
議案第３２号資料 
 

令和２年度 
南山城村一般会計補正予算（第４号）概要 

 

 

総務費（ 

 ・全国村有物件災害共済事務                ３５７千円 

 ・庁舎等管理事業                     ５，６６４千円 

 ・道の駅管理事業                     ８０９千円 

 ・電算管理事業                    ８，５１２千円 

 ・駅舎活性化事業                   １，１４０千円 

 ・相楽東部広域連合負担金（総務費）            ４８６千円 

 ・新交通推進事業                   １，３００千円 

 ・新型コロナウイルス感染予防対策事業        １９，８３４千円 

 ・人権問題等啓発事業                  △１１８千円 

 ・住民基本台帳社会保障・税番号制度事業         １，１６７千円 

 ・各種統計調査事業                   △３１０千円 

 

民生費 

 ・身障更生医療給付事業                    ８００千円 

 ・自立支援法給付事業                 １５，４２０千円 

 ・重度身体障害者訪問入浴サービス事業（コロナ分）     １１８千円 

 ・保健福祉センター管理事業              ４，７５１千円 

 ・介護保険事業特別会計繰出金             １，３９８千円 

 ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金            ２００千円 

 ・放課後児童健全育成事業               ４２千円 

 ・放課後児童健全育成事業（感染症対策分）          ５０６千円 

 ・南山城村子育て応援特別定額給付金事業（コロナ分）   １，０００千円 

  ・子育て世代包括支援センター感染予防対策事業（コロナ分） ４９９千円 

 ・放課後児童クラブ感染予防対策事業（コロナ分）    １，０５４千円 

 ・保育所運営事業（感染症対策分）             ５０４千円 

 ・南山城保育園感染予防対策事業（コロナ分）        ４７４千円 

 

 

衛生費 

 ・相楽東部広域連合負担金（塵芥処理分）           １０３千円 

 

農林水産業費 

 ・農林総務事務事業                      ６３５千円 

 ・むら活き生きまつり                 △３，６０３千円 

 ・南山城村高品質茶業継続支援事業（コロナ分）     ３６，１０８千円 

 ・自然災害等防止対策農業経営支援事業（コロナ分）   ２，１８０千円 

  

 



商工費 

・新型コロナウイルス対策緊急事業者支援事業        △１，１８７千円 

・新生活様式対応中小企業等支援事業（コロナ分）      １２，０１０千円 

・観光推進事業                         ６０千円 

・リモート関係人口創出・拡大事業（コロナ分）      １２，００３千円 

・誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成事業 １８，９８８千円 

 

教育費 

 ・相楽東部広域連合負担金（教育費）          ２３，３８６千円 

  

 

 

補正額合計 １６６，２９０千円 
 

 



令和２年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明 

款（総務費）・項（総務管理費） 

事 業 名 庁舎等管理事業 

予 算 額 ５，６６４千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

クーリングタワー内のファンが故障し修理が必要となる。また水冷チラー

の警報装置が作動し、ユニット内の洗浄が必要となる。 

コロナの影響により出張会議から WEB 会議へ移行しているため、新に WEB

会議を行えるように整備をする。 

７月の豪雨により村有地（北大河原小字中谷地内）で法面崩壊が発生し、

復旧が必要となった。 

野殿公民館内で漏水が発生し、修理が必要となる。 

 

≪実施内容≫ 

【需用費】                    ３９０千円 

クーリングタワー整備                    ８８千円 

水冷チラーユニット凝縮器ブラシ洗浄          １７７千円 

野殿公民館漏水修繕工事                １２５千円 

 

【役務費】                    ７３７千円 

中谷地区斜面崩土撤去作業               ７３７千円 

 

【工事請負費】                  ４，５３７千円 

電子会議設備の整備(コロナ分)           ２，１３４千円 

中谷地区斜面崩壊復旧工事             ２，００２千円 

中谷地区斜面崩壊復旧工事付帯工事           ４０１千円 

 

≪特財≫ 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  ２，０７７千円 

  

 

担当課 総務課 

 



