
議案第２８号資料 
 

令和元年度 
南山城村一般会計補正予算（第４号）概要 

 

総務費   

 ・総務一般事務経費                 １，２３２千円 

 ・個人番号カード利用環境整備事業           １，３３１千円（特財 1,331 千円） 

 ・一般職員人件費（一般管理費）            △４１７千円 

 ・宿日直業務嘱託職員                 △３８４千円 

 ・庁舎等管理事業                  ４，６２１千円（特財 2,012 千円） 

 ・公用車管理事業                    １６５千円 

 ・南山城村自然の家管理事業               ４８８千円 

 ・電算管理事業                  ５６，０６５千円（特財  49 千円） 

 ・駅舎活性化事業                    ２５９千円 

 ・相楽東部広域連合負担金（総務費）            ４４千円 

 ・魅力ある村づくり事業               １，１００千円 

 ・一般職員人件費（むらづくり推進費）       △２，９１０千円 

 ・高度情報ネットワーク民間移行事業       １２７，６００千円（特財 127,600 千円） 

 ・税務総務事務事業                  △１１７千円（特財 △450 千円） 

  

民生費 

 ・一般職員人件費（社会福祉総務費）            ４３千円 

 ・重度身体障害者訪問入浴サービス事業          １８５千円（特財 138 千円） 

 ・身障児者補装具給付事業                ５６１千円（特財 420 千円） 

 ・保健福祉センター管理事業               ３５４千円 

 

衛生費  

 ・一般職員人件費（保健衛生総務費）           ８５４千円 

 ・老人保健指導事業                   ２００千円 

 ・簡易水道事業特別会計繰出金（人件費以外）    △２，００３千円 

 ・東部広域連合負担金（塵芥処理分）         ５，７７５千円 

 

農林水産業費 

 ・農業総務事務事業                   ５００千円 

 ・茶振興対策事業                  ５，０８９千円（特財 4,524 千円） 

 ・農道等整備事業                  ４，６９３千円 

 ・農業水路等長寿命化・防災減災事業         ７，０００千円（特財 6,000 千円） 

 ・野生鳥獣被害総合対策事業             ２，５６９千円（特財 1,000 千円） 

 ・林業振興対策事業                 ２，７５０千円 

 

商工費 

 ・観光推進事業                   １，２１３千円 

 ・地域 IOT 実装推進事業               ９，６５６千円（特財 4,247 千円） 

 



土木費 

 ・一般職員人件費（土木総務費）             ４４７千円 

 ・土木総務事務事業                   ８６４千円 

 ・道路維持補修事業                 ６，５００千円（特財 3,300 千円） 

 ・道路維持管理事業                 １，０００千円 

 ・河川整備事業                   ３，０００千円 

 

消防費 

 ・非常備消防活動事業                  ６２７千円 

 ・災害対策費                      ６９６千円（特財 347 千円） 

 

教育費 

 ・相楽東部広域連合負担金（教育費）       △１４，７９１千円 

  

災害復旧費 

 ・社会体育施設災害復旧事業（単独）        １０，９０８千円（特財 10,900 千円） 

 

公債費 

 ・村債元金償還金                    １５３千円 

 ・村債利子償還金                   △１５３千円 

 

 
 

 
補正額合計     ２３７，７６７千円 

 

 



令和元年度一般会計補正予算（第令和元年度一般会計補正予算（第令和元年度一般会計補正予算（第令和元年度一般会計補正予算（第４４４４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 個人番号カード利用環境整備事業 

予 算 額 １，３３１千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

国の消費活性化策の一環として、令和２年度に実施が予定され 

ているプレミアムポイント付与を前に、その付与先となるマイナ 

ンバーカードを活用した自治体ポイント制度の導入環境を整備す 

る。 

自治体ポイントは村内商店や施設利用料、オンラインショッピ 

ングでの利用等が考えられ、村内での消費活性化にも効果が期待 

される。 

 

 

≪実施内容≫ 

今年度はマイナンバーカードの普及促進と、自治体ポイントの 

管理体制等の整備を行う。 

   ・マイナンバーカード取得支援 

   ・利用店舗募集や広報等 

 

 

