事 業 量 排水路工事 L＝３００ｍ

施工場所 大隅町坂元地内

遠目塚地区（排水路）
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（２） 市単独土地改良事業補助金 ２２７万円

農業生産性の向上に寄与するため，団体及び共同で行う小規模土地改良事業に対し，市単独

で予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象事業及び補助率等は，下記の表のとおりです。

事業名
採 択 基 準

補助率
受益面積 延長 幅員 その他

かんがい 概ね 工事費

排水 1.0ha以上 － － 10万円以上 50％以内

150万円以下

農道整備 概ね 概ね 工事費

1.0ha以上 100ｍ以上 3.0ｍ以上 10万円以上 50％以内

(橋梁2.0m以上) 150万円以下

砂利道とする

農道舗装 概ね 概ね 工事費

1.0ha以上 100ｍ以上 3.0ｍ以上 １0万円以上 ６0％以内

(舗装2.5m以上) 150万円以下

舗装厚 3cm以上

(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装10cm

以上)

コンクリート舗装 トラフ敷設
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５ 大隅農村環境改善センター管理費 １03万円

農業経営及び農村生活の改善合理化，農業

者等農村在住者の健康増進，地域連帯感の醸

成等を図り，農村の環境整備を組織的に推進

します。

大隅農村環境改善センター

６ 公園管理費 ３５６万円

いきいき親水公園管理事業 ３０８万円

いきいき親水公園は，財部温泉センターに

隣接する市民の憩の場です。また，市民の散

策や交流の場となっています。施設の健全な

運営，維持管理に努めます。

いきいき親水公園
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7 土地改良施設維持管理適正化事業 ２,３３２万円

頭首工補修工事 １,８２０万円

末吉 中谷渡地区

本水門は，県営事業により昭和52年に造

成され43年が経過している。開閉装置の著し

い劣化により操作困難な状態なっており，扉

体の操作においては水路内に入り人力による

操作を行い取水している状況である。本事業

により､施設機能の保持とゲート更新整備を行

い安定した用水の確保を図ります。

（令和４年度）

事業費 ８３0万円

事業内容 転倒ゲート 一式

施工場所 末吉町二之方地内 中谷渡地区

大隅 新田場地区

河川沿いの用水路で，土水路に片壁だけコ

ンクリートを張った構造と，素掘りの土水路

の区間であり，漏水が多く劣化が進み崩壊の

危険性があるため，三面張水路と管渠への整

備を行い安定した用水の確保を図ります。

（令和４年度）

事業費 ５５０万円

事業内容 三面張水路１式

施工場所 大隅町岩川地内

新田場地区

大隅 上荒取水門地区

鋼製巻き上げｹﾞｰﾄの老朽化が著しく，豪雨

時の開閉作業が速やかに行えないため土砂が

流入し，維持管理に多大な労力が必要となっ

ている状況です，スライドゲートへの整備を

行い安定した用水の確保を図ります。

（令和４年度）

事業費 ４４0万円

事業内容 スライドゲート 1基

施工場所 大隅町恒吉地内

上荒取水門地区
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８ 多面的機能支払交付金事業 １億１,０９０万円

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮の促進のため，地域住民を主体とする多様な参

画を得て，地域ぐるみで効果の高い共同活動を実施することにより，地域資源（農地・水路・

農道等）の良好な保全と質的向上を図ります。

（令和４年度）

総 事 業 費 １億１,０９０万円

補 助 率 国5０％ 県２5％ 市２５％

事 業 年 度 平成19年度～

参加組織数 3４組織 ・末吉１２組織・大隅１９組織・財部３組織（１広域組織）

地域の団体，水利組合等で活動組織を立ち

上げ，その活動組織が実施する農地，水路，

農道等の維持管理作業等に対し活動経費を交

付します。

対象活動

○農地維持支払

・遊休農地発生防止のための保全管理

・草刈り，泥上げ

・農道の路面維持（砂利の散布等）

農地維持（農道の草刈り）

○資源向上支払（共同活動）

・施設の軽微な補修

・花の植栽による景観形成活動

・農業に由来する伝統行事の継承

・学校教育との連携等

○資源向上支払（長寿命化）

・土側溝をコンクリート水路へ更新

・未舗装の農道をコンクリートで舗装

・老朽化したゲートの補修や更新 共同活動（景観形成）

長寿命化 （農道のコンクリート舗装）
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９ 基幹水利施設管理事業 ２,０６４万円

