
議案第 1 号資料 
 

令和３年度 
南山城村一般会計補正予算（第１０号）概要 

 

 

総務費 

 ・総務一般事務経費（コロナ分）                 １５４千円 

 ・文化会館管理事業（コロナ分）               ３，２３７千円 

 ・電算管理事業                       ２，８９３千円 

 ・新交通推進事業（コロナ分）                ６，２２０千円 

 ・行政資料電子化事業（コロナ分）              ３，５９９千円 

 ・選挙管理委員会運営事業（コロナ分）            １，１４４千円 

 

民生費  

 ・保健医療事務事業（コロナ分）               ４，７４５千円 

 ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業      ４３，３００千円 

 ・保育所運営事業（コロナ分）                  ６３４千円 

 

衛生費 

 ・新型コロナウイルス感染症予防対策事業（コロナ分）     ２，１００千円 

 

農林水産業費 

 ・農林業省力化推進事業（コロナ分）             ３，０００千円 

 

土木費 

 ・道路台帳整備事業（コロナ分）              ２４，６５３千円 

 

教育費 

 ・相楽東部広域連合負担金(教育費)（コロナ分）       １５，９９５千円 

 

 

 

補正額合計 １１１，６７４千円 



令和３年度一般会計補正予算（第 10号）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（コロナ分） 

予 算 額    １５４千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

 新型コロナウイルス感染症対策として、３密の回避や換気が求めら

れているなかで、二酸化炭素濃度計を購入し、空気の状態を表示によ

り見える化する。 

そして、換気のタイミングを知り適切な換気により、施設利用者や

職員の感染リスクの低減に努める。 

 

≪実施内容≫ 

会議室等において、適切な換気により新型コロナウイルス感染拡大

防止に努めるため、二酸化炭素濃度計を購入する。 

 

≪実施場所≫ 

南山城村役場 

南山城村文化会館 

南山城保育園 

南山城村保健福祉センター                 

 

≪事業費の算出≫ 

 事業費                   １５４千円 

【備品購入費】               １５４千円 

 二酸化炭素濃度計（１２台） 

 

≪特定財源≫ 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金   

                       １３３千円 

 

担当課 総務財政課 

 



令和３年度一般会計補正予算（第 10号）主要事項説明 

                    款（ 総務費 ）・項（総務管理費） 

事 業 名 文化会館管理事業（コロナ分） 

予 算 額   ３，２３７千円 新規・継続の別 新規 

 

 

事業内容 

 

 

 

 

 

≪目的・趣旨≫ 

 公共施設の感染予防対策を講じることで、感染リスクの軽減を図る。 
 

≪実施内容≫ 

・やまなみホール（座席）抗菌コーティング    １式 

・やまなみホールトイレの手洗い自動水栓化  １１箇所 
 

≪実施場所≫ 

南山城村文化会館（やまなみホール） 
 

≪事業費の算出≫ 

 事業費                  ３，２３７千円 

【委 託 料】座席抗菌コーティング    １，１２５千円 

【工事請負費】手洗い自動水栓化      ２，１１２千円 

 

≪特定財源≫ 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金   

                      ２，７９９千円 

 

 

担当課 財産施設課 

 



令和３年度一般会計補正予算（第 10号）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  ２，８９３千円 新規・継続の別 新規 

事 業 内 容 

 

≪目的・趣旨≫ 

 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和 3年 11 月 19

日閣議決定）の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が

長期化するなか、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮

らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して臨時特

別給付金を支給するための業務システムを構築する。 

 

≪実施内容≫ 

１．臨時特別給付金支給事業支援システムの適用 

 （基幹業務支援システム環境への適用となる。） 

 ・生活保護データ取込、給付対象者データ抽出、 

  所得照会情報連携、その他処理機能の実装 

２．セットアップ作業 

  ・口座情報セットアップ、基準日データ抽出・セットアップ、 

   申請受付処理、確認書出力、振込データ作成等の確認 

 

