
令和３年度当初予算主要事項説明 

款（ 総務費 ）・項（ 総務管理費 ） 

事 業 名 道の駅管理事業 

予 算 額 １８，７７０千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

南山城村ふれあい交流拠点施設（道の駅 お茶の京都みなみやまし

ろ村）を活用し、農林業の振興、雇用創出、地域内経済の循環、観光

振興、交通・買い物弱者対策による生活満足度の向上を図り、南山城

村での暮らしを持続可能なものとする。 

 

≪事業概要≫ 

南山城村ふれあい交流拠点施設の維持管理及び指定管理に係る事

業を実施する。 

浄化槽膜カートリッジの定期交換時期を迎えており、必要な部品を

購入し交換する。 

 

≪実施内容≫ 

〔旅 費〕                  １２千円 

〔需用費〕                １,０８０千円 

〔役務費〕                  ３５千円 

〔委託料〕               ９，４９０千円 

  指定管理料            ９，０００千円 

  自動車充電設備保守料         ４９０千円 

〔使用料及び賃借料〕            ３３４千円 

〔工事請負費〕             ２，３９９千円 

  道の駅地下ピット排水設備工事   １，１９９千円 

  駐車場増設工事            ７００千円 

施設維持管理工事等          ５００千円 

〔備品購入費〕             ５，３７３千円 

   備品収納用物置            ７２６千円 

   浄化槽膜カートリッジ       ４，６４７千円 

〔負担金補助及び交付金〕           ４７千円 

   全国・近畿道の駅連絡会 会費      ４７千円   

担当課 産業観光課 

 



令和３年度当初予算主要事項説明 

款（ 農林水産業費 ）・項（ 農業費 ） 

事 業 名 農業施設管理運営事業 

予 算 額 ３１，６９６千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

  ≪目的・趣旨≫ 

 経年劣化や台風被害により、トレーニングセンターのアリーナ（競

技室）で雨漏りが発生しており、使用者の安全を守るため屋根の改修

工事をおこなう。また、トレーニングセンターが避難所に指定されて

いることから、災害時に住民が安全に避難できるように維持補修す

る。 

 

≪事業概要≫ 

 令和２年度に屋根の部分補修を実施したが、大雨時には雨漏りが発

生している。屋根全体の経年劣化が著しく全面的な改修が必要であ

る。 

 

〔工事請負費〕 

  農業者トレーニングセンター屋根改修工事 ２９，５４３千円 

 

 

＜その他＞ 

〔需用費〕（消耗品費・燃料費・光熱水費・修繕料）１,３７８千円 

〔役務費〕（通信運搬費・手数料）          １３８千円 

〔委託料〕（浄化槽清掃維持管理・消防設備点検等）  ３０７千円 

〔使用料及び賃借料〕                  １４千円 

〔負担金補助及び交付金〕              ３１６千円 

 

 

≪特定財源≫ 

 公共施設整備事業債＜辺地対策事業債（公民館・集会施設）＞ 

                     ２９，５００千円 

          

担当課 産業観光課 

 



令和３年度当初予算主要事項説明 

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 ２８，４７８千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

近年、農作物の鳥獣による被害額は減少しているものの生息数は減

少していないと思われる。田畑を囲うようにワイヤーメッシュ柵等を

設置し、侵入路となる河川や道路付近にて猟友会が有害捕獲を行い、

被害を防ぎつつ捕獲に資する柵として活用することで効率の高い捕獲

活動を行い、安心して農業に取り組むことが出来る環境整備を目指す。 

 また猟師の高齢化問題解消・後継者育成を目的として狩猟免許取得

助成事業を行う。 

 

≪実施内容≫  

〔委託料〕                                    3,349 千円 

  有害鳥獣捕獲事業                         1,692 千円 

  鳥獣被害防止緊急捕獲事業                 1,447 千円 

  シカ駆除委託料                             210 千円 

 

〔備品購入費〕                23,883 千円 

  ワイヤーメッシュ柵（H2.0m L=9,616m）   15,126 千円 

  電気柵（5 段張り L=6,788m）        4,630 千円 

  複合柵（H2.0m＋3 段張り L=2,082m）       4,127 千円 

 

〔負担金補助及び交付金〕                        951 千円 

  有害鳥獣の担い手育成事業           79 千円 

  有害鳥獣の捕獲推進事業           246 千円 

  サル追い払い用具整備金事業         150 千円 

  南山城村狩猟免許取得助成事業        476 千円 

 

＜その他＞ 

〔旅費〕3千円・〔需用費〕283 千円・〔役務費〕9千円 

 

≪特定財源≫ 京都府市町村事務処理特例交付金   319 千円 

       野生鳥獣被害総合対策事業補助金 26,483 千円 

担当課 産業観光課 

 



令和３年度当初予算主要事項説明 

款( 農林水産業費 )・項( 林業費 ) 

事 業 名 林業振興対策事業 

予 算 額 ７，０１３千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

〇森林経営管理事業：森林法第５条第１項の規定によりたてられた地域森

林計画の対象とする森林について、南山城村が、経営管理権集積計画を

定め、森林所有者から経営管理権を取得した上で、自ら経営管理を行い、

又は経営管理実施権を民間事業者に設定する等の措置を講ずることによ

り、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、

もって林業の持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮に資するこ

とを目的とする。 

〇豊かな森を育てる府民税市町村交付金事業：公共施設に府内産木材の備

品等の整備・配置を行うことにより、村民に森林の多様な重要性につい

ての理解の促進に取り組む。 

〇南山城村原木椎茸生産施設補助金事業：南山城村の特産品である原木椎

茸の品質向上、主産地としての生産量を維持するため、計画的に製造・

出荷している原木椎茸生産者に対し、原木椎茸生産施設を購入・更新す

る費用を補助する。 

≪事業内容≫  

〔委託料〕森林経営管理事業               4,180 千円 

       意向調査・現地調査等業務                  1,455 千円 

             境界測量業務                   725 千円 

       施業計画・提案書・施業実施合意書作成業務  500 千円 

       間伐等作業委託業務               1,500 千円 

〔備品購入費〕豊かな森を育てる府民税市町村交付金事業 2,000 千円 

南山城村公共施設用木材備品購入       2,000 千円 

〔負担金補助及び交付金〕                813 千円 

       南山城村原木椎茸生産施設補助金事業           750 千円 

緑の募金交付金                      46 千円  

            その他負担金等                 17 千円 

〔旅費〕                          20 千円 

《特定財源》 

豊かな森を育てる府民税市町村交付金     1,923 千円 

担当課 産業観光課 



令和３年度当初予算主要事項説明 

款（ 商工費 ）・項（ 商工費 ） 

事 業 名 月ヶ瀬口駅前整備事業 

予 算 額 ７，３６４千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

月ヶ瀬口駅前を整備することで、地域の方々の生活満足度を向上さ

せるとともに、交流人口の増加による地域内消費の拡大を図り、公共

交通網の再編と連携しながら駅周辺の賑わい再生を目指す。 

 

≪事業概要≫ 

 月ヶ瀬口駅前整備に伴い、土地の買収ならびに用地整理等を行う。 

 

≪実施内容≫ 

〔委託料〕               １，８６４千円 

  所有権移転登記業務・土地境界確定測量業務 

 

〔公有財産購入費〕           ２，５００千円 

   用地買収 １件 

 

〔補償補填及び賠償金〕         ３，０００千円 

   建物等補償費 １式 

 

 

 

 

≪特定財源≫ 

  公共施設整備事業債＜過疎対策事業債（観光施設）＞ 

                    ７，３００千円 

担当課 産業観光課 

 


