
議案第３８号資料 

平成２９年度 

南山城村一般会計補正予算（第５号）概要 

議会費 

 ・議員報酬等               １０２千円 

 ・職員人件費                ５６千円 

 

総務費 

 ・総務一般事務経費            ３７４千円 

 ・職員人件費             ２，０９４千円 

 ・嘱託職員経費（用務員業務）        ３０千円 

 ・庁舎等管理事業             ２６３千円 

 ・公用車管理事業             ２００千円 

 ・南山城村自然の家管理事業      １，２４６千円 

 ・電算管理事業            １，４３９千円 

 ・魅力ある村づくり事業        ２，７４０千円(特財   713 千円) 

 ・交通安全施設整備事業          ７６０千円 

 ・京都府知事選挙事業         ２，１５３千円(特財  2,153 千円) 

 

民生費 

 ・職員人件費               ６７５千円 

 ・国民健康保険事業特別会計繰出金     ２２６千円 

 ・身障児者補装具給付事業         ２５０千円(特財   187 千円) 

 ・自立支援法給付事業         １，８００千円(特財  1,350 千円) 

 ・地域包括ケア総合事業           ４７千円 

 ・保健福祉センター管理事業      １，０７１千円 

 ・山城病院組合負担金（老健施設分）     ２４千円 

 ・介護保険事業特別会計繰出金       ４８８千円 

 ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金    ４４８千円(特財   260 千円) 

 ・保育所運営事業             １５５千円(特財    61 千円) 

 

衛生費 

 ・職員人件費                ７８千円 

 ・保健衛生総務事務事業           ３４千円 

 ・簡易水道事業特別会計繰出金（人件費分） ３４１千円 

 ・簡易水道事業特別会計繰出金（人件費以外）２３４千円 

 ・ごみ等収集運搬処分事業         １０２千円 



 

 

 

  

農林水産業費 

 ・職員人件費               ４４３千円 

 ・農業総務事務事業             ６６千円 

 ・茶振興対策事業           ３，４５０千円 

 ・経営所得安定対策直接支払推進事業     ３２千円 

 ・農業後継者育成事業           △８０千円 

 ・産地パワーアップ事業       １５，４５８千円(特財 14,053 千円) 

  

土木費 

 ・職員人件費               ６１４千円 

・土木総務事務事業             ９４千円 

 ・社会資本整備総合交付金事業        ８０千円 

 ・道路維持管理事業            １００千円 

 

消防費 

 ・非常備消防活動事業            ８９千円 

 

災害復旧費 

 ・農林水産施設災害復旧事業（単独） １４，２６３千円 

 ・林業施設災害復旧事業（補助）    ８，５００千円(特財  6,600 千円) 

 ・公共土木施設災害復旧事業（単独） ２３，３５９千円 

 ・公共土木施設災害復旧事業（補助）１１３，３００千円(特財113,233 千円) 

 

 

           補正額補正額補正額補正額合計合計合計合計            １９７，１９８千円１９７，１９８千円１９７，１９８千円１９７，１９８千円    

    

 

 

 

 



平成２９平成２９平成２９平成２９年度一般会計補正予算（第５年度一般会計補正予算（第５年度一般会計補正予算（第５年度一般会計補正予算（第５号）号）号）号）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 南山城村自然の家管理事業 

予 算 額 １，２４６千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

  豊かな自然環境を活用し、体験・交流の促進及び文化とスポーツ

の振興を図るため、村が設置した南山城村自然の家を活用し、村の

活性化を図る。 

 

 

≪実施内容≫ 

  経年劣化により、浴槽タイルの剥離が見られ危険なため、浴槽 

 タイル張替工事を行う。 

 

   

≪実施場所≫ 

南山城村大字田山小字ツルギ５５番地２ 

 

 

 

≪事業費の算出≫ 

【歳出】 

需用費 修繕料（施設） 

・浴槽タイル工事（男子・女子）   １，２４５，２４０円 
 

担当課 むらづくり推進課 

 

 

 



平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）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 電算管理事業 