≪事業費の算出≫ 

 事業費                  ２，８９３千円 

【委託料】                

・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 

 支給事業支援システム構築業務      ２，８９３千円 

 

≪特定財源≫ 

子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 

（住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る分）  

［補助率 10/10］         ２，８９３千円 

 

 

担 当 課 総務財政課 

 



令和３年度一般会計補正予算（第 10号）主要事項説明 

       款（ 総務費 ）・項（総務管理費） 

事 業 名 新交通推進事業（コロナ分） 

予 算 額 ６，２２０千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

村内の新たな公共交通として、令和３年度より本格運行している「空白地

有償旅客運送」のサービスにおいて、コロナ禍における密を避けた輸送機会

の確保、アフターコロナでの観光移送ニーズへ対応すべく車両の調達を行

い、公共交通の維持、活性化を目的として抗菌施工を実施した車両を購入す

る。 

 

≪実施内容≫ 

新交通事業（村タク）等で使用する車両の増車対応と抗菌施工を実施する。 

 

≪事業費の算出≫ 

 事業費                   ６，２２０千円 

【委託料】  

  車両抗菌施工業務等委託費           ３４９千円 

【備品購入費】 

  自動車購入費（２台）           ５，８７１千円 

   

 

≪特定財源≫ 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  

５，３７９千円 

 

 

 

 

 

担当課 総務財政課 

 



 

令和３年度一般会計補正予算（第 10号）主要事項説明 

款( 総務費 )・項( 徴税費 ) 

事 業 名 行政資料電子化事業（コロナ分） 

予 算 額 ３，５９９千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

土地地番図の作成及び地番図作成時に整理した電子データを基に土

地情報を閲覧可能な地図情報システムに更新することで、来庁者及び

職員間の往来を減らすとともに行政事務のデジタル・IT 化による事務

の迅速化・省力化を図る。 

 

≪実施内容≫ 

固定資産に係る地番図を作成するとともに作成時の電子データを基

に、京都府統合型 GIS システムに最新データの情報を反映することで、

庁内の個人端末で情報の共有ができることにより行政事務の効率化を

図れることに加え、迅速に窓口対応を進めることで来庁者の滞在時間

の短縮及び接触機会を削減することで感染リスクの低減に努め、行政

サービスの向上を図る。 

 

≪事業費の算出≫ 

 事業費                  ３，５９９千円 

    

 【委託料】                ３，５９９千円 

 

≪特定財源≫ 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  

３，１１２千円 

 

 

 

 

担当課 税住民福祉課 

 



令和３年度一般会計補正予算（第 10号）主要事項説明 

                          款（ 総務費 ）・項（ 選挙費 ） 

事 業 名 選挙管理委員会運営事業（コロナ分） 

予 算 額    １，１４４千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

 選挙時の投票用紙交付事務において、投票環境の向上を図るととも

に新型コロナウイルス感染症対策として、接触感染を低減し感染リス

クを抑えることを目的に、投票用紙自動交付機を購入する。 

 

≪実施内容≫ 

投票用紙自動交付機を購入する。 

 

≪実施場所≫ 

各投票所（南山城村内） 

 

≪事業費の算出≫ 

 事業費                  １，１４４千円 

【備品購入費】                

投票用紙自動交付機   

２８６千円(税込み)×４台＝１，１４４千円 

 

≪特定財源≫ 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  

９８９千円 

 

 

 

担当課 総務財政課 

 



令和３年度一般会計補正予算（第 10号）主要事項説明 

款（ 民生費 ）・項（社会福祉費） 

事 業 名 保健医療事務事業（コロナ分） 

予 算 額 ４，７４５千円 新規・継続の別 新規 

 

 

 

事業内容 

 

 

 

 

 

≪目的・趣旨≫ 

 一般介護予防事業（介護予防教室）、総合事業通所介護事業（デイサービ

スふれすこ）の送迎車両を購入することにより送迎時における送迎人数を

分散化させ接触機会の軽減を図る。 

 

 

≪実施内容≫ 

 公用自動車（ガソリン車、７人乗り １台） 

      （ガソリン車、４人乗り １台） 合計２台 

  