≪実施場所≫ 

南山城村地内  

 

≪事業費の算出≫ 

賃 金        １，０００千円 

需用費          ３３１千円 

 

 

内  容：マイナンバーカード取得支援等人件費 

必要物品購入費用 

 

【充当財源：個人番号カード利用環境整備補助金 １，３３１千円 

（補助率 10/10）】 

担当課 むらづくり推進課・総務課・保健福祉課・税財政課・産業観光課 

 



 

令和元年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明令和元年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明令和元年度一般会計補正予算（第４号）主要事項説明令和元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      ４，６２１千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

１ 村有地の伐採・除草作業 

  北大河原小字釜ノ子・殿田平尾地内で管理している村有地について伐採・

除草を行う。 

２ 庁舎浄化槽の修繕 

  浄化槽のブロアーの修繕、汚泥の清掃を行う。 

３ 日直業務 

  休日の日直業務について南山城村シルバー人材センターに委託を行う。 

４ 月ヶ瀬ニュータウン集会所の空調の更新 

月ヶ瀬ニュータウン集会所２階の空調が故障しているため改修を行う。 

 

≪実施内容≫ 

【需用費 修繕料】                    １３９千円  

・庁舎浄化槽ブロアー修繕作業             １３９千円 

【役務費 手数料】                  １，５０３千円 

・南山城村管理地伐採・除草作業          １，５０３千円 

【委託料】                     １，２６８千円 

・役場浄化槽清掃作業                  ５２５千円 

・日直業務                      ６２０千円 

・南山城村管理地境界標識設置業務            １２３千円 

【工事請負費】                   １，７１１千円 

・京都府防災特定電話移設工事             ２５５千円 

・月ヶ瀬ニュータウン集会所空調改修工事      １，４５６千円 

 

 

担当課 総務課 

 

 



令和令和令和令和元元元元年度年度年度年度一般会計一般会計一般会計一般会計補正予算補正予算補正予算補正予算（（（（第第第第４４４４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 電算管理事業 

予 算 額      ５６，０６５千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

１ 法改正に伴うシステム改修 

市町村基幹業務支援システム（住記・税系）について異動理由に旧姓表記ができ

るように改修を行う。 

２ 基本ソフトの更新 

WindowsServer2008、Windows7 のサポート期間が 2020 年 1 月に終了するため、

端末ならびにサーバの構築が必要となる。構築を行わなければ脆弱性が増し、重要

なセキュリティインシデントが発生する恐れがある。京都府自治体情報化推進協議

会で共同運用している市町村基幹業務支援システム（Topics Neo）は、京都府税機

構との専用回線である Virtual Private Network で通信を行っており、本事業で

は、京都府税機構と庁内にある端末並びにプリンターを更新する。 

３ 市著運基幹業務システム（福祉系）の更新 

現在市町村基幹業務支援システム（福祉系）を自庁で運用を行っているが、次回

の更新の際に総合行政ネットワークサービス（Local Government Wide Area 

Network Application Service Provider）（以下 LGWANASP)によるクラウドサー

ビス（Software as a Service）での構築を行う。SaaS はハードウェアやソフトウ

ェアを事業者が管理しているため、地震等の大規模災害時のデータの破損や、ソフ

トウェアの不具合時に早期に対応することが可能であるため、可用性の強化を行う

ことができる。 

≪実施内容≫ 

【需用費 修繕料】                   ５５２千円 

・帳票印刷機基盤修繕                 ５５２千円 

【使用料】                        ８６千円 

・第四次 LGWAN 接続ルータ賃借              ８６千円 

【委託料】                    ２７，４２４千円 

・印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴う市町村基幹業務支援システム

（印鑑証明システム）改修業務             １３０千円 

・個人番号利用事務構築業務           １６，４７１千円 

・福祉系 LGWANASP サービス移行作業         ９，３３５千円 

・LGWAN 接続系業務構築業               １，４８８千円  

【備品購入費】                  ２８，００３千円 

・個人番号利用事務端末等（１９台）       １１，９８４千円 

・LGWAN 接続系端末（３０台）                    １６，０１９千円 

担当課 総務課 

 