予 算 額      １，４３９千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

  

 

≪目的・趣旨≫ 

 年金生活支援給付金準備市町村事務において、所得情報等提供データの設

定変更を行う。 

 平成 29 年 3 月 23 日付け児童扶養手当給与費国庫負担金交付要綱の一部改

正に対応するためシステム改修を行う。 

 ・帳票様式変更 

 ・帳票様式変更に伴う集計内容変更 

 ・帳票様式変更に伴う CSV ファイルの改修 

 ・汎用抽出ファイル作成処理の変更 

 現在、国民健康保険税では６割期で賦課額を期割されているが、１０期割

に変更を行うため改修を行う。 

公定価格に係る変更及び支給認定の運用変更に伴う子ども子育て支援シス

テムについては、民生費（保育所運営事業）に組替を行う。 

 

 

≪実施内容≫ 

【委託料】                     １，４３９千円１，４３９千円１，４３９千円１，４３９千円    

 

○平成２９年度年金生活支援給付金準備市町村事務に係る市町村基幹業務 

支援システム改修業務（国民年金システム）       １１９千円 

 

○児童扶養手当給与国庫負担金交付要綱の一部改正に伴う市町村基幹業務 

支援システム（児童扶養手当システム）         ２７６千円 

 

○国民健康保険期割数変更に伴い市町村基幹業務支援システム改修業務 

（国民健康保険システム）              １，１９９千円 

 

○公定価格に係る変更及び支給認定の運用変更に伴う子ども子育て支援 

システム改修業務      〔保育所運営事業に組替〕△１５５千円 

 

                

 

担当課 総務課 

    

 

 

 



平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）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 魅力ある村づくり事業（ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｺﾝﾋﾞﾆ整備支援等交付金事業） 

予 算 額 ２，１４０千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

小さな拠点である「道の駅 お茶の京都みなみやましろ村」（以下、

道の駅）への商品供給や配送サービスの構築に向け、人口減少に伴

う担い手不足、獣害や農林業離れに伴う地域内産業の低迷を改善す

べく、耕作放棄地の再生による生産・供給体制の構築を進め、道の

駅における商品の充実を図ることにより、小さな拠点としての機能

強化を目指します。 

 

≪実施内容≫ 

本事業では、小さな拠点づくりに参画する民間事業者への支援を

図るという京都府コミュニティ・コンビニ整備支援等交付金の趣旨

に則り、京都府から委嘱を受けたコミュニティ・コンビニ公共員と

して道の駅の運営支援に携わっている人材（村民）が立ち上げた法

人と道の駅出荷者協議会とが連携して実施する、耕作放棄地を活用

して新たな農林産物の生産に着手するための農地再生用資材購入

と、生産した商品の供給体制の構築を図るための輸送用車両購入に

対する支援を行います。 

 

≪実施場所≫ 

南山城村地内  

 

≪事業費の算出≫ 

負担金補助及び交付金            ２，１４０千円 

 

≪充当財源≫ 

京都府ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｺﾝﾋﾞﾆ整備支援等交付金（民間参画支援）  

７１３千円（補助率 1/3） 

 

≪京都府コミュニティ・コンビニ公共員≫ 

過疎・高齢化が進む地域のくらしを支えるために京都府と市町村が

連携して整備する「コミュニティ・コンビニ」（小さな拠点の京都モ

デル）が設置される地域において、地域と企業等が連携して行う持続

可能なサービス（買物サービスや地域交通サービス等）を構築し、運

営の担い手として活動する人材 

 

担当課 むらづくり推進課 

 



 

平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）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 交通安全施設整備事業 

予 算 額       ７６０千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

  

 

≪目的・趣旨≫ 

 経年劣化により、電球玉切れ及び機具本体が壊れた防犯灯の維持補

修及び修繕を行う。 

また、台風２１号により被災し、転倒及び破損したカーブミラーの

補修工事を行う。 

 

 

≪実施内容≫ 

【需用費】             ２００千円 

村内の防犯灯電球交換及び修繕 

                    