令和２年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明 

款（総務費）・項（総務管理費） 

事 業 名 電算管理事業 

予 算 額 ８，５１２千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

令和元年５月３１日に公布されたデジタル手続法に基づき、戸籍システム

と住民基本台帳ネットワークとの連携を行うためシステム改修が必要とな

る。 

収納管理システムについて、還付加算金の割合の算出に用いる「還付加算

金特例基準割合」、「猶予特例基準割合」を登録、管理できるように改修する。 

子ども子育て支援システムについて、公定価格改定に対応（公定価格マス

タ、子どものための教育・保育給付費支弁台帳作成処理）するためのシステ

ム改修を行う。 

新型コロナウイルス感染症拡大の中で、必要な情報を住民に的確に効率よ

く届けるため、南山城村ホームページのリニューアルを行う。 

 コロナの影響により出張会議から WEB 会議へ移行しているため、新に WEB

会議を行えるように端末を調達する。 

 

≪実施内容≫ 

【委託料】                  ７，３０６千円 

デジタル手続法改正に伴うネットワーク設定       ２９０千円 

デジタル手続法改正に伴う市町村基幹業務支援システム 

（住民記録システム）改修業務            １，９８０千円 

令和２年度税制改正に伴う市町村基幹業務支援システム 

（収滞納管理システム）改修業務             １５０千円 

公定価格改定対応に伴う市町村基幹業務支援システム 

(子ども子育て支援システム)改修業務            ９０千円 

南山城村ホームページのリニューアル（コロナ分）  ４，４００千円 

子育て支援医療助成制度拡充に伴うシステム改修費用   ３９６千円 

 

【備品購入費】                １，２０６千円 

テレビ会議用端末（コロナ分）           １，２０６千円 

 

≪特財≫ 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  ５，４５５千円 

その他国庫支出金                 ７，１１６千円 

 

担当課 総務課 



令和２年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明 

款（総務費）・項（総務管理費） 

事 業 名 駅舎活性化事業 

予算額 １，１４０千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

 京都府駅再生プロジェクトで改修を実施したＪＲ大河原駅の管理に関する事

業において、駅舎に有効活用化、村有財産としての維持、補修を行う目的である。 

 

≪実施内容≫ 

京都府駅再生プロジェクトにより、駅舎の改修及びＪＲより移管を受けたこと

による登記移転の必要が発生したこと及び改修工事では雨漏りの影響が少なか

った箇所が劣化し、雨水の溜りや浸食により駅舎内備品やエアコン配線等への影

響が発生していることへの応急的対応を実施するもの。 

 

≪予算内訳≫ 

 

【委託料】         ５４０千円 

 所有権移転業務              ４０千円 

 移転に係る測量業務           ５００千円 

 

【工事請負費】       ６００千円 

 大河原駅舎雨漏り修繕工事（防水塗膜）  ６００千円 

 

≪特財≫ 

 諸収入                 １２０千円 

担当課 総務課 

 

 



令和２年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明 

款（総務費）・項（総務管理費） 

事 業 名 新交通推進事業 

予算額 １,３００千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

利便性の高い公共交通を構築するにあたり、令和元年度に実施してきたＭａａ

Ｓ等の取り組みを発展・継承させ利用者の利便性の向上や交通事業を推進する。

相楽東部エリアでの先駆的な取り組みをエリア内に広げていくため、南山城村が

昨年度に課題となった部分の普及事業を推進していく。 

 

≪実施内容≫ 

ＭａａＳアプリ等の利用者増加を、利用促進を行うにあたり端末等のレンタル 

費用やＭａａＳアドバイザーの養成を行う。 

 

≪予算内訳≫ 

【歳出】  

 使用料及び賃借料（端末リース料、使用料等）      １,３００千円 

 

≪特財≫ 

 府支出金  京都府補助事業 

「新モビリティサービス推進事業費（過疎地域型 MaaS 普及推進費）」 

１，３００千円 

 

 

担当課 総務課 

 

 



令和２年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明 

款（総務費）・項（総務管理費） 

事 業 名 新型コロナウイルス感染予防対策事業 

予 算 額 １９，８３４千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

新型コロナウイルス感染症については緊急事態が解除されたが、７月以降再び

全国で感染者数が増加しており、感染拡大のリスクが無くなっていない状況であ

る。こうした中、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

し、さらなる感染拡大防止を図る。 

 

≪実施内容≫ 

防災活動支援として、避難所でのスペース確保のため、テント、パーティショ

ン、簡易ベッド、サーキュレーター、屋外活動や停電時に使用する発電機、投光

器、冷風機、簡易トイレ、パーソナルテント、及びそれらを収納する倉庫を購入

する。 

防災活動、消防団活動用に IP トランシーバーや防塵マスク、非接触体温計、

詰所等に設置予定のオゾン脱臭器を購入する。 

また、選挙用備品として、飛沫ブロッカーを購入する。 

 