令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度一般一般一般一般会計会計会計会計補正補正補正補正予算予算予算予算((((第第第第４４４４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 高度情報ネットワーク民間移行事業 

予 算 額     １２７，６００千円 新規・継続の別 新規 

事 業 内 容 

 

≪目的・趣旨≫ 

 高度情報ネットワークは平成１８年に設備構築、平成１９年より

ケーブルテレビとインターネット接続サービスを提供開始していま

す。それから１０年以上が経過し、情報通信技術の進展や多様化す

る住民ニーズに対応するため民間へ事業移行を行い、住民サービス

の向上を図る。 

 

≪実施内容≫ 

現有の設備を民間事業者へ譲渡し、さらに事業者の設備構築費用

に対し補助金を交付し事業参入を推進する。 

・事業期間  令和元年度～令和２年度 

・補助金総額 ２５５，２００千円 

 

≪予算措置≫ 

 負担金補助及び交付金 １２７，６００千円 

       （継続費 １２７，６００千円） 

担 当 課 総務課 

 



令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度一般会計一般会計一般会計一般会計補正補正補正補正予算案予算案予算案予算案（第（第（第（第４４４４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（農林水産業費）・項（農業費） 

    

事 業 名 茶振興対策事業 

予 算 額     ５，０８９千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

茶園管理機械施設（乗用型茶園管理機）の導入・設置による茶園管

理の省力化、軽作業化を目指し、担い手が魅力を持てる農業経営の実

現と農家所得の安定向上と経営の健全化を図る。 

 

≪事業概要≫ 

（１）共同製茶等省力化推進事業  予算額５，０８９千円 

事業実施場所 : 南山城村大字田山・童仙房地内 

 事業主体   : 奥山茶園管理機利用組合（３戸） 

 受益面積   :  ７.５ha 

 事業量    : 乗用型茶園管理機 ２台 
 

 総事業費   : １１，３１３千円 
 

 補助額    : 府４，５２４千円、 村５６５千円 
 

補助率     : 府 40％以内、村 5％以内 

 

 

 

 

担当課 産業観光課 



令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度一般会計補正予算（第４号）一般会計補正予算（第４号）一般会計補正予算（第４号）一般会計補正予算（第４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 農道等整備事業 

予 算 額     ４，６９３千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

① 崩土土砂堆積等により緊急に農業用水路排水不良区間を改修す

る工事が必要となったため補正する。 

② 農道幅員が狭小でかつ地盤が軟弱であり農耕車が路肩に脱輪や

泥濘にはまるなど、度々農作業に支障をきたしているため緊急に

改良工事を施工する必要があり補正する。 

③ 農道幅員が狭小で農耕車が通行できないため道路を拡幅し農作

業が円滑にできるようにするため補正する。 

 

≪実施内容≫ 

15．工事請負費 

① ヒヤデ水路改修工事（現場打ち水路 L=22m） 1,261 千円 

② 講堂農道舗装改良工事（L=64m） 1,243 千円 

③ 押原農道路肩拡幅工事（L=80m）  2,189 千円 

 

≪実施場所≫ 

① 南山城村大字田山 

② 南山城村大字南大河原 

③ 南山城村大字北大河原(押原) 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 建設水道課 

 

 

 



令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度一般会計一般会計一般会計一般会計補正補正補正補正予算案予算案予算案予算案（第（第（第（第４４４４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（農林水産業費）・項（農業費） 

    

事 業 名 農業水路等長寿命化・防災減災事業 

予 算 額     ７，０００千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

災害時の危機管理や防災・減災意識の向上といった施策の充実の取

り組みとして、浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与

える恐れのあるため池のハザードマップの作成及び、現在農業用利水

として使用されていない池の廃池工事を実施するものである。 

 

 

≪事業概要≫ 

１ 農業水路等長寿命化・防災減災事業 委託料６，０００千円 

① 内  容：ため池ハザードマップ作成業務  

Ｎ＝３箇所（氷池、長谷池、新池） 

② 補 助 率：国１００％ 

③ 実施場所：南山城村大字童仙房地内 

 

２ 廃池工事（村単費） 工事請負費１，０００千円 

① 内  容：押原池堤体撤去等１式 

② 実施場所：南山城村大字北大河原地内 

  