【工事請負費】           ５６０千円                     

カーブミラー維持補修工事             

  今山  １箇所 

  童仙房 ２箇所 

  月ヶ瀬ニュータウン １箇所      

 

担当課 総務課 

    

 

 

 

 

 

 



平成２平成２平成２平成２９年度一般会計補正予算（第５号）９年度一般会計補正予算（第５号）９年度一般会計補正予算（第５号）９年度一般会計補正予算（第５号）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(選挙費) 

事 業 名 京都府知事選挙事業 

予 算 額 ２，１５３千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

 平成 30 年 4 月執行予定の京都府知事選挙に係る選挙事務（平成 29

年度事業）について、当初予算に計上していなかったため。 

 

≪事業内容≫ 

京都府知事選挙（投票日：平成 30年 4 月 8 日想定）に係る選挙関係

一般事務及び期日前・不在者投票所における選挙事務 

 

≪実施場所≫ 

期日前・不在者投票所（南山城村役場内） 

 

≪事業費の算出≫ 

【報酬】    ２７１千円２７１千円２７１千円２７１千円 

期日前・不在者投票に係る投票管理者・立会人報酬 

【職員手当等】 ３００千円３００千円３００千円３００千円  

選挙一般事務に係る時間外勤務手当 

【賃金】    ２７４千円２７４千円２７４千円２７４千円 

期日前・不在者投票に係る選挙事務員賃金 

【旅費】     １４千円１４千円１４千円１４千円  

  出張旅費（委員長会議・速報事務担当者会議等） 

【需用費】   ７０７千円７０７千円７０７千円７０７千円  

消耗品（ポスター掲示板、図書、事務用品等） 

  食糧費（期日前・不在者投票所における投票管理者及び投票立会 

人の弁当・お茶） 

印刷製本費（投票所入場券、公報封筒、共同印刷物） 

【役務費】         ４１４１４１４１０千円０千円０千円０千円    

通信運搬費（投票所入場券・選挙公報発送代等） 

  手数料  （計数機・投票用紙自動交付機点検）  

【委託料】      １７７千円１７７千円１７７千円１７７千円        

ポスター掲示場設置費用 

 

担当課 総務課 

 

 

 

 



平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）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 茶振興対策事業【高品質茶生産推進事業】 

予 算 額     ３，４５０千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

地域の特性に応じた様々な農業が展開されている中山間地域等

において、「収益力の高い作目への転換」を目的として、碾茶やか

ぶせ茶等に使用する被覆資材の購入経費に対する補助（３ヶ年事

業）を行うことにより、高品質者生産（高品質・高付加価値化）に

よる収益力の向上を推進し、もって本村茶業者の経営改善と産地競

争力の強化を図る。 

 

≪事業内容≫ 

 事業実施主体：ＪＡ京都やましろ南山城村支店茶業部会 

 事業取組面積：５００ａ（５ｈａ） 

事業内容  ：被覆資材（寒冷紗）の購入 

 事業費   ：１１，５００千円 

  補助額   ： ３，４５０千円 

補助率等  ：村［３／１０以内］ 

  

 

担当課 産業生活課 

 

    

    

    

 

 

 

 



平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）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 産地パワーアップ事業 

予 算 額  １５，４５８千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

    

≪目的・趣旨≫ 

  農作業の効率化によるコスト削減や高付加価値な作物へ転換しつ

つ、実需者のニーズに応じた生産を行うことで、収益力向上に一体

的かつ計画的に取り組む産地において、生産体制の強化や集出荷機

能の改善に向けた取り組みに対し、ソフト・ハードを一体的に支援

する。 

  

≪実施内容≫ 

  事業実施場所：南山城村大字高尾地内 

  事業実施主体：コーカ共同製茶 

 構成農家戸数：５戸 

  受益面積  ：２３．２ｈａ 

  事業量   ：農産物処理加工施設の整備 

・個別管理集中制御装置 １台    

・蒸機         ２台 

・蒸気ボイラー     ２台 

  補助対象事業費 ：２８，１０７千円 

  補助額（補助率）：１４，０５３千円（国：１／２以内） 

            １，４０５千円（村：５／１００以内） 

  国事業名       : 産地パワーアップ事業 

                     （平成 29年度補正予算） 

    