≪事業費の内訳≫ 

【需用費】              １，１１５千円 

     簡易トイレ、防塵マスク等（コロナ分） ３，０１０千円 

     感染症防護具セット等（コロナ１次分）△１，８９５千円 

【工事請負費】             ３，０００千円 

     防災倉庫 

【備品購入費】           １５，７１９千円 

      IP トランシーバー、テント、パーティション 

     発電機、投光器、冷風機、サーキュレーター、 

     オゾン脱臭器、飛沫ブロッカー等 

≪特財≫ 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  １９，２２８千円 

 避難所等確保緊急促進事業費補助金          １，０００千円 

担当課 総務課 

 



 

令和２年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明 

款( 民生費 )・項( 社会福祉費 ) 

事 業 名 重度身体障害者訪問入浴サービス事業（コロナ分） 

予 算 額 １１８千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

 

 

 

≪目的・趣旨≫ 

  重度身体障害者訪問入浴サービス事業の実施にあたり、継続した

サービス提供ができるよう、国の新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金を活用し、感染防止対策を図る。 

 

≪実施内容≫ 

  感染防止対策のための消耗品を購入する。 

 

≪事業費の算出≫ 

【需用費】                  １１８千円          

マスク、手指消毒アルコール、電子温度計 

         

 

≪特財≫ 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 １１５千円 

        

 

担当課 保健福祉課 

 



 

令和２年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明 

款( 民生費 )・項( 社会福祉費 ) 

事 業 名 保健福祉センター管理事業 

予 算 額 ４，７５１千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

・保健福祉センターにおける新型コロナウイルス感染拡大の予防措置 

として、人を集め事業実施を行う頻度の高い居室について、室内換気 

効率を上げることにより、感染予防対策を行う。 

・施設設備の消防設備修繕のため、消防設備の緊急的な修繕を行う。 

・施設駐車スペースの舗装部補修及び駐車場内の施設利用者安全確保 

の観点から区画線引き直しを行う。 

 

≪実施内容≫ 

 デイサービスルーム排煙窓改修工事 排煙窓２か所（2基×1 ｾｯﾄ） 

 機能訓練室排煙窓改修工事     排煙窓２か所（2基×1 ｾｯﾄ） 

 施設空調設備法定点検 4 基 
（3年毎 7.5kw 以上 50kw 未満、前回 2018 年 1月実施 H27.4 月法施行） 

 

≪実施場所≫ 

保健福祉センター（デイサービスルーム・機能訓練室）、 

施設乗降用玄関駐車スペース、保健福祉センター施設駐車場 

保健福祉センター空調設備フロン排出抑制法廷点検 

 

≪事業費の算出≫  

【事業費】             ４，７５１千円 

【委託料】                   １０５千円 

フロン排出抑制法に基づく法定点検         １０５千円 

【工事請負費】               ４，６４６千円 

駐車場入口舗装補修・区画線引き直し工事    ２,３１５千円 

  消防設備（排煙窓）修繕工事（起債対象）      ８２３千円 

  ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾙｰﾑ・機能訓練室換気装置整備（コロナ分） １,５０８千円 
  

≪特財≫ 

  新型コロナウイルス感染症対応地方創生交付金     １，４６８千円 

  緊急防災・減債事業債                  ８００千円 

担当課 保健福祉課 

 



 

令和２年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明 

款( 民生費 )・項( 児童福祉費 ) 

事 業 名 放課後児童健全育成事業（感染症対策分） 

予 算 額 ５０６千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

  南山城村が開設している２か所の放課後児童クラブの運営にあた

り、新型コロナウイルス感染症対策として、運営に必要な消耗品を

購入し感染拡大防止に努め、より安全かつ安定的に運営する。 

 

≪実施内容≫ 

  南山城村第１児童クラブ、第２児童クラブで使用する感染防止対

策に係る消耗品を購入する。 

  

≪事業費の算出≫  

【需用費】                 ５０６千円 

    マスク、手指消毒アルコール 

 

≪特財≫ 

  国庫支出金：子ども子育て支援交付金  ５００千円 

   

  

担当課 保健福祉課 

 



 

令和２年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明 

款( 民生費 )・項( 児童福祉費 ) 

