
平成２９平成２９平成２９平成２９年度年度年度年度当初予算案当初予算案当初予算案当初予算案主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款（農林水産業費）・項（農業費） 

事 業 名 「お茶の京都」推進事業（お茶の京都博分） 

予 算 額    ５，５５０千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

 京都府は、南部地域の持続可能な地域振興を「お茶の京都」というキーワー

ドで行っており、2017 年度は「お茶の京都博」を実施し、産業振興・交流人口

の拡大・地域の活性化に繋げ、地域相互の結びつきを強めブランド化を図り、

国内外から選ばれる地域になっていくことを目指す。 

①センターイベント：さくら茶会・文化プログラムイベント、茶産業展など 

②ネットワークイベント：お茶の京都ハウス・一坪ハウスなど 

③エリアイベント：村の道の駅グラウンドオープンなど 

④市町村イベント ＊イベントにお茶の京都博の位置づけ 

 

≪実施内容≫   

 委託料           ４,０００千円（内、交付金２,０００千円） 

  お茶の京都博エリアイベント事業  2,000 千円(1/2 は交付金) 

  お茶の京都博一坪茶室事業     2,000 千円(1/2 は交付金) 

 負担金補助及び交付金    １,５５０千円（1/2 は交付金） 

  お茶の京都博実行委員会      1,450 千円(1/2 は交付金) 

  お茶の京都観光協議会         100 千円 

 

  

 

 

 

担当課 産業生活課 

    



平成２９平成２９平成２９平成２９年度年度年度年度当初予算案当初予算案当初予算案当初予算案主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款（商工費）・項（商工費） 

事 業 名 商工会育成事業 

予 算 額    ６，８００千円 新規・継続の別 新規・継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

 地域の事業者が業種に関係なく会員となり、お互いの事業の発展や

地域の発展のために総合的な事業を行う。 

 

≪実施内容≫   

 

商工会育成補助金          ６,８００千円 

   

<内訳> 

人件費分（２名分）       ４,３１６千円 

   事業費分            ２,４８４千円 

      コピー機リース分             249 千円 

    情報機器（パソコン等）リース代      130 千円 

    京むらまつり事業             300 千円 

    プレミアム商品券補助           200 千円 

商工活性化事業助成            200 千円 

       会館改装分                260 千円（1/2 村助成） 

    商工会館表示看板             250 千円（1/2 村助成） 

    記帳継続指導員              295 千円 

    電話帳作成助成              600 千円 

 

担当課 産業生活課 

    



平成２９平成２９平成２９平成２９年度当初年度当初年度当初年度当初予算案主要事項説明予算案主要事項説明予算案主要事項説明予算案主要事項説明    

款( 農林水産業費 ) ・項( 林業費 ) 

事 業 名 野生鳥獣被害総合対策事業 

予 算 額 １４，２０７千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

野生鳥獣の被害が深刻化・広域化する中、安心して農業に取り組むことが

できる環境を整備するため、侵入防護柵設置（電気柵・ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵等）事業

を実施する。さらに、緊急捕獲活動等によりｲﾉｼｼ・ｼｶ・ｱﾗｲｸﾞﾏによる農林水

産業に係る被害の軽減に資するため有害鳥獣捕獲を実施する。 

また、新たに狩猟免許を取得し、有害鳥獣捕獲に新規参入する方へ狩猟免

許取得・猟銃購入に係る経費に対して補助金を交付する。 

 

≪実施内容≫    

１ 侵入防護柵備品購入 定額補助  

10,317 千円（補助額 10,317 千円） 

内容：電気柵（ｲﾉｼｼ・ｼｶ用、5 段張り）Ｌ=３３０ｍ 

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵（ｲﾉｼｼ・ｼｶ用 H1.8m）Ｌ=７，６９３ｍ 

２ 緊急捕獲等対策 補助率：10/10   1,051 千円（補助額 1,051 千円） 

内容：ｲﾉｼｼ・ｼｶ・ｱﾗｲｸﾞﾏ緊急捕獲活動経費 １式 

３ 有害鳥獣捕獲対策 補助率：1/2   1,389 千円（補助額 694 千円）  

内容：有害鳥獣捕獲（猟友会年間委託）、個体処分、狩猟事故 

共済等加入経費 １式 

４ シカ捕獲強化（猟期）１式 補助率 10/10 

425 千円（補助額 425 千円） 

５ 南山城村狩猟免許取得助成事業【村単費事業】  

※ただし、猟銃購入費に対しては府 1/2 補助・上限 15 万円 

887 千円（補助額 600 千円） 

内容：猟銃等講習会参加手数料、技能検定申請手数料、火薬類譲受許可申

請手数料、鉄砲所持許可申請手数料、猟銃（散弾銃に限る。）の購入費用、

猟銃保管庫・装弾保管庫の購入費用、狩猟免許試験申請手数料、狩猟者登

録手数料、相楽郡猟友会南山城支部の年会費等 １式  

６ 事務費 138 千円（村単費） 

 