 

 

 

担当課 産業観光課 



令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度一般会計一般会計一般会計一般会計補正補正補正補正予算案予算案予算案予算案（第（第（第（第４４４４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（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     ２，５６９千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

サルによる農地や家庭菜園への農業被害、家屋への生活被害の報告

が頻繁にある中、地域ぐるみの追い払い活動のみでは被害軽減に至ら

ず、大型檻での捕獲を行うことで被害軽減を図る。 

 

 

≪事業概要≫ 

（１）サル捕獲用大型檻購入  予算額２，５６９千円 

事業実施場所 : 南山城村大字南大河原・高尾地内 
 
 事業主体   : 南山城村有害鳥獣捕獲対策協議会 
 
 事業量    : サル捕獲用大型檻（６．５ｍ×４．５ｍ）１基 

          捕獲遠隔操作システム 一式 
 
 総事業費   : ２，５６９千円 
 
 補助額    : 国１，０００千円 
 

補助率     : 定額補助（囲い罠１㎡当たり３８千円） 

         ３８千円×２９㎡＝１，１０２千円 

          上限１，０００千円 
 
 

 

 

 

担当課 産業観光課 



令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度一般会計一般会計一般会計一般会計補正補正補正補正予算案予算案予算案予算案（第（第（第（第４４４４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（農林水産業費）・項（林業費） 

    

事 業 名 林業振興対策事業 

予 算 額     ２，７５０千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

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。 

 

 

≪事業概要≫ 

（１）南山城村原木椎茸生産施設補助金事業 
 

事業実施場所 : 南山城村地内 
 

 事業主体   : 原木椎茸生産組合員 
 

 事業量    : 原木椎茸生産施設 １１件 
 

 総事業費   : ５，５００千円 
 

 補助額    : 村２，７５０千円 
 

補助率     : 村５０％以内（上限２５０千円） 
 

 

 

 

担当課 産業観光課 



令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度一般会計一般会計一般会計一般会計補正補正補正補正予算案予算案予算案予算案（第（第（第（第４４４４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（商工費）・項（商工費）  

    

事 業 名 観光推進事業 

予 算 額     １，２１３千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

 観光事業を進めるにあたり、南山城村の価値と個性を社会へ広く積

極的に発信し、村の知名度向上・観光誘客の推進・域内消費額の増加

を目的とする。 

 

 

≪実施内容≫ 

 全国町村会主催の東京で開催される「町イチ・村イチ 2019」へ出展

参加し、お茶をはじめとする商品販売や観光 PR を行い、南山城村の

魅力を全国に広く発信する。 

 

 

≪事業費の算出≫ 

旅費（東京への出張経費）            ３８７千円   

需用費（消耗品費・事務用品等）          ３０千円 

役務費（物資運搬費・会場設営費等）       １９０千円              

委託料（イベント出展用のぼり等作成費）     ３１２千円 

使用料及び賃借料（会場機材賃借・備品賃借等）  ２９４千円 

 

 

 

担当課 産業観光課 



令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度一般会計一般会計一般会計一般会計補正補正補正補正予算案予算案予算案予算案（第（第（第（第４４４４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（商工費）・項（商工費） 

    

事 業 名 地域 IoT 実装推進事業 

予 算 額     ９，６５６千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

  本事業は、総務省による平成３０年度地域 IoT 実装のための計画

策定・推進体制構築支援事業に採択され（全国で７自治体）、情報

通信技術を活用した観光施策を主軸に地域活性化を図る計画を昨

年度に策定しております。 

今年度は策定した計画を実行するため、平成３１年度情報通信技

術利活用事業費補助金（国庫補助）の交付申請を実施。総務省との

協議を経た詳細な事業実施内容を予算に反映すべく補正計上するも

のであります。 

 

≪実施内容≫ 

村内拠点への来訪者データ等の計測機器、情報発信機器の設置。 

データ分析システムの導入。 

南山城村観光 IoT 活用推進協議会（仮称）の設立と運用による意

見集約及びデータ活用体制構築等の実施。 

 

≪実施場所≫ 

南山城村地内 

 

