
平成３０平成３０平成３０平成３０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( 総務費 )・項( 総務管理費 ) 

事 業 名 総務一般事務経費 【会計年度任用職員制度対応支援業務】 

予 算 額 １，７２８千円      新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

 地方公務員法の改正（平成２９年５月１７日公布、平成３２年４月施行）

により、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務規律等の整備

を図るとともに、特別非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を

行い、会計年度任用職員制度への必要な移行を図る。 

≪実施内容≫ 

① 現状の整理・会計年度任用職員への移行方針の確認 

現在勤務されている臨時・非常勤職員の任用状況及び会計年度任用職

員への移行案の整理を行う。 

② 会計年度任用職員制度に向けた研修会の実施 

会計年度任用職員についての研修を実施し、人事・給与・法律等を所

管する主要な担当者との間で、検討の進め方や例規整備の課題等の共有

を図る。 

③ 会計年度任用職員制度への移行に向けた例規整備支援 

 ①の方針を踏まえ、会計年度任用職員制度への移行に必要な例規整備

を調査し、給与に関する例規・勤務時間に関する例規をはじめとした、

臨時・非常勤職員に関する例規について、制度への移行に際し必要と思

われる改正の支援を行う。 

≪実施場所≫ 

 南山城村 

≪事業費の算出≫ 

<委託料の内訳> 

打ち合わせ                              62,600円 

現状の整理・会計年度任用職員制度への移行方針の確認    330,000 円 

会計年度任用職員制度に向けた研修会の実施         264,800円 

会計年度任用職員制度への移行に向けた例規整備支援     830,000円 

管 理 費                        112,600円 

消 費 税                            128,000円 

合  計                           1,728,000 円 
 

担当課 総務課 

 



平成３０平成３０平成３０平成３０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( 総務費 )・項( 総務管理費 ) 

事 業 名 総務一般事務経費 【人事評価制度運用支援業務】 

予 算 額 ２，７６５千円      新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

 地方公務員法が改正されたことにより、今後、公正な人事評価制度の運用

を図り、人事評価結果の処遇への反映を円滑に実施するため、現在運用して

いる人事評価制度のブラッシュアップ（処遇への反映をイメージした制度の

見直し）活用方針の検討、評価結果の集計・分析を進める必要がある。 

≪実施内容≫ 

 人事評価制度の運用を円滑に図るため、人事評価制度運用における各段階

において、研修、適正化会議を実施する。 

① 事務局打ち合わせの実施 

平成２９年度までの評価制度の運用・評価結果の確認にあたっての事

務局としての留意点の確認、業務スケジュールの調整等のための打ち合

わせを実施。また、制度運用の課題を確認し、より円滑に運用を諮れる

ようスケジュール、研修プログラム等を決定する。 

② 人事評価結果の集計・分析 

人事評価制度運用後、その結果を分析・集計し人事評価制度に関する

今後の課題を明確化する。 

③ 各種研修の実施 

 人事評価について、事後の円滑な導入、定着を促すためには継続的に

各研修を実施することが必要であり、研修実施においては、運用状況を

踏まえ、プログラムの作成を行い、職員の知識、スキルの向上を目指す。 

≪実施場所≫ 

 南山城村 

≪事業費の算出≫ 

<委託料の内訳> 

研究員手当  主任研究員及び研究員(延べ 44 人)   1,932,000 円 

調査研究費                         300,000 円 

資料作成費                         100,000 円 

管 理 費                       228,000 円 

消 費 税                       204,800 円 

合 計                       2,764,800 円 
 

担当課 総務課 

 



平成３０年度当初平成３０年度当初平成３０年度当初平成３０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( 総務費 )・項( 総務管理費 ) 

事 業 名 庁舎等管理事業 

予 算 額 ５０，２５９千円      新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

今山及び田山の教職員住宅が老朽化しており、新たに月ヶ瀬ニュータウン

に教職員住宅を建設する。 

本郷コミュニィセンターと本郷消防詰所の雨漏りが著しく、平成３０年度

に改修工事を行う。 

 

≪実施内容≫ 

【需用費】                     １，９６８千円１，９６８千円１，９６８千円１，９６８千円 

消耗品費                       ２５０千円 

光熱水費                       ７１８千円 

修繕料                      １，０００千円 

 

【役務費】                     ３，８２９千円３，８２９千円３，８２９千円３，８２９千円 

浄化槽水質検査                     ３８千円 

施設除草費                    ３，７９１千円 

 

【委託料】                     １，６３８千円１，６３８千円１，６３８千円１，６３８千円    

消防点検                       ７４８千円 

浄化槽維持管理                    ８９０千円 

 

