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第１章　実施計画の概要

項　　　　目 ページ

　 １）計画策定の趣旨 2
　 ２）計画の性格 3
　 ３）計画の構成と計画体系 3
　 ４）計画の期間 4
　 ５）計画登載事業の説明 4

第２章　分野別計画

基本目標 重点目標 個別目標 ページ 事業数

（１－１） 【自然保全】
個性豊かな自然が守られている

1-1-1 自然環境の保全 8 1

1-2-1 循環型社会の形成への推進 9 4
1-2-2 環境保全活動の推進 11 2
1-2-3 新エネルギー導入の推進 12 2
2-1-1 高齢者の社会参加の支援 16 8
2-1-2 障がい者の自立支援 19 6
2-1-3 地域福祉の推進 21 2
2-2-1 地域保健医療体制の整備 22 5
2-2-2 健康づくりの推進 24 2
2-2-3 国民健康保険事業の適切な実施 25 2
3-1-1 計画的なまちづくりの推進 31 6
3-1-2 海岸や水辺の整備と活用 33 5
3-1-3 緑のまちづくりの推進 35 2
3-1-4 安全安心な道づくりの推進 36 9
3-1-5 景観の保全と育成 39 1
3-1-6 生活排水対策の充実 40 3
3-1-7 安全安心な居住環境の整備 41 5
3-1-8 地域公共交通の整備・充実 43 2

（３－２） 【水道】
安全でおいしい水道水が安定的に供給され
ている

3-2-1 おいしい水の安定供給 44 2

4-1-1 子どもや母親の健康の確保・増進 53 5
4-1-2 地域における子育ての支援 55 4
4-1-3 仕事と子育ての両立支援 57 5
4-1-4 子どもを取り巻く環境づくり 59 6
4-2-1 幼児教育の充実 61 2
4-2-2 学校教育の充実 62 1
4-2-3 特性をいかした人材育成の推進 63 3
4-2-4 特別支援教育の推進 64 1
4-2-5 教育環境の整備 65 8
4-3-1 人権尊重のまちづくり 68 2
4-3-2 男女共同参画社会の実現 69 2
4-3-3 生涯学習の充実 70 5
4-3-4 歴史的・文化的財産の保存と活用 72 2
4-3-5 芸術・文化活動の振興 73 2
4-3-6 スポーツの振興 74 3
5-1-1 観光筋力の強化と推進体制の整備 81 1
5-1-2 観光客受入環境の整備・充実 82 5
5-1-3 温泉の保護と活用 84 3
5-1-4 MICE誘致の推進 85 2
5-1-5 交流・移住・定住の促進 86 3
5-2-1 産業活性化基盤の整備 87 3
5-2-2 商工業の振興 88 5
5-2-3 農林水産業の活性化 90 4
5-2-4 新産業の創出と起業支援 92 1
5-2-5 働く場の確保と職場環境の整備 93 2

（５－１） 【観光・交流】
観光資源の新たな活用と展開により、たくさ
んの観光客が訪れている

（５－２） 【産業・就労】
産業が育ち、多様な働く場と働きやすい環境
が整っている

目　　　　　　　　　　　　　　　　次

基本目標１
豊かな自然環境を大切にして、自
然とふれあいながら暮らしている

基本目標４
地域に愛着と誇りをもち、個性を大
切にする心豊かな人材が育ってい
る

基本目標５
観光資源を活かした多様な交流と
産業が育ち、まちに活気がある

（４－１） 【子育て】
子どもを安心して産み育てられる環境が整
い、地域の見守りの中で子どもたちが健やか
に育っている

（４－２） 【学校教育】
一人一人の発達や特性に応じた学校教育が
行われ、子どもたちの生きる力が確実に身に
ついている

（４－３） 【生涯学習】
各世代に応じた多様な学習機会が提供さ
れ、地域で活躍する人材が育っている

（１－２） 【生活環境】
環境にやさしいライフスタイルへの転換が進
んでいる

基本目標２
地域で支えあい、誰もが健康で安
心して暮らしている

（２－１） 【福祉】
市民が互いに支えあい、地域で安心して暮ら
している

（２－２） 【健康・医療】
各世代に応じた健康づくりが進められ、また、
適切な医療サービスを受けることができる

基本目標３
日常生活が便利で、誰もが快適に
暮らしている

（３－１） 【都市環境】
便利で、快適な都市環境が実現している



基本目標 重点目標 個別目標 ページ 事業数

6-1-1 防災・防犯体制の充実 97 6

6-1-2 消防・救急体制の充実 99 4

6-2-1 協働のまちづくり活動の推進 101 1
6-2-2 地域コミュニティ活動の推進 102 1
6-2-3 大学等教育機関との連携の推進 103 1
7-1-1 利用者視点の窓口サービスの実施 107 1
7-1-2 業務実施手法の見直しと人材育成 108 1
7-1-3 行政経営の推進とガバナンス強化 109 1
7-1-4 財源の確保に向けた取組の強化 110 2
7-1-5 公有財産の適正管理と有効活用 111 3
7-1-6 情報発信の強化とＩＣＴの活用 112 3

173
参考

項　　　　目 ページ

　「まちをまもり、まちをつくる。べっぷ未来共創戦略」との関連整理表 114
　索引 118

基本目標７
市民に信頼される市政運営が行わ
れている

（７－１） 【市政運営】
市民の目線に立った市政運営が行われてい
る

基本目標６
市民主体の活動が活発で、市民と
行政の協働のまちづくりが行われて
いる

（６－１） 【安全】
災害等に備え、地域での助けあい、つながり
の中で市民の安全が守られている

（６－２） 【協働のまちづくり】
市民のまちへの関心が高まり、市民が主体の
まちづくりが実践されている
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第１章  実施計画の概要 
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１） 計画策定の趣旨 