事 業 名 南山城村子育て応援特別定額給付金事業（コロナ分） 

予 算 額      １，０００千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

  新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な不安を抱えなが

らお子様の誕生を迎えられた子育て世帯を応援するため、国の特別

定額給付金基準日以降の令和２年度中に生まれたお子様を対象に、

村独自の支援策として、子ども１人につき１０万円を支給する。 

 

≪実施内容≫ 

① 支給対象者 

令和２年４月２８日から令和３年３月３１日までに生まれ、 

南山城村に住民登録された者 

② 支給要件 

支給対象者の母親が、令和２年４月２７日（国の特別定額給付

金基準日）時点で南山城村に住民登録があり、申請日に引き続き

住民登録があること。 

③ 申請及び受給権者 

支給対象者の保護者 

④ 支給額 

子ども１人につき１０万円 

 

≪事業費の算出≫                                 

【負担金補助及び交付金】        １，０００千円 

１０人×１０万円 

 

≪特財≫ 

 コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  ９７３千円 
        

担当課 保健福祉課 

 



 

令和２年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明 

款( 民生費 )・項( 児童福祉費 ) 

事 業 名 子育て世代包括支援センター感染予防対策事業（コロナ分） 

予 算 額 ４９９千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

 

 

 

≪目的・趣旨≫ 

  子育て世代包括支援センター(保健福祉センター)で実施する母子

保健をはじめとする各種事業について、継続した事業が提供できる

よう国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

し、感染防止対策を図る。 

 

≪実施内容≫ 

  感染防止に備えるための消耗品や備品を購入する。 

 

≪事業費の算出≫  

【需用費】                    ４１千円          

マスク 

消毒用アルコールディスペンサー  

【備品購入費】                 ４５８千円 

  感染予防カウンターアクリル透明仕切版 

  サーキュレーター(トリプルファン)  

  非接触型検温機  

 

≪特財≫ 

  コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  ４８６千円 

 

担当課 保健福祉課 

 



 

令和２年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明 

款( 民生費 )・項( 児童福祉費 ) 

事 業 名 放課後児童クラブ感染予防対策事業（コロナ分） 

予 算 額 １，０５４千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

  南山城村が開設している２か所の放課後児童クラブについて、国

の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、感

染防止対策を実施することで、より安全かつ安定的に運営する。 

 

≪実施内容≫ 

  放課後児童クラブを利用する児童や保護者が、より簡単に手指消

毒や手洗いを励行できるようセンサー式（非接触型）のアルコール

消毒及びハンドソープ等を購入する。 

また、あわせて感染防止対策の備品を購入する。 

 

≪事業費の算出≫  

【需用費】                  ６３１千円               

    マスク 

消毒用アルコールディスペンサー 

ソープディスペンサー 

【備品購入費】                ４２３千円 

    エアバスター（オゾン脱臭機）２台 

 

≪特財≫ 

 コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 １，０２５千円 

担当課 保健福祉課 

 



 

令和２年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明 

款( 民生費 )・項( 児童福祉費 ) 

事 業 名 保育所運営事業（感染症対策分） 

予 算 額 ５０４千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

  南山城保育園の運営にあたり、新型コロナウイルス感染症対策に

係る消耗品を確保し、より安全かつ安定的な保育園運営に努める。 

  

≪実施内容≫ 

  手指消毒アルコールやマスク等に加え、保育業務に必要な感染症

対策に伴う消耗品を購入する。 

 

≪事業費の算出≫  

【需用費】                   ５０４千円 

   給食用抗菌割烹着、制菌給食白衣、制菌三角布、 

給食厨房用靴、歯ブラシケース、プラスチック手袋、 

プラスチックガウン、マスク（大人用・子供用）、 

ハンドソープ、消毒用アルコールディスペンサー非接触式、 

ソープディスペンサー非接触式 

    

≪特財≫ 

  国庫支出金 保育対策総合支援事業費補助金  ５００千円 

  

 

担当課 保健福祉課・南山城保育園 

 



令和２年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明 

     款（民生費）・項（児童福祉費） 

事 業 名 南山城保育園感染予防対策事業（コロナ分） 

予 算 額 ４７４千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

新型コロナウイルス感染症については、緊急事態宣言の解除後、再び

全国で感染が拡大し、感染経路が不明な感染者も増加している状況で

ある。 

こうした中、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を活用し、南山城保育園において感染拡大を防ぐため、関連備品を購

入するものである。 

 

≪実施内容≫ 

感染対策備品の購入を行う。 

 