担当課 産業生活課 

 



平成２９平成２９平成２９平成２９年度年度年度年度当初予算案当初予算案当初予算案当初予算案主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款（総務費）・項（総務管理費） 

事 業 名 道の駅管理事業 

予 算 額    １０，８６１千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

 南山城村ふれあい交流拠点施設の指定管理の指定が、平成 28 年度

12 月定例議会で可決されたことから、施設の管理権限を委任すること

になった経費等を指定管理料として計上するもの等。指定管理料につ

いては、平成 28 年度 12 月定例議会で示したものを予算としている。 

 

≪実施内容≫   

 旅 費            ２００千円 

   全国道の駅連絡会・道の駅連絡会担当者会議等参加旅費 

 

役務費             ６００千円 

   植栽芝生維持管理・側溝路面清掃経費（施設管理者分） 

 

委託料           ９,９９６千円 

  指定管理料 

 

使用料及び賃借料         １５千円 

 

負担金補助及び交付金       ５０千円 

   全国道の駅連絡会        20 千円 

   近畿道の駅連絡会        30 千円 

担当課 産業生活課 

    



平成２平成２平成２平成２９９９９年度年度年度年度当初当初当初当初予算予算予算予算案案案案主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款（ 農林水産業費 ）・項（ 農業費 ） 

事 業 名 農業後継者育成事業 

予 算 額  １１，０５９千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

南山城村地域創生総合戦略に基づき、若い世代を中心として、村の魅力

を活かしたワークスタイルの確立を目標に、農業の担い手の確保と後継者

の育成を図るため、新規就農者並びに就農を計画する者を対象に給付金等

を支給する。 

また、農の担い手・後継者となり得る人材確保のため、地域おこし協力

隊の制度を活用し、新規就農者と農家（農地・地域）とのマッチングを行

い、赴任後３年後の独立を目指す。 

 

≪実施内容≫ 

 １．地域おこし協力隊に要する経費      ９，３５９千円 

   担い手・後継者育成等事業に伴う地域おこし協力隊の雇用に要する経

費 

賃 金      5,976 千円 

旅 費               22 千円 

需用費       800 千円 

使用料及び賃借料 2,561 千円 

 

 ２．青年就農給付金給付事業         １，５００千円 

   経営開始直後の新規就農者に対して給付金を給付 

府補助率：１０/１０ 

    負担金補助及び交付金 1,500 千円 

 

３．仲田明育英資金交付事業           ２００千円 

   農林業の後継者（担い手）として、農業高校等へ進学した者や南山城

村の農林業に新規就労を計画している者を対象に「育英資金」を交付 

    ※一人につき年額１００千円（定額）※２年を限度とする。 

      負担金補助及び交付金 200 千円 

 

担当課 産業生活課 

    



平成２平成２平成２平成２９９９９年度年度年度年度当初当初当初当初予算案主要事項説明予算案主要事項説明予算案主要事項説明予算案主要事項説明    

款( 農林水産業費 )・項( 農業費 ) 

事 業 名 茶振興対策事業 

予 算 額    ４，８３６千円 新規・継続の別 新規・継続 

事業内容 

    

≪目的・趣旨≫ 

  南山城村の主幹産業である茶業の振興と宇治茶の主産地南山城村のＰＲ

を目的とした関連団体等への補助及び南山城村研修製茶工場の維持管理に

要する費用の支出、関西・全国茶品評会入賞者への出品茶入賞報奨金、茶

業者大会経費の支出、ＰＲ看板の設置などを主とした事業を展開すること

により、宇治茶の主産地南山城村の宣伝普及活動並びに消費拡大に寄与す

る。 

 

 

≪実施内容≫ 

報償費          ６１０千円（出品茶入賞報奨金）     

旅 費           ２２千円 

需用費          ４４８千円（茶業者大会・研修製茶工場経費他） 

役務費          １３６千円 

委託料        ２,５２８千円 

（宇治茶の主産地ＰＲ看板設置委託２ヶ所） 

使用料及び手数料      ８５千円 

 負担金補助及び交付金 １,００７千円 

          （関西茶品評会・全国茶まつり参加負担金、関連団体補助） 

       

担当課 産業生活課 

 

 

 

 

 



平成２平成２平成２平成２９９９９年度年度年度年度当初当初当初当初予算予算予算予算案案案案主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款（ 農林水産業費 ）・項（ 農業費 ） 

