
平成２８平成２８平成２８平成２８年度年度年度年度当初予算案当初予算案当初予算案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 
総務一般事務経費 

（新行政不服審査制度対応支援業務・マイナンバー制度対応例規整備支援業務） 

予 算 額 ５，４００千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

行政不服審査法の改正（平成 28 年 4 月施行）に伴い、審理員制度及

び行政不服審査会への諮問制度が導入されるなど大幅な改正がおこな

われるため、これまで不服申立の無かった当村においても、新制度に

対応していく必要があります。 

 また、マイナンバー制度の導入により、自治体では特定個人情報に

関してより厳しい安全管理措置が義務付けられていることから、これ

らの法改正や新制度に対応するための整備が必要となります。 

 

≪実施内容≫ 

① 不服申立への対応という専門的な知識が求められるため、「運用

の手引き」の資料・情報提供及び全職員を対象にした職員研修

の実施。 

② 特定個人情報の安全管理に関する基本方針や取扱規程の作成支

援業務。 

③ 例規整備支援業務。 

 

≪実施場所≫ 

 南山城村 

 

≪委託料の内訳≫  

 新行政不服審査制度対応支援業務       1,857,600 円 

マイナンバー制度「安全管理措置」対応業務   2,328,480 円 

 マイナンバー例規整備支援業務         1,213,920 円 

担 当 課 総務課 

 



平成２８年度当初予算案平成２８年度当初予算案平成２８年度当初予算案平成２８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 １９，８６２千円 新規・継続の別 新規 

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。 

 ・コミュニティバス運行による交通確保を行う。 

・中型バスの老朽化に伴い故障や修理が多発し運行に支障をきたす

事が増えた。安心・安全面の配慮と今後のバス運行のあり方を考

え更新が必要となり中型バスの廃止及びマイクロバスへの更新を

行う。 

  

≪実施内容≫ 

・中型バス廃止に伴う新たなマイクロバス導入費用 

・マイクロバス２台の維持・管理及び運行委託費 

・村営バス、コミュ二ティバス運行業務委託 

 

≪予算内訳≫ 

車両購入：マイクロバス 見積額   ７，３６０千円  

 

燃 料 費：             １，６２０千円 

 

委 託 料：バス２台         ９，３６０千円 

 (村営スクール一般混乗)    ５，４００千円 

        (コミュニテイバス)      ３，９６０千円 

 

維持費(管理、点検)：        １，５２２千円 

 

 

 

 

 

担当課 総務課 

 



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（ 消防費 ） ・項（ 消防費 ） 

事 業 名 災害対策費 

予 算 額   ６，５３１千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

  南山城村地域防災計画について、国の防災基本計画及び京都府地

域防災計画の改定を踏まえるとともに、防災・減災に関する様々な

施策を反映させ、村民の安心・安全を確保し、総合的かつ計画的な

防災行政の整備を図り、実効性のある適切な対応がとれるよう、昨

年度に引き続き、南山城村地域防災計画の改定を行う。 

また、災害に備え食料品等の備蓄品を購入する。 

 

≪実施内容≫ 

  【報酬】 

   防災会議委員報酬              １１０千円 

 

 【消耗品】 

   毛布（パック毛布）               ５９８千円 

   防災備蓄品（保存水）            １００千円 

   粉ミルク                   ２０千円 

   担架                    １５０千円 

   ヘルメット                 １６０千円 

   防災ＤＶＤ                  ７２千円 

 

 【委託料】 

   南山城村防災計画改定業務委託      ５，０１８千円 

 

 【備 品】 

   災害用救急箱                １５１千円 

   京都府衛星通信系防災情報システム用ＦＡＸ  １５２千円 

 

≪事業実施場所≫ 

   南山城村 

 

担当課 総務課 

 



平成２平成２平成２平成２８８８８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（ 消防費 ） ・項（ 消防費 ） 

事 業 名 消防施設整備事業 

予 算 額 ４，１５０千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

  老朽化したアルミ製の防火服一式を更新し、アラミド生地の防火

服一式を整備する。耐久性・機動性の向上により、消防団員の安全

を確保する。 

  また、火災現場で迅速に対応出来るよう、消防ホース用キャリー

バッグを新たに整備する。 

  

 

≪実施内容≫ 

  防火服・防火帽    ３０着 

  ホースキャリーバッグ ３０個 

  ※指令車を除く全消防車両（１５台）に２セットずつ配備する。 

 

 

≪事業実施場所≫ 

  南山城村内 

 

 

≪予算内訳≫ 

 【備品購入費】 

   防火服・防火帽      ３，７００千円 

   ホースキャリーバッグ     ４５０千円 

 

 

 

 

 

 

担当課 総務課 

 



平成２平成２平成２平成２８８８８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 ３３，９８７千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

平成２９年の社会保障・税番号制度の本格実施に伴い、平成２８年６月

から当村が保有している市町村基幹業務システムの運用テストを行うた

め、システムの改修が必要となる。また職員及び臨時職員の個人番号を徴

収及び管理するために、現行の給与システムの改修が必要となる。 

個人番号は災害分野でも利用するため、災害時に罹災証明等の発行を行

う被災者生活再建支援システムを基幹系のネットワークへ移行する必要が

ある。 

戸籍総合システムは導入してから５年経過し、電算機器の劣化や、シス

テムのバージョンアップが必要となり、機器及びシステムの更新が必要と

ある。 

個人住民税及び国民年金等の制度改正に伴うシステムの改修が必要とな

る。 

 

 

≪実施内容≫ 

【旅費】                        ５８千円 

会議出席に伴う旅費                     ５８千円 

 

【需用費】                      ９３８千円 

消耗品購入・修繕費                    ９３８千円 

 

【通信運搬費】                    ４９５千円 

京都デジタル疎水接続料                  ３８９千円 

リモート保守電話回線使用料                １０６千円 

 

【委託料】                   ２２，５３３千円 

社会保障・税番号制度導入に伴うシステム整備      ３，３８１千円 

人事給与システム改修業務               １，４２５千円 

被災者生活再建支援システム用ネットワーク接続作業     ６８０千円 

制度改正などに伴う市町村基幹業務支援システム改修     ７３５千円 

戸籍総合システム保守料                １，５２３千円 



例規・法令サポートシステム運用保守          １，７０７千円 

市町村基幹業務支援システムに関する保守        ４，７４３千円 

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              ３，００４千円 

団体内宛名統合連携サーバーに関する保守        １，８６８千円 

情報系システムに関する保守              １，９１３千円 

電算機器撤去廃棄                     １０８千円 

 

【使用料及び賃借料】               ６，１３８千円 

戸籍総合システム機器導入諸経費            ３，２５３千円 

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              ５７０千円 

情報系システム運用経費                  ７８９千円 

 

【工事請負費】                     ３０千円 

リモート保守に要する回線工事                ３０千円 

 

【備品購入費】                    ２２９千円 

セキュイリティ収納庫                   ２２９千円 

 

【負担金】                    ３，５６６千円 

京都府・市町村共同開発システム運用費等負担金     ２，０９０千円 

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 

                           １，４２６千円 

地域情報センター参加負担金                 ５０千円 

担当課 総務課 

 