【使用料及び賃借料】                ３，７６２千円３，７６２千円３，７６２千円３，７６２千円 

高度情報ネットワーク利用料              ３１１千円 

土地借上料                    ３，４５１千円 

 

【工事請負費】                  ３９，０６２千円３９，０６２千円３９，０６２千円３９，０６２千円 

本郷コミュニィセンター等改修工事        １９，０６２千円 

教職員住宅建設費                ２０，０００千円 

担当課 総務課 

 



平成３０平成３０平成３０平成３０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( 総務費 )・項( 総務管理費 ) 

事 業 名 電算管理事業 

予 算 額 ７７，１８２千円      新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

平成３１年度の元号の改正に向けて、元号対応に伴うシステム改修（市町村基

幹業務システム・水道料金システム等）を行う。 

基本ソフト（Window Server2008）が平成３１年度にサポート（パターンファイ

ルの更新）が終了されるため、住民基本台帳ネットワークの更新が必要となる。 

平成３０年度に高額療養費制度、番号法、児童手当法等の制度改正が予定され

ているためシステム改修が必要となる。 

介護・障害ネットワークが ISDN 回線からデジタル疎水ネットワークに運用が

変更されるため改修が必要となる。 

J-LIS が運用している総合行政ネットワーク（LGWAN）が見直されるため、ネッ

トワーク改修（第四次都道府県ノードへの対応）が必要となる。 

※LGWAN とは国や地方公共団体等の公的機関のみが利用できる最も安全である

専用回線であり、主に個人番号利用事務や個人番号関係事務等の各種電子申請で

利用している。 

以上のシステム改修については全国の地方公共団体で行われる予定である。 

≪実施内容≫ 

【旅費】                         ５０千円５０千円５０千円５０千円 

会議出席に伴う旅費（京都府庁）              ５０千円 

 

【需用費】                       ８１２千円８１２千円８１２千円８１２千円 

消耗品購入・修繕費（印刷機トナー）           ５１２千円 

電算機器修繕                      ３００千円 

 

【通信運搬費】                     ３８９千円３８９千円３８９千円３８９千円 

京都デジタル疎水接続料等                ３８９千円 

 

【委託料】                    ４３，８０４４３，８０４４３，８０４４３，８０４千円千円千円千円 

元号に伴うシステム改修              １８，８７４千円 

住民基本台帳ネットワークシステム更新業務      ２，１３９千円 

高額療養費制度等法改正に伴うシステム改修      ２，１９６千円 



事業内容 

マイナンバー等の記載事項の充実に係る旧姓標記に伴うシステム改修 

                          １，２４２千円 

例規・法令サポートシステム運用保守         １，９６７千円 

TOPIC’S に関する保守                ３，５５３千円 

住民基本台帳システムに関する保守                    １，４４６千円 

基幹系システムに関する保守             ３，６１０千円 

団体内宛名統合連携サーバーに関する保守       １，８６７千円 

情報系システムに関する保守             ２，７８６千円 

戸籍総合システム機器保守              １，７５０千円 

障害福祉システム保守                  ２１８千円 

介護システム改修                  １，０００千円 

都道府県ノード LGWAN移行作業              ５０８千円 

共同徴収支援システムに係る連携データ突合作業      ２１６千円 

ファイルサーバ更新作業                 ３２４千円 

電算機器撤去廃棄                    １０８千円 

 

【使用料及び賃借料】                ６，２５５６，２５５６，２５５６，２５５千円千円千円千円 

戸籍総合システム機器導入諸経費           ３，１７５千円 

戸籍総合システム使用料               １，３９７千円 

広域データバックアップサービス利用料          １２９千円 

コンテンツマネージメント利用料             ５０５千円 

LGWAN ASP サービス(ウィルス対策パターンファイル更新)   １６４千円 

LGWWA 接続系システム運用経費               ６９１千円 

個人情報取扱業務 WEBシステム               １９４千円 

 

【備品購入費】                  ２１，２３２２１，２３２２１，２３２２１，２３２千円千円千円千円 

住民基本台帳ネットワークシステム機器更新     １２，９４０千円 

元号対応に伴う水道システム機器更新         ５，０６９千円 

ファイルサーバ機更新                ３，２２３千円 

 

【負担金】                     ４，６４０４，６４０４，６４０４，６４０千円千円千円千円 

京都府・市町村共同開発システム運用費等負担金    ３，２１８千円 

自治体中間サーバー・プラットフォーム ASP サービス利用に係る負担金 

                          １，３７２千円 

地域情報センター参加負担金                ５０千円 

 

担当課 総務課 

 



平成３０平成３０平成３０平成３０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( 総務費 )・項( 総務管理費 ) 