 

≪納車場所≫ 

南山城村保健福祉センター 

 

 

≪事業費の算出≫ 

 事業費                 ４，７４５千円 

 【備品購入費】             ４，７４５千円 

 

≪特定財源≫ 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金    

４，１０３千円 

 

担当課 保健医療課 

 



令和３年度一般会計補正予算（第 10号）主要事項説明 

款( 民生費 )・項(児童福祉費) 

事 業 名 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業 

予 算 額      ４３，３００千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和 3 年 11 月

19 日閣議決定）の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影

響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生

活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対し

て、臨時的な措置として実施する。 

 

≪実施内容≫ 

 ・支給対象者： 

〇令和３年度分の村民税均等割が非課税である世帯 

（基準日：令和 3年 12 月 10 日） 

村民税均等割が課税されている者の扶養親族等（世帯）は除く。 

 

〇令和３年１月以降の家計急変世帯 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世 

帯全員が村民税が非課税であると認められる世帯。 

  

 ・給 付 額：１世帯あたり１０万円 

 

 

≪事業費の算出≫  

 【事業費】                 ４３，３００千円 

需用費：消耗品費                ２０千円 

印刷製本費               ８０千円 

役務費：郵送料                 １５０千円 

       振込手数料                ５０千円 

   扶助費：非課税世帯  420 世帯×100 千円 ４２，０００千円 

       家計急変世帯 10 世帯×100 千円  １，０００千円 

 

≪特定財源≫ 

  子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 

（住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る分）  

［補助率 10/10］         ４３，３００千円 

 

担当課 税住民福祉課 

 



 

令和３年度一般会計補正予算（第 10号）主要事項説明 

款( 民生費 )・項( 児童福祉費 ) 

事 業 名 保育所運営事業（コロナ分） 

予 算 額 ６３４千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

保育所における感染を防止するための施策として、園児や職員が利

用する、おもちゃや絵本を紫外線により除菌を行う。 

また、おむつ交換台や遊具を追加購入し衛生面の強化と接触機会の

低減を図る。 

 

≪実施内容≫ 

除菌庫  1 台     ５２５千円 

おむつ交換台 1 台    ８０千円 

その他遊具  １式    ２９千円 

 

 

≪事業費の算出≫ 

 事業費                 ６３４千円 

    

 【備品購入費】             ６３４千円 

 

≪特定財源≫ 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  

５４８千円 

 

 

 

担当課 保育所 

 



 

令和３年度一般会計補正予算（第 10号）主要事項説明 

款（ 衛生費 ）・項（保健衛生費） 

事 業 名 新型コロナウイルス感染症予防対策事業（コロナ分） 

予 算 額 ２，１００千円 新規・継続の別 新規 

 

 

事業内容 

 

 

 

 

 

≪目的・趣旨≫ 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止と住民サービス提供及び行政

機関の機能維持するため、感染リスクが高い環境での業務従事や日常

生活の中で感染リスクが疑われる場合や、行政サービス継続に支障を

きたすことが疑われる場合において、業務継続のため必要に応じてＰ

ＣＲ検査等を実施する。 

 

≪実施内容≫ 

 自宅療養者支援事業や未接種者を対象とする保育所等職員、介護予

防事業、母子保健・予防接種事業等に従事する職員等の感染リスクが

不安視される際に事業継続に必要な範囲で、ＰＣＲ検査等を実施する。 

  

≪検査対象≫ 

南山城村役場職員等 

 

 

≪事業費の算出≫ 

 事業費                ２，１００千円 

 【需用費】                ４５０千円 

      ＰＣＲ検査キット及び検査時医療資材等 

      20 検体分×5セット 

 【委託料】              １，６５０千円 

      検査料 

      15,000 円/検体×100 回×1.1 

 

≪特定財源≫ 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  

１，８１６千円 

 

担当課 保健医療課 

 