    

    

    

    

    

 

担当課 産業生活課 

    

    

 

 

 

 



平成２９年度一般会計補正平成２９年度一般会計補正平成２９年度一般会計補正平成２９年度一般会計補正予算予算予算予算（第５号）（第５号）（第５号）（第５号）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（災害復旧費）項（農林水産施設災害復旧費） 

事 業 名 農林水産施設・林業施設 災害復旧事業 

予 算 額 ２２，７６３千円 新規・継続の別 新規 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《目的・趣旨》 

・農林水産施設：平成２９年１０月２２日から２３日発生台風第２１

号豪雨災害により被災した農業用施設復旧工事及び被災農地等への材

料支給を行う。 

・林業施設：平成２９年１０月２２日から２３日発生台風第２１号豪

雨災害により被災した林道復旧工事及び水道管本設工事を行う。 

 

《実施内容》 

・農林水産施設災害復旧事業（単独）  １４，２６３千円１４，２６３千円１４，２６３千円１４，２６３千円 

施行場所：南山城村全域 

１） 工事請負費 

① 矢川水路 盛土復旧（芝付有）４㎡       １００千円 

② 谷出農道 テラセル擁壁（小運搬有）２４㎡ １，７２５千円 

③ 谷尾農道 横断管復旧Ｌ＝３ｍ          ５０千円 

④ ソグサ水路 ﾌﾞﾛｯｸ積５㎡           ３５９千円 

⑤ 佛谷農道・ﾌﾞﾛｯｸ積下部保護  

ふとん篭２段（小運搬有）Ｌ＝８ｍ       ６２４千円 

⑥ 稲千穂水路 横断管復旧Ｌ＝６ｍ        ３９０千円 

⑦ 田ノ尻水路 崩土除去８㎥           １９７千円 

⑧ 下田代農道 ふとん篭２段Ｌ＝７ｍ       ３６２千円 

⑨ 参会石水路 ﾌﾞﾛｯｸ積（小運搬有）２．７㎡     １９４千円 

⑩ 長野水路 ﾌﾞﾛｯｸ積（小運搬有）７．２㎡       ３９４千円 

⑪ 長野水路 ﾌﾞﾛｯｸ積（小運搬有）６㎡           ３８９千円 

⑫ 小玉水路 ﾌﾞﾛｯｸ積（小運搬有）６．５㎡   １，０６６千円 

⑬ 牛場水路 ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧２㎥                    ３５２千円 

⑭ 大手口農道 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物復旧２㎥            ３５２千円 

⑮ 白石農道 土のう積２㎥                      １０８千円 

⑯ 長野水路(３箇所) ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物復旧２㎥       ３５１千円 

 

計 １６工区  ７，０１３千円 

        

 

 

２） 原材料費 

① 八束尻水田復旧 １箇所            ４００千円 

② 油目茶園（茶恋路２１）復旧 ５箇所   ２，０００千円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 荒堀茶園復旧 １箇所                       ４００千円 

④ 車谷茶園進入路復旧 １箇所                   ５０千円 

⑤ 手洗茶園復旧 １箇所                       ４００千円 

⑥ 油目茶園復旧 １箇所                       ４００千円 

⑦ 道宣水田復旧 １箇所                       ４００千円 

⑧ 牛場茶園復旧 １箇所                       ４００千円 

⑨ 奥山坂水田復旧 １箇所                     ４００千円 

⑩ 谷尾茶園復旧 ２箇所                       ８００千円 

⑪ 鷹ノ尾茶園内農作業道復旧 １箇所           ４００千円 

⑫ 東長谷茶園復旧 １箇所                     ４００千円 

⑬ ツカリ川茶園復旧 １箇所                   ４００千円 

⑭ 奥山茶園復旧 １箇所                       ４００千円 

 

計 １４工区  ７，２５０千円 

 

 