 

この計画は、別府市総合計画後期基本計画に掲げる「地域を磨き、別府の誇

りを創生する」の実現をめざし、基本構想、基本計画で体系化した施策を具体

的に実施していくために策定するものです。 

 

基本構想：長期的な視野に立ち、めざす将来像とその実現のための基本的 

     な方針を示すものです。計画期間は 10年間（平成 23年度～ 

平成 32年度）です。 

基本計画：基本構想を実現するための具体的な取り組みやその展開方針を

体系的に定めるものです。前期基本計画と後期基本計画で構成

しています。 

前期基本計画（平成 23年度～平成 27年度） 

後期基本計画（平成 28年度～平成 32年度） 

 

 

※別府市総合計画後期基本計画より 
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２） 計画の性格 

 

（１）この計画は、基本計画に示された施策を現実の行政運営の中でどのよ 

うに具体化し、実施していくかを明らかにするもので、毎年度の予算編 

成や事業実施の指針となるものです。 

 

  （２）この計画は、市がその事業主体となるものを中心に策定しています 

が、国や県などが主体となる事業であっても、市の施策と密接な関連の

あるものについては計画の対象としています。 

また、施設建設などのハード事業とともに、人的なサービスなどのソ

フト事業についても、市の主要な施策として盛り込んだものとなってい

ます。 

 

  （３）この計画は、社会経済情勢などの変化に柔軟に対応していくため、 

毎年計画の見直しを行うローリング方式により策定します。 

 

 

３） 計画の構成と計画体系 

 

 

 

 

    

 

 

実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちこのまちこのまちこのまちののののかたちかたちかたちかたち」」」」    

7777 つのつのつのつの基本目標基本目標基本目標基本目標    

11114444 のののの重点目標重点目標重点目標重点目標    

55555555 のののの個別目標個別目標個別目標個別目標    

事務事業事務事業事務事業事務事業    

222235353535（（（（うちうちうちうち再掲再掲再掲再掲 31313131））））のののの具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策    

    

基本構想基本構想基本構想基本構想    

    

基本計画基本計画基本計画基本計画    

実施計画実施計画実施計画実施計画    
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４） 計画の期間 

 

  この計画の期間は、平成 29年度から平成 31年度までの 3年間です。 

 

５） 計画登載事業の説明 

 

この計画書には、各事業担当課が主要事業と位置づける事務事業を中心に、

173事業（水道事業 2事業を含む）を登載しています。登載する事業は、必要

に応じて毎年度見直しを行います。 

実効性のある計画とするために、事業の実施状況、目標の達成状況を踏まえ

て事業内容を見直し、改善すべき点は次年度以降の実施計画及び予算編成に反

映していきます。 

一つの事業が複数の計画体系に関連する場合は、最も関連が深いと考えられ

る計画体系に記載しています。 

 

※平成３０年度及び平成３１年度の事業費については、あくまでも現時点の見

込み額であり、毎年度、事業担当課による事業内容や事業費の精査、財政担

当課、市長による予算査定、市議会における審議等、様々な過程を経て予算

化・事業化されます。それら一連の過程や国の施策動向、市の財政状況によ

り事業費の拡大・縮小、事業の取り止め、延伸・前倒し等の変更が行われる

場合があります。 
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第２章  分野別計画 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 



◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 生物の多様性の保全、森林や自然海岸の多面的な環境保全機能の重要性が市民に広く理解

され、市民が美しい山並みや水辺の景観など自然を大切に想い、将来に受け継いでいる。

　・ 身近な自然の中でも自然環境学習やエコツアーなどのレクレーションが行われ、市民はもとより

観光客も自然と親しみ、触れ合っている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 快適環境推進に要する経費 環境課

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 市民及び事業者が限りある資源を大切に使っているとともに、資源循環に対する意識も醸成

され、安易に「ごみ」として排出しないこと、排出した「ごみ」は「資源」としてできる限り活用

することにより、資源が有効に循環している。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 広域行政に要する経費 総合政策課

 （藤ケ谷清掃センター施設管理及び運営負担金）

 ごみ収集に要する経費 環境課

 汚泥再生処理センター建設に要する経費 環境課

 汚泥再生処理センター周辺環境整備に要する経費 環境課

基本目標１：豊かな自然環境を大切にして、自然とふれあいながら暮らして

いる

重点目標 1-1【自然保全】個性豊かな自然が守られている

重点目標 1-2【生活環境】環境にやさしいライフスタイルへの転換が進んでいる

1-1-1 自然環境の保全

1-2-1 循環型社会の形成への推進

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
自然環境学習プログラム
の参加者数

環境目標達成プラン 131人131人131人131人 166人166人166人166人 196人196人196人196人

2
林野率（市の面積に占め
る林野面積の割合）

環境目標達成プラン 62.7%62.7%62.7%62.7% 62.5%62.5%62.5%62.5% 62.8%62.8%62.8%62.8%

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
市民１人１日あたりのごみ
排出量

別府市一般廃棄物処
理基本計画

1,0971,0971,0971,097
g/g/g/g/人日人日人日人日

1,0851,0851,0851,085
g/g/g/g/人日人日人日人日

1,0471,0471,0471,047
g/g/g/g/人日人日人日人日

2
一般廃棄物のリサイクル
率

別府市一般廃棄物処
理基本計画 18.23%18.23%18.23%18.23% 17.66%17.66%17.66%17.66% 21.20%21.20%21.20%21.20%

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 市民、事業者、行政等が環境保全に対する自らの役割を認識し、協働による環境保全活動が

行われている。

　・ 本市の市民憲章に定める「美しい町をつくりましょう」を実現し、「お客さまをあたたかく迎え」

るため、活発で自発的な美化活動が行われている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 環境パートナーシップに