事 業 名 駅舎活性化事業 

予  算  額   １２，６２８千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

・駅舎の発券、清掃作業業務委託の実施。 

・京都府事業の「駅再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」の実施計画、整備。 

・駅舎周辺の利便性向上。  

 

≪実施内容≫ 

・大河原駅、月ヶ瀬口駅の発券、清掃業務。 

・駅再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸトの先導駅である大河原駅の駅舎改修 

 

《事業費の内訳≫ 

旅 費：協議等による普通旅費         ４５千円 

 

役務費：２駅駅舎固定電話代          ６６千円 

 

委託料：駅舎業務委託          ４，５１７千円 

 

工事請負費：駅舎改築設計・工事        ８，０００千円 

 （財源：京都府駅舎再生プロジェクト交付金 補助率 1/2 4,000 千円） 

 

担当課 総務課 

 

 

    

    



平成３０平成３０平成３０平成３０年度当初予算案年度当初予算案年度当初予算案年度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 バス管理事業 

予 算 額    ３１，９６３千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

・通勤、通学で高尾・田山～月ヶ瀬口駅間の村民の交通を確保する

事業である。 

 ・村営バス、コミュニティバス運行による村内交通網の確保。 

 ・Ｈ２９実績を通じて、広域バスや周辺市町、ＪＲダイヤ等と調整

したバス路線の最終構築案をつくる。 

 

≪実施内容≫ 

・村営バス「高山‐大河原線」の運行委託 

・コミュニティバス「大河原コミュニティバス」の運行委託 

・マイクロバス２台と小型バス１台の維持・管理  

・行政公用バスの運行管理委託経費 

 

≪予算内訳≫ 

需用費：消耗品（タイヤ等）・燃料・修繕    ３，６００３，６００３，６００３，６００千円千円千円千円 

役務費：検査代行手数料・自賠責保険料等      ２８５千円２８５千円２８５千円２８５千円 

委託料：バス３台                       ２７，４０５２７，４０５２７，４０５２７，４０５千円千円千円千円 

(村営バス高山‐大河原線)            17,470,080 円 

(大河原コミュニティバス・行政公用バス運行委託)      9,616,320 円 

(小型バス借り上げ委託)      53,000×6 回＝318,000 円 

備品購入費：バス停標示板                ５５３千円５５３千円５５３千円５５３千円 

公課費：重量税                  １２０千円１２０千円１２０千円１２０千円 

 

担当課 総務課 

 

 

 

 

 



平成３０平成３０平成３０平成３０年度当初予算案年度当初予算案年度当初予算案年度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 地域でつくり・支える公共交通システム整備事業 

予  算  額     ５，７０７千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

京都府支援による東部３町村の地域コミュニティ交通の構築である。 

 

≪実施内容≫ 

・ＩＣＴを活用した交通網システムの整備 

・月ヶ瀬口駅～加茂駅間のバス運行(相楽東部広域バス) 

・地域公共交通会議の開催 

 

≪予算内訳≫ 

旅 費：１８千円 (協議会・運輸局等申請事務に係る旅費) 

 

負担金：５，６８９千円 

  内訳 

    ・相楽東部広域バスに係る経費 

      運行委託 3,071,082 円 

      利用促進 1,838,000 円 

      効果検証  506,000 円 

      バスロケ  243,372 円 

・活性化協議会に係る経費  30,000 円 

     

 

担当課 総務課 

 

 



平成３０平成３０平成３０平成３０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( 総務費 )・項( 選挙費 ) 

事 業 名 京都府知事選挙事業 

予 算 額 ２，６２１千円      新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

 平成３０年４月８日投・開票予定の京都府知事選挙に係る選挙事務

執行経費（平成３０年度事業分） 

 

≪実施内容≫ 

・京都府知事選挙に係る選挙関係一般事務 

・期日前・不在者投票所及び各投票所における選挙事務 

・開票作業における選挙事務 

 

≪実施場所≫ 

 期日前・不在者投票所（南山城村役場内） 

 各投票所（南山城村内７箇所） 

 

≪事業費の算出≫ 

報酬    期日前投票管理者及び投票立会人報酬    

      投票管理者及び投票立会人報酬 

      開票管理者、開票立会人報酬 

職員手当等 選挙一般事務に係る時間外勤務手当 

賃金    期日前投票事務員賃金 

      投・開票事務員賃金 

旅費    出張旅費 

需用費   消耗品費（事務用品、印刷物等） 

      食 糧 費（期日前・不在者投票所及び各投票所における

弁当・お茶代等） 

役務費   通信運搬費（不在者投票・郵便による投票等に係る郵送

代、投票日当日速報用電話代） 

委託料   ポスター掲示場撤去費用 

 

【財源：京都府知事選挙費委託金 ２，６２１千円】       

担当課 総務課 

 