・林業施設災害復旧事業（補助）      ８，５００千円８，５００千円８，５００千円８，５００千円 

補助率：国５０％、施行場所：南山城村大字高尾 

１）工事請負費 

  ⑰林道高尾線災害復旧（補助）  

・鋼製補強土壁Ｌ＝１６ｍ（H3m～H6m）   ７，０００千円 

・林道高尾線水道管本設（単独分）１箇所 １，５００千円 

  

 

 

 

 

 

担当課 産業生活課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）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（災害復旧費）・項（公共土木施設災害復旧費） 

事 業 名 公共土木施設災害復旧事業（単独） 

予 算 額 ２３，３５９千円 新規・継続の別 継 続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

１）平成 29年 10 月 21 日～23 日の台風 21 号により被災した公共土木

施設（単独分）の復旧を実施する。 

 

≪被災施設及び状況≫ 

１）豪雨により被災した公共土木施設の復旧に係る作業及び工事費用 

  ・崩土、落石、除根、堆積土の撤去処分作業 

  ・小規模災害の復旧工事 6 件 

  ・大河原東和束線災害復旧工事 1件（台風 22 号） 

  ・東海自然歩道災害復旧工事 1件（童仙房地内） 

 

≪実施内容≫ 

12．役務費     11,039千円 

  ・災害で発生した崩土、落石、除根の処分 

 ・殿田奥田線仮設道路設置作業 

 ・殿田川堆積土砂撤去作業 

 

15．工事請負費 12,320千円 

  ・小規模災害の復旧工事 6 件 

    殿田川 1件 

    宮川 3件 

月ヶ瀬団地 31 号線 1件     

    法ヶ平尾川端線 1件  

  ・大河原東和束線災害復旧工事 1件（台風 22 号） 

  ・東海自然歩道災害復旧工事 1件（童仙房地内） 

担当課 建設水道課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）平成２９年度一般会計補正予算（第５号）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（災害復旧費）・項（公共土木施設災害復旧費） 

事 業 名 公共土木施設災害復旧事業（補助） 

予 算 額 １１３，３００千円 新規・継続の別 継 続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

  平成２９年１０月２１日～２３日の台風２１号による豪雨により被災し

た公共土木施設（補助対象事業分）の復旧に必要な作業・工事等を実施す

る。 

≪被災施設及び状況≫ 

異常気象：平成２９年１０月２１日～２３日の台風２１号による豪雨 

対象雨量：北大河原観測所 

 最大２４時間雨量１７５mm/日 

河川水位：５合水位以上 

災害箇所 ９件 （河川 1 件 道路８件） 

≪実施内容≫ 

13．委託料         11,000 千円 

用地登記測量 ３件 

（大河原多羅尾線 2 件、 南大河原高尾線 1 件） 

 15．工事請負費   100,500 千円（応急工事） 

河川① 準用河川浅子川災害復旧工事      被害額  3,500 千円 

道路① 大河原多羅尾線道路災害復旧工事（１） 被害額 33,000 千円 

道路② 大河原多羅尾線道路災害復旧工事（２） 被害額 12,000 千円 

道路③ 南大河原高尾線道路災害復旧工事    被害額 20,000 千円 

道路④ 高山石打線道路災害復旧工事      被害額 6,000 千円 

道路⑤ 殿田奥田線道路災害復旧工事      被害額 7,000 千円 

道路⑥ 長野線道路災害復旧工事        被害額 9,000 千円 

道路⑦ 橋ヶ谷東出線道路災害復旧工事（１）  被害額 3,000 千円 

道路⑧ 橋ヶ谷東出線道路災害復旧工事（２）  被害額 7,000 千円 

 17．公有財産購入費  1,000 千円 

  災害復旧に必要な用地の買収費（南大河原高尾線、大河原多羅尾線） 

22．補償補填及び賠償金 700 千円 

災害復旧に支障となる立木の補償（南大河原高尾線、大河原多羅尾線） 

 ○その他  

9.旅費            50 千円 

11．需用費         50 千円 

担当課 建設水道課 

 

 