≪事業費の内訳≫ 

【備品購入費】                 ４７４千円 

   ソフトマット、小型プール、組立基本ブロック・基礎板、 

給食用トレイ・箸 

 

≪特財≫ 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 ４６１千円 

担当課 保健福祉課・南山城保育園 

 



令和２年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明 

款（農林水産業費）・項（農業費） 

事 業 名 南山城村高品質茶業継続支援事業（コロナ分） 

予 算 額 ３６，１０８千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、市場での販売価格が大き

く落ち込み、茶生産者の収入が激減している。村の主産業である茶業

の経営難により、お茶の製造のための肥料代等を削減することになる

と次期作は低品質なお茶となり、村茶業の特色である高品質イメージ

が損なわれてしまう。 

本事業にて高品質な茶製造の継続を支援することで南山城村茶の

ブランドイメージを維持させる。 

 

≪事業概要≫ 

京都やましろ農業協同組合南山城村支店茶業部会員かつ出荷をし

ている個人事業主及び法人において、今後も茶業を継続し高品質茶の

製造を目的とされる方に経営面積１アール当たり 2,000 円を交付す

る。 

 

 茶園経営面積 18,049ａ（茶園経営面積調査による） 

 

≪実施内容≫ 

  

 南山城村高品質茶業継続支援事業 

 【役務費】通信運搬費・手数料等           １０千円 

【負担金補助及び交付金】          ３６，０９８千円 

 

≪特財≫ 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

３５，１４１千円 

 

 

 

担当課 産業観光課 
 



令和２年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明 

款（農林水産業費）・項（農業費） 

事 業 名 自然災害等防止対策農業経営支援事業（コロナ分） 

予 算 額 ２，１８０千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響や今後起こり得る自然災害

による農業収入の減少等に備えるため、地域の農業者が農業保険（収

入保険、水稲共済）に加入する場合に、加入者が負担する保険料や共

済掛金の全部または一部について助成することで、農業者の負担軽減

とリスクへの備えの強化を図り、もって地域農業を維持する。 

 

≪事業概要≫ 

京都府農業共済組合が推奨する収入保険・水稲共済について保険料

や共済掛金の全部または一部を助成する。 

 

収入保険料助成 保険料の 80％ 限度額 7万円【2,100 千円】   

水稲共済掛金助成 100％【80 千円】 

 

 

≪実施内容≫ 

 自然災害等防止対策農業経営支援事業 

 【負担金補助及び交付金】          ２，１８０千円 

 

≪特財≫ 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

２，１２２千円 

担当課 産業観光課 
 



令和２年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明 

款（商工費）・項（商工費） 

事 業 名 新生活様式対応中小企業等支援事業（コロナ分） 

予 算 額 １２，０１０千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

 村内中小企業者・個人事業者のＷＩＴＨコロナ社会における「新し

い生活様式」への対応の取組みを支援し再出発を後押しすることで、

事業者の売上向上及び事業継続につなげる。 

また、新型コロナウイルス感染症の収束が見込めない中、事業者の

取組の長期化に対応し、長期的な支援を実施する。 

 

≪事業概要≫ 

京都府が実施する「新型コロナウイルス感染症対策中小企業等支援

補助金（再出発支援補助金）」の取組対象期間・受付期間を延長する

形で継承して実施する。 

対象事業 令和２年４月１日から１２月３１日までの間に実施した

感染予防ガイドラインの趣旨に沿った「新しい生活様式」

に対応するための取組。 

※京都府補助金の交付を受けた事業は対象外 

補助金額 １事業者あたり上限１５万円（補助率１０/１０） 

事業者数 約８０事業者 

※村内事業者約１００社中８０％の申請見込 

 

≪実施内容≫ 

 新しい生活様式対応中小企業者等支援補助金 

 【役務費】通信運搬費・手数料等           １０千円 

【負担金補助及び交付金】          １２，０００千円 

 

≪特財≫ 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

１１，６８８千円 

 

担当課 産業観光課 
 



令和２年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明 

款（商工費）・項（商工費） 

事 業 名 リモート関係人口創出・拡大事業（コロナ分） 

予 算 額 １２，００３千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

コロナ禍の今、訪れなくとも多くの方に南山城村を知ってもらい、

関係人口を創出・拡大するため、南山城村の魅力を発信する PR コン

テンツを作成し、将来的にふるさと納税の拡充や観光誘客につなげ、

地域経済の維持・活性化に取り組む。 

 