≪事業費の算出≫ 

事 業 費                ９，６５６９，６５６９，６５６９，６５６千円千円千円千円 

報 酬                   ３９２千円  

賃 金                △５，０４０千円 

報償費                   １５２千円 

旅 費                 ２，６２５千円 

需用費                  △３４５千円 

役務費                    △３千円 

委託料                 ６，０５７千円               

   使用料及び賃貸料             △８２７千円          

   工事請負費               ５，３２３千円 

   備品購入費               １，３２２千円 

 

≪歳入≫ 

 国庫補助金               ４，２４７千円 

    情報通信技術利活用事業費補助金（地域 IoT 実装推進事業）

補助率１/２（一部補助対象外経費有り） 

担当課 産業観光課 



令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度一般会計一般会計一般会計一般会計補正補正補正補正予算（第４予算（第４予算（第４予算（第４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（土木費）・項（道路橋梁費） 

事 業 名 道路維持補修事業 

予 算 額 ６，５００千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

 村民の要望に対して、よりきめ細やかなに迅速な補修対応を実施す

るために補正する。 

 また、要望事業のうち、専門性の低い案件、危険性の低い案件につ

き、村と地区の協働作業として事業を実施し迅速且つ効率的に事業

を進め、コスト縮減等を行うための事業を試行する。 

 

≪実施内容≫ 

14．使用料及び賃借料 

区民協働事業（重機等借り上げ料） 500 千円 

 

 15．工事請負費 

道路舗装等補修維持補修事業 5,000 千円 

 

 16．原材料費 

区民協働事業（原材料支給） 1,000 千円 

 

 

担当課 建設水道課 



令和元令和元令和元令和元年度一般会計年度一般会計年度一般会計年度一般会計補正補正補正補正予算（第４予算（第４予算（第４予算（第４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（土木費）・項（道路橋梁費） 

事 業 名 道路維持管理事業 

予 算 額 １，０００千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

きめ細かな村道維持管理を迅速に行うため、道路（側溝）清掃や通

行障害となる木の伐採作業などを実施するため補正する。 

 

≪実施内容≫ 

12．役務費（手数料） 

  道路（側溝）清掃作業等 500 千円 

  通行等支障木の伐採作業 500 千円 

担当課 建設水道課 

 

 

 

 

 

 



令和元令和元令和元令和元年度一般会計年度一般会計年度一般会計年度一般会計補正補正補正補正予算（第４予算（第４予算（第４予算（第４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（土木費）・項（河川費） 

事 業 名 河川整備事業 

予 算 額 ３，０００千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

きめ細かに河川管理を実施するため現在河川に土砂が堆積している

箇所で特に大雨等により河川が増水し氾濫する恐れのある箇所につ

いて浚渫工事を行う。 

 

≪実施内容≫ 

 15．工事請負費 

堆積土砂の撤去等 

村管理河川（宮川、殿田川、三郷田川など） 3,000 千円 

 

 

担当課 建設水道課 

 

  

 



令和元令和元令和元令和元年度一般会計補正予算（第年度一般会計補正予算（第年度一般会計補正予算（第年度一般会計補正予算（第４４４４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(災害復旧費)・項(社会体育施設災害復旧費) 

事 業 名 社会体育施設災害復旧事業(単独) 

予 算 額 １０，９０８千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

  令和元年 7 月 18、19 日に発生した豪雨により南山城村総合グラウ

ンドの補強土壁盛土法面の崩落に伴い、調査及び設計を行う。 

 

 

≪実施内容≫ 

・測量業務(平面・横断・縦断測量、仮 BM 設置)       一式 

・設計業務 

(補強土詳細設計)、テールアルメ、多数アンカー  一箇所 

 ・地質調査(ボーリング 2 箇所、解析業務)         一式 

 

 

 

≪実施場所≫ 

  南山城村総合グラウンド 

 

 

 

≪事業費の算出≫ 

【歳出】 

委託料  

  ・総合グラウンド災害復旧調査設計業務    10,908 千円 

 

【充当財源：社会体育施設災害復旧事業債  10,900 千円】 

 

 

 

 
 

担当課 建設水道課、むらづくり推進課 

 