事 業 名 農業振興対策事業 

予 算 額     ３，５２９千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

高収益な野菜や地場野菜等の出荷を促進するため、農林業用等のビニー

ルハウス及び鳥獣害侵入防護柵の設置に要する経費に対し、補助金を交付

し、野菜等の生産拡大となる基盤づくりを行うとともに、「道の駅」や「直

売所」等への安定供給の実現と南山城村の農林業等の振興を図る。 

また、資金を借り入れる者の金利負担を金融面からサポートし、軽減す

る利子助成事業を実施し、生産拡大等に意欲的に取組む認定農業者の経営

を支え、農業者の育成と確保に取組む。 

 

 

≪実施内容≫ 

１．野菜等生産基盤づくり資材購入費補助事業  ３,４５７千円 

   旅費               ５千円 

   需用費             ２５千円 

   負担金補助及び交付金   ３,４２７千円 

鳥獣害侵入防護柵       2,227 千円 

ビニールハウス資材       1,200 千円 

   

 ２．農業経営基盤強化資金利子助成費  ７２千円 

         負担金補助及び交付金    ７２千円 

 

  

    

 

 

 

担当課 産業生活課 

 

    

    

    



平成２９平成２９平成２９平成２９年度当初年度当初年度当初年度当初予算案主要事項説明予算案主要事項説明予算案主要事項説明予算案主要事項説明    

款( 農林水産業費 )・項( 農業費 ) 

事 業 名 農業基盤整備促進事業 

予 算 額    １０，４７７千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

農業の担い手不足と高齢化が進行する中で、施設の改修等により、安心

して農業に取り組める環境を整え、維持管理等労力の軽減を図り、農業経

営の安定に資するため本事業を実施する。 

 

 

≪実施内容≫  

工事請負費   １０,４７７千円 

＊農作業道改修 

バチギ橋梁架替改修工事 橋梁上部工Ｌ＝１１．５ｍ  

事業費    ５，１５６千円（補助額３，０９３千円）  

補助率：国５５％、府５％、村４０％ 

  付属工事１式 １，５４７千円（村単費分） 

バチギ農道地区外舗装復旧工事 Ａ＝４５０㎡  

３，７７４千円（村単費） 

 

 

≪実施場所≫ 

南山城村大字田山地内 

 

 

 

 

 

 

担当課 産業生活課 

 

 

 

 

 



平成２９平成２９平成２９平成２９年度年度年度年度当初予算案当初予算案当初予算案当初予算案主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款（商工費）・項（商工費） 

事 業 名 広域観光宣伝推進事業 

予 算 額    ２，５５３千円 新規・継続の別 新規・継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

 広域観光を推進し南山城村を内外にＰＲし、観光誘客を図るもの。またお茶

の京都ＤＭＯをさらに進め、地域資源のブランド化や宇治茶のプレミアムブラ

ンド化、加工品開発などを行う「お茶の京都振興社（仮称）」を立ち上げ、お茶

の京都地域（南部 12 市町村）の振興を図る。 

 

 

≪実施内容≫   

 役務費               ３千円 

委託料              ５０千円 

負担金補助及び交付金    ２,５００千円 

  いづみ路観光協会        20 千円 

  京都府観光連盟         80 千円 

    お茶の京都ＤＭＯ       2,400 千円 

   ＊算定は人口割・観光客入込数（宿泊施設での宿泊も含む）・観光消費額

（宿泊施設での消費も含む）等による算定 

担当課 産業生活課 

    



平成２平成２平成２平成２９９９９年度年度年度年度当初当初当初当初予算予算予算予算案案案案主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款（農林水産業費）・項（農業費） 

事 業 名 「お茶の京都」推進事業（景観分） 

予 算 額    ５，１４５千円 新規・継続の別 新規・継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

南山城村の茶畑が京都府文化的景観に、さらには宇治茶景観として日本

遺産第１号に指定され、世界ユネスコ遺産登録を京都府と目指しており、

南山城村は景観行政団体となっています。 

こうした景観を維持・保持していくために景観計画ガイドラインを策定

していくこととし、計画区域や重点ゾーンの設定を行うため、景観計画ガ

イドライン策定を行う。 

また景観を作ってきた産業や関わってきた農業者の情報を集約し、景観

価値を高められるパンフレットを作成し、広く知ってもらうものとして文

化的景観保存修景事業を行う。 

 

≪実施内容≫ 

 報償費      ３２４千円（景観計画ガイドライン策定委員分） 

 旅 費       ６３千円（景観計画ガイドライン策定委員分） 

 委託料    ４，７５８千円 

   南山城村景観計画ガイドライン策定委託 2,765 千円 

文化的景観保存修景事業作成委託    1,993 千円 

                ＊府補助金 ９９６千円（補助率１/２） 

 

  

 

担当課 産業生活課 

 

    

    

    


