
議案第４１号資料 
 

令和３年度 
南山城村一般会計補正予算（第８号）概要 

 

 

議会費 

 ・議会運営事業                        △４４０千円 

 

総務費 

 ・一般職員人件費（一般管理費）                 １２０千円 

 ・道の駅管理事業                     △４，２６１千円 

 ・電算管理事業                       １，２０９千円 

 ・交通安全施設整備事業                     ５００千円 

 ・税務総務事務事業                       ３６９千円 

 ・京都府知事選挙事業                    ２，６０１千円 

 ・監査委員事務経費                        △９千円 

 

民生費  

 ・国民健康保険事業特別会計繰出金                ５７４千円 

 ・遺族援護事業                        △９０２千円 

 ・重度心身障害者医療助成事業                １，４０２千円 

 ・在宅ねたきり老人介護者支援事業                 ４０千円 

 ・保健福祉センター管理事業                   ６３６千円 

 ・介護保険事業特別会計繰出金                ３，７１２千円 

・後期高齢者医療事業特別会計繰出金               ２２４千円 

 

衛生費 

 ・一般職員人件費（保健衛生総務費）                ４０千円 

 ・公衆衛生対策事業                        ９０千円 

 ・簡易水道事業特別会計繰出金（人件費分）            ６７６千円 

 ・簡易水道事業特別会計繰出金（人件費以外）         １，５００千円 

 ・救急医療事業（共生ビジョン分）                 １０千円 

 

農林水産業費 

 ・農業総務事務事業                       ３６５千円 

 ・南山城村米価下落緊急対策事業                 ２７４千円 

 ・農道等整備事業                      ３，０９３千円 

 

土木費 

 ・一般職員人件費（土木総務費）                 ５２７千円 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

消防費 

・相楽中部消防組合負担金                 △４，２１４千円 

・特別職員人件費                         ４０千円 

・災害対策費                        ３，３００千円 

・南山城村地域防災計画改定事業（コロナ分）        △３，３００千円 

 

教育費 

 ・相楽東部広域連合負担金（教育費）          ４，９４３千円 

 

災害復旧費 

 ・公共土木施設災害復旧事業（補助）            ９３４千円 

 

 

補正額合計 １４，０５３千円 



令和３年度一般会計補正予算（第８号）主要事項説明 

款（ 総務費 ）・項（総務管理費） 

事 業 名 道の駅管理事業 

予 算 額    △４，２６１千円 新規・継続の別 継続 

 

 

事業内容 

 

 

 

 

 

≪目的・趣旨≫ 

 ・合併処理浄化槽の保守点検による吸引ポンプの更新。 

・定期交換部品の交換が来年度実施予定となったことによる減額。 

  

≪実施内容≫ 

 合併処理浄化槽吸引ポンプ更新    ２基 

 

≪施工場所≫ 

ふれあい交流拠点施設 

 

≪事業費の算出≫ 

 事業費                △４，２６１千円 

【需用費】                

   修繕料                 ３８５千円 

 【備品購入費】 

   浄化槽定期交換部品        △４，６４６千円 

 

 

担当課 財産施設課 

 



令和３年度一般会計補正予算（第８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    １，２０９千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

 制度改正等への対応に係る基幹業務支援システムの改修及び健康

管理システムにおける新型コロナワクチン接種情報の番号連携デー

タレイアウト改版対応を行う。 

 

≪実施内容≫ 

・個人住民税システムの税制改正対応 

   (1)住宅借入金特別控除の期間延長対応 

   (2)課税資料整備処理（課税資料取込）機能の改修対応 

・国民年金システムの国民年金適用関係届書作成仕様変更対応 

・児童手当システムの所得上限額の創設及び現況届手続きの見直

し対応 

・健康管理システムの新型コロナワクチン接種情報番号連携デー

タレイアウト改版対応 

 

≪事業費の算出≫ 

【委託料】                 １，２０９千円 

・個人住民税システム改修業務（税制改正対応） １６７千円 

 ・国民年金システム改修業務 

（国民年金適用関係届書作成仕様変更対応）  １０６千円 

 ・児童手当システム改修業務 

（所得上限額創設・現況届見直し対応）    ５６２千円 

 ・健康管理システム改修業務 

  （ワクチン接種情報の番号連携データ改版対応）３７４千円 

 

 

 

担当課 総務財政課 

 



令和３年度一般会計補正予算（第８号）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 ２，６０１千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

 令和 4 年 4 月執行予定の京都府知事選挙に係る選挙事務（令和 3 年

度事業）の執行経費 

 

≪事業内容≫ 

京都府知事選挙（投票日：令和 4 年 4 月 3 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】 期日前投票管理者及び投票立会人の報酬     427 千円 

【職員手当等】選挙事務に係る時間外勤務手当       405 千円 

【報償費】 期日前・不在者投票に係る選挙事務員      442 千円 

【旅 費】 出張旅費（担当者会議等）            6 千円 

【需用費】 消耗品費（事務用品・図書代）                320 千円 

      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・お茶代）      105 千円 

      印刷製本費（投票所入場券、共同印刷物）      166 千円 

【役務費】 通信運搬費（投票所入場券・選挙公報発送代等）282 千円 

      手数料 （計数機・投票用紙自動交付機点検）   77 千円 

【委託料】 ポスター掲示場設置費用                  371 千円 

  

≪特定財源≫ 

 京都府知事選挙費委託金  ２，４５６千円 

 

担当課 総務財政課 

 