谷川内ダムや中岳ダム本体，頭首工，導水路や管理棟などの基幹水利施設を管理するための

事業です。この事業には，国と県で３０％ずつ，合計で６０％補助されます。

谷川内ダムは，曽於市が直接管理しますが中岳ダムは受益面積が大きい志布志市が管理して，

その応分を志布志市へ負担します。

谷川内ダム 中岳ダム

１０ 農地耕作条件改善事業 ３,400万円

本地区の用水路は素掘区間が多く，経年劣化により度々崩壊し，補修を行い利用してきたが，

補修作業に多大な労力が必要であることと，決壊する度に管理道路幅が狭くなり日常の点検も

危険な作業となっているため，用水路の整備により維持管理の省力化を図るとともに担い手が

作業しやすい環境を整備し中間管理機構をとおして安定的な営農を取り組むことで，担い手へ

の農地集積の向上を図ります。

大隅 新田場地区

（令和４年度）

事 業 費 ３,４００万円

事 業 量 用水路工事 L＝50m 管渠工φ1.２m

施工場所 大隅町岩川地内

新田場地区 新田場地区
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１１ 電源立地地域対策交付金事業 ５５３万円

本地区は，市内有数の平野地形で，農地と住宅地が混在した大地であるが，農地と農地を結

ぶ農道が未整備であり，農業の生産性を向上させるため早急に整備を行い，維持管理費の節減

及び農業生産性の向上を図る。

（令和４年度）

事 業 費 ５５３万円

事 業 量 八合原４号線農道舗装工事 L＝１７３m 八合原１号線農道改良工事 L＝３０m

施工場所 大隅町月野地内

八合原４号線 八合原１号線

１２ 現年発生農地・農業用施設災害復旧 １,５３２万円

災害復旧事業は，異常気象等によって被災を受けた農地・農業用施設（農地，農道，用排水

路，頭首工等）を原形に復旧することが目的です。なお，国の補助事業であるため，次のよう

な一定の条件があります。

（主な採択条件）

・被災当時の１時間雨量が２０ｍｍ及び２４時間雨量が８０ｍｍ以上であること。

・現年発生災害であること。

・受益戸数が農地１戸以上，農業用施設２戸以上であること。

・復旧工事費が４０万円以上であること。

（補助率，負担割合）

・農地（通常） ：国５０％，残５０％の８割市負担，２割受益者負担

・農業用施設（通常）：国６５％，残３５％市負担

（復旧状況）

着工前 完成
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市単独農地災害復旧事業補助金

本事業は，団体等が行う国の補助事業の対象とされない１０万円以上４０万円未満の農地災

害復旧事業について，農家負担の軽減と農業経営基盤の安定を図るため，予算の範囲内で補助

金を交付するものです。

（交付基準）

補助対象は，団体等が行う農地災害復旧事業に要する経費とし，工法は畦畔及び埋没，流失

の復旧です。畦畔については，柵工，土羽工とするものです。補助率は（畦畔復旧，埋没・流

失の復旧）事業費の８０％以内です。

（復旧状況）

着工前 完成

１３ 過年発生農地・農業用施設災害復旧費 １,２００万円

平成元年から平成９年の間に県営シラス対策事業により築造した幹線排水路が，過年の豪

雨災害で崩壊した山腹からの土砂で閉塞し，休耕地中央を浸食しながら流下しているため，耕

作している水田に水を引くための井堰に土砂が堆積し，用水の供給が著しく低下しているため

災害復旧工事により土砂の除去を行います。

事業費 １,２００万円

排水路 1路線

工期予定 令和４年度

（現況）

全景（被災後） 被災箇所
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