令和３年度一般会計補正予算（第 10号）主要事項説明 

款（農林水産業費）・項（ 農業費 ） 

事 業 名 農林業省力化推進事業（コロナ分） 

予 算 額 ３，０００千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

新型コロナウイルス感染症影響等の中、社会経済活動をコロナ禍以

前に復元していくこととして、事業継続ならびに農業事業者の生産効

率を高めることを目的に、省人化導入支援を行うものとする。生産現

場での先端技術実装を支援し、作業負担の軽減を図ることで経営規模

の維持及び拡大による経営の安定化を図り、もって地域の農林業を維

持する。 

 

≪事業概要≫ 

農林作物生産の作業性・生産効率向上に必要なスマート技術が搭載

された機械及び設備の導入する農業者に対し、補助金を交付する。 

 

【対  象】ICT（情報通信技術）やロボット技術を活用した農業用 

機械及び設備 

・農業用ドローン 

・自走式草刈り機 

・パワーアシストスーツ 

【補 助 額】対象経費の１／２以内(上限 1,000 千円) 

 

≪実施内容≫ 

 南山城村農林業省力化推進事業 

 【負担金補助及び交付金】       3,000 千円 

 

≪事業費の算出≫ 

 事業費               ３，０００千円 

 【負担金補助及び交付金】      ３，０００千円 

 

≪特定財源≫ 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  

２，５９４千円 

 

担当課 産業観光課 



令和３年度一般会計補正予算（第 10号）主要事項説明 

款（ 土木費 ）・項（道路橋梁費） 

事 業 名 道路台帳整備事業（コロナ分） 

予 算 額 ２４，６５３千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

新型コロナウイルス感染症拡大の防止対策として、道路台帳を電子

化し、利用者が来庁しなくても台帳を閲覧し使用することにより、接

触機会の低減に努める。 

現状では、道路台帳の管理については、アナログ図面で管理をして

おり、建築確認申請等に必要な道路台帳を確認する際には、当村へ訪

問し、台帳図面を確認していただく必要がある。 

また、マイラー、写植や青焼き図面の材料の入手が困難となってい

るため、現行の運用では道路台帳の更新が行えない状態である。 

これらの問題を解決するため、道路台帳の電子化が必要であり、道

路台帳データをホームページでオープンデータとして公表すること

によって、当村へ訪問をしていただくことなく道路台帳を閲覧するこ

とが可能となり、新型コロナウイルス感染症拡大の防止対策として、

接触機会が低減される。 

 

≪実施内容≫ 

路線延長 １２１ｋｍ （路線数 １２１路線） 

図面枚数 ２７９枚 

京都府統合型 GIS セットアップ１式 

道路台帳調書の電子化 １式 

 

≪事業費の算出≫ 

 事業費                  ２４，６５３千円 

 【委託料】 

  南山城村道路台帳デジタル化業務（村道） ２４，６５３千円  

 

≪特定財源≫ 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  

２１，３１８千円 

 

担当課 建設環境課 



令和３年度一般会計補正予算（第 10号）主要事項説明 

                    款（ 教育費 ）・項（教育総務費） 

事 業 名 相楽東部広域連合負担金（教育費）（コロナ分） 

予 算 額 １５，９９５千円 新規・継続の別 新規 

 

 

事業内容 

 

 

 

 

 

≪目的・趣旨≫ 

 相楽東部広域連合への負担金 
  

≪実施内容≫ 

相楽東部広域連合（南山城小学校）において、スクールバス（中型バ

ス）を抗菌対応型（抗菌座席・天井換気扇）にすることにより、日々送

迎している児童への感染リスクを軽減させる。 

  ※なお、現在のバスについては平成１５年度に購入したものであり、

故障の頻度も多い。 

  ※高尾～田山～今山ルート運行バス 
  

≪実施場所≫ 

 南山城小学校（相楽東部広域連合） 
 

≪事業費の算出≫ 

 事業費                １５，９９５千円 

【負担金補助及び交付金】       １５，９９５千円 

 

≪特定財源≫ 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

１３，８３２千円 

 

 

担当課 総務財政課 

 


