
平成２平成２平成２平成２８８８８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 

予 算 額 ７９９千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

日本茶文化の創造と「宇治茶」や茶畑景観等の価値を再認識し、

磨きをかけ、発信し、観光振興を行うことで多くの人が訪れる大交

流圏を創出することを目的として、観光振興に係る経費及び京都府

選定文化的景観の選定に伴う記録の作成並びに刊行、職員の日本茶

インストラクター資格取得による茶関連知識の向上を図ることに

より、茶業振興及び観光振興に寄与し、以って京都府山城地域の振

興事業である「お茶の京都」の推進を図る。 

 

≪実施内容≫ 

 １．お茶の京都観光協議会負担金         １００千円 

   お茶の京都観光協議会（平成２６年度設立）実施事業に必要な

経費に係る市町村負担金 

 

 ２．文化的景観保存修景事業           ６０６千円 

   府選定文化的景観の選定に係る記録の作成及び刊行 

    実施年度 平成２８・２９年度 

    府補助金 ３０２千円・補助率１/２以内 

 

 ３．日本茶インストラクター育成事業        ９３千円 

   日本茶インストラクター資格取得に係る受講・検定料 

 

 

 

 

 

担当課 産業生活課 

 

    

    

    



平成２８年度当初平成２８年度当初平成２８年度当初平成２８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 強い農業づくり対策事業 

予 算 額 １６２，６６８千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

    

≪目的・趣旨≫ 

  生産から流通までの総合的な強い農業づくりを推進するため、農

畜産物の高品質・高付加価値化、低コスト化及び食品流通の効率化・

合理化等、地域における取組みを支援する。 

 ［産地競争力の強化］ 

 

≪実施内容≫ 

  事業実施場所：南山城村大字田山地内 

  事業実施主体：（農）田山南部共同製茶組合 

  構成農家戸数：１２戸 

  受益面積  ：１２．０ｈａ 

  事業量   ：農産物処理加工施設 

・碾茶加工場（建 屋）   

・碾茶加工場（碾茶炉）２ライン 

・生葉処理量     １８０ｔ／日 

  補助対象事業費  ２７５，７１１千円 

  補助額（補助率） １３７，８５５千円（国：１／２以内） 

            １１，０２８千円（府：４／１００以内） 

            １３，７８５千円（村：５／１００以内） 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

担当課 産業生活課 

    

    



平成２平成２平成２平成２８８８８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（ 農林水産費 ） ・項( 林業費 ) 

事 業 名 森林整備地域活動支援交付金事業 

予 算 額 ５，３７３千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

  南山城村長と対象森林（野殿・童仙房地内）において、地域活動

を行おうとする者との合意の下、 森林所有者等による計画的かつ一

体的な森林施業の実施を通じた適切な森林整備を推進し、森林の有

する多面的機能の発揮を図る。 

 

≪実施内容≫ 

①施業集約化の促進、集約化伐採を実施するために必要な活動 

６０ｈａ  事業費１，２２０千円 

補助率：国１０／１０ 

②施業集約化に向けた条件整備（路網改良）、施業集約化を進める上

で重要となる既存路網の簡易な改良 

   ９００ｈａ 事業費４，０５０千円 

補助率：国１／２、府１／４ 

③村推進事務費      １０３千円 

  補助率：国１０／１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 産業生活課 

 



平成２平成２平成２平成２８８８８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 ２，４２４千円 新規・継続の別 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≫ 

  研修製茶工場経費                ３５９千円 

  茶業者大会経費                  ７５千円 

  関連団体補助                  ８３７千円 

  各種品評会（茶摘・製造・大会参加経費含む）   ４２７千円 

  出品茶入賞報奨金                ５９０千円 

  自動給茶機経費                 １３６千円 

担当課 産業生活課 

 

 

 

 

 



平成２８平成２８平成２８平成２８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（ 農林水産費 ） ・項（ 農業費 ） 

事 業 名 農業基盤整備促進事業 

予 算 額 ５３，９５３千円 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≫ 補助率：国５５％、府５％、村４０％  

〇農業用用排水路施設改修 １３，７１１千円 

（※H27・28 年度継続事業） 

・ツカリ川水路改修工事 

    下流部水路改修等 １式 

    付属工事 １式 

    地区外道路舗装補修 １式 

 

〇農作業道改修      ４０，２４２千円 

・バチギ農道橋梁架替改修 Ｌ＝７７ｍ 

（内、橋梁架け替え L＝１１．５ｍ） 

本工事 １式 

   護岸改修・付属工事 １式 

 

≪実施場所≫ 

南山城村大字田山地内 

担当課 産業生活課 

 

 

 

 

 



平成２平成２平成２平成２８８８８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 ８，６０２千円 新規・継続の別 新規 

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として、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

し協力隊を活用し、新規就農者と農地・地域とのマッチングを図る。 

 

≪実施内容≫ 

 １．地域おこし協力隊に要する経費      ６，９０２千円 

   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 

 

 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 

 

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。 

 

 

 

 

 

担当課 産業生活課 

    



平成２平成２平成２平成２８８８８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 野菜等生産拡大推進事業 

予 算 額 ２００千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

南山城村地域創生総合戦略に基づき、生産農家が安定的な経営を

確立し、「道の駅」や「直売所」へ安定供給かつ安心・安全な生産

物を出荷できる体制づくりの実現と、野菜等の生産拡大となる基盤

づくりを目標とした野菜等販売促進の為の活動及び研修等の実施。 

 

≪実施内容≫ 

 １．野菜等販売促進（研修費）          １００千円 

    

 ２．野菜等販売促進（活動費）           ５０千円 

   

 ３．野菜等販売促進（通信運搬費）         ５０千円 

    

 

 

 

担当課 産業生活課 

 

    

    

    



平成２８平成２８平成２８平成２８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 １７，７２９千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

①野生鳥獣被害総合対策事業 

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。 

②野生鳥獣被害総合対策事業 

緊急捕獲活動及び鳥獣被害防止施設の機能向上を通じて、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。 

③野生鳥獣被害総合対策事業 

農作物の被害を防ぐため有害鳥獣捕獲を実施する。 

④狩猟免許取得助成事業 

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≫            （国・府補助） 

①侵入防護柵備品購入 14,810 千円 補助率：１０／１０ 

内容：電気柵（ｲﾉｼｼ・ｼｶ用・5 段張り）Ｌ=５００ｍ 

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵（ｲﾉｼｼ・ｼｶ用 H1.8m）Ｌ=１１，３４０ｍ 

②緊急捕獲等対策    662 千円 補助率：１０/１０ 

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  1,232 千円 補助率：１／２ 

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、シカ捕獲強化（猟期） １式 

④南山城村狩猟免許取得助成事業 1,025 千円 

（※猟銃購入費に対しては府 1/2 補助・上限１５万円） 

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  

 

≪実施場所≫ 南山城村地内 

 

担当課 産業生活課 

 



平成２平成２平成２平成２８８８８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（ 衛生費 ） ・項（ 保健衛生費 ） 

事 業 名 公衆衛生対策事業（養豚場臭気対策） 

予 算 額 ２７０千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

養豚場から発生する低濃度の臭気対策として、関係住民要望を踏

まえ事業者と協働して試験的に臭気低減資材を家畜に給餌し、観察

を行う。 

 

≪実施内容≫ 

  臭気低減資材支給 

   実施内容：臭気低減資材飼料添加率 0.3％増量分 

   １ヶ月１２０kg・６月分 

   実施期間：平成２８年４月～９月 

 

 

 

 

 

 

担当課 産業生活課 

 

    

    

    