令和３年度一般会計補正予算（第８号）主要事項説明 

款（ 民生費 ）・項（社会福祉費） 

事 業 名 保健福祉センター管理事業 

予 算 額      ６３６千円 新規・継続の別 継続 

 

 

事業内容 

 

 

 

 

 

≪目的・趣旨≫ 

  施設の運営に支障をきたす設備の不具合が発生したため、修繕を

実施する。 

 

≪実施内容≫ 

 ・車いす入浴装置修理（アクチュエーター等取替え）１台 

 ・給湯設備配管漏水修理             １箇所 

 ・自動ドア修繕（外側補助センサー取替え）    １箇所 

 

≪施工場所≫ 

保健福祉センター 

 

 

≪事業費の算出≫ 

 事業費                 ６３６千円 

 【需用費】               ６３６千円 

   修繕料               ６３６千円 

   

担当課 保健医療課 

 



令和３年度一般会計補正予算（第８号）主要事項説明 

款（農林水産業費）・項（ 農業費 ） 

事 業 名 南山城村米価下落緊急対策事業 

予 算 額       ２７４千円 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により、緊急事態宣言が発令され、

活動自粛や外食産業等の時短などの影響で、米の消費需要が落ち込

み、令和３年産米の価格が大幅に下落した。 

特に JA 出荷米が大きく影響を受け、生産農家の収入の減少や農業

者の生産意欲に大きく影響を及ぼすことが懸念される。このことから

南山城村米価下落緊急対策補助金を実施し、生産意欲の維持と経営の

安定化を図り、離農や水田の荒廃化を防ぎ地域農業を持続可能なもの

とする。 

 

 

≪事業概要≫ 

令和３年 JA 出荷米 342 袋に対して、1 袋(30 ㎏)当たり８００円を

本村の出荷者に対して支援する。 

 

 

≪事業費≫ 

 南山城村米価下落緊急対策事業 

 【負担金補助及び交付金】           ２７４千円 

 

 

 

担当課 産業観光課 
 



令和３年度一般会計補正予算（第８号）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    ３，０９３千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

① 農道側溝等閉塞により農道排水機能が低下していることから、路面

に降った雨水が農道路肩に集中し路肩破損の被害が発生している。

ついては、２次災害の危険性があることから側溝清掃及び改良工事

を行う。 

② 崩土により農業用排水路が閉塞し機能していないため土砂撤去を

行う。 

③ 弁天池堤体からの漏水により、堰堤崩壊の危険性及び下流水田営農

への支障があることから補修工事を行う。 

④ 河川増水により発生した土砂により、水田取水施設が閉塞し機能し

ていない状態である。ついては、水田営農に支障があることから改

良工事を行う。 

 

≪実施内容及び事業費の算出≫ 

施行場所：南山城村大字高尾、田山、野殿、北大河原地内 

【工事請負費】〔農業用施設〕 

① 田代農道排水不具合対策 側溝清掃 1式、路肩擁壁 0.5m3、 

横断溝設置(PU300)2 箇所           1,242 千円 

② 奥山農業用排水路閉塞箇所改修 土砂撤去 1式、 

排水管設置φ300・L5m              449 千円 

③ 弁天池堤体漏水及び用水路破損箇所補修 1式      737 千円 

④ 押原地内水田用水施設閉塞箇所改修 導水管φ250 設置・L10m

他                                            665 千円 

                        計 3,093 千円 

担当課 建設環境課 

 



令和３年度一般会計補正予算（第８号）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        ３，３００千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により、自動

ラップ式トイレ及び関連資材、充電式ポータブル電源、アクリルパ

ーテーションを整備し、災害対応時における新型コロナウイルス感

染症対策の充実を図る。 

 

 

≪実施内容及び事業費の算出≫ 

 事業費                  ３，３００千円 

【委託料】  防災マップ作成業務請負減    △３７４千円 

 【備品購入費】                     ３，６７４千円 

・自動ラップ式トイレ ラップポン 

   ラップポン・トレッカー  １０台  １，７６０千円 

   ダンビー（段ボール個室） １０個     ３３０千円 

   ハンディバッテリー    １０個    ２８６千円 

   専用消耗品セット     ７０セット  ４３９千円 

・充電式ポータブル電源     ５台     ７０４千円 

・アクリルパーテーション   ６０個     １５５千円 

 

 

*南山城村地域防災計画改定事業（コロナ分）の委託料請負減に 

よる組替 

 

 

 

担当課 総務財政課 

 



 

令和３年度一般会計補正予算（第８号）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      ９３４千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

令和３年９月２日の豪雨により被災した公共土木施設の復旧工事を

行う。 

 

≪被災施設及び状況≫ 

異常気象：令和３年９月２日の豪雨 

対象雨量：北大河原観測所 

     最大１時間雨量 ３０㎜/ｈ 

 最大２４時間雨量８５mm/日 

 

≪実施内容≫ 

 ９月２日の豪雨により被災した公共土木施設の復旧工事費用 

（村道大河原島ヶ原線 L=１０ｍ） 

 

≪事業費の算出≫ 

【委託料】              Δ４，１８１千円 

  委託料確定による減額 

【工事請負費】             ５，１１５千円 

  コンクリートブロック積 L=１０ｍ、A=４３㎡ 

     

≪特定財源≫ 

公共土木施設災害復旧事業国庫負担金  ３，１０１千円 

 公共土木施設災害復旧事業債      ２，０００千円 

 

 

担当課 建設環境課 

 

 