≪事業概要≫ 

 訪れなくとも、南山城村に興味や関わりをもってもらうためのきっ

かけづくりとして、南山城村の PR 動画を作成し、発信する。また、

動画視聴特典クーポンを組み込み、観光誘客につなげる。 

 アフターコロナに向けた観光誘客を促進するパンフレットを作成

する。 

 

≪実施内容≫ 

  

 リモート関係人口創出・拡大事業 

【委託料】 

PR 動画作成業務委託費             ２,６０７千円 

  観光促進パンフレット作成業務委託費       ６,３２５千円 

  クーポン発行費                             ８２０千円 

   クーポンシステム構築費          ２，２５１千円 

≪特財≫ 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

１１，６８１千円 

 

 

 

 

 

 

担当課 産業観光課 
 



令和２年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明 

款（商工費）・項（商工費） 

事 業 名 誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成実証事業 

予 算 額 １８，９８８千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

 全国的に落ち込む観光需要の回復に向けた反転攻勢に備え、南山城

村の観光資源の磨き上げや、新たな魅力ある滞在コンテンツを創出す

ることにより、誘客の多角化を促進する。 

 

≪事業概要≫ 

南山城村を代表する茶畑を魅力的な観光資源として有効活用し、他

地域との差別化で茶畑そのものを会場とする観光コンテンツを開発

する。 

  

≪実施内容≫ 

  

 誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成実証事業 

 【委託料】 

観光コンテンツ造成運営委託費       １８,９８８千円 

 

≪歳入≫ 

誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成委託金 

１８，９８８千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 産業観光課 
 



「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」実証事業

＜観光庁公募概要＞
■事業主旨
新型コロナウイルス感染症の影響により、従来の生活様式から変化が急速に進んでおり、 これからは、国内外

の観光客が安心して観光を楽しむことができるよう、地域が一体となって新たな生活様式に沿った旅行スタイル
に対応した着地整備を行っていくことが重要です。 こうした観点を踏まえ、観光庁では、地方公共団体、観光地
域づくり法人（DMO）等が観光イベント・ 観光資源をより安全で集客力の高いものへと磨き上げるための実証事
業の支援を行うことを通じて、我が国における誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ 造成に向けた取組
の方向性の調査・検証を行います。

■公募概略
・事業所管：国土交通省観光庁
・事業期間：交付決定日～2021年3月7日
・支援対象経費：上限2,000万円（助成率 10/10）

＜南山城村応募概要＞
■テーマ
南山城村の自然景観等を活用した新たな観光コンテンツの開発と実証

■事業概要
南山城村では、観光振興を村の地域活性化の一つとして推進する中で、マリオットホテルが2021年春にオープ
ンを予定しており、観光客の受け入れ体制を整えることが急務となっている。そこで南山城村を代表する茶畑
（日本遺産登録）をはじめ、地場産業の主力である“お茶づくり”のフィールドを魅力的な観光資源として有効活用
し、他地域との差別化で茶畑そのものを活用した音楽（楽器演奏・ダンス・合唱等）発表や貸切パーティーが行え
る会場とする等の試みおよびそれらに関連する旅行商品の開発・造成を実施し、観光客の受け入れ体制の強化・整
備を行う

令和２年度
一般会計補正予算（第５号）説明資料
款（商工費）・項（商工費）



■実証イメージ

南山城村

国土交通省
観光庁

支援金（申請額：約2,000万円）

マリオットホテル

旅行事業者

委託

南山城村内を
観光しよう！

・茶畑ステージで音楽合宿（モニターツアー）
・イベント開催の環境整備

新たな食の開発や提供
場の検討

既存の自然景観・茶畑等、消費額
を高めるための周辺観光の掘り起
こしと整備

茶畑を活用した様々な観光コンテンツ開発

・村の特産品を用いた新たな
食・土産の開発の検討

・キッチンカーを誘致した
提供食の検討・実証

・茶畑景観、歴史・文化遺産およびやまなみ
ホール等の施設を観光の観点から見直し・
整備

実証イベントの開催状況
を観光PR用に活用

・本実証事業の状況を題材としてPR動画作成
・ドローンを活用したPV撮影
・観光客誘致のための観光PR情報をネット配信

観光PR
情報

インターネット配信

SNS等の活用

これらを組み合わせて
南山城村の新たな
観光プログラムとして検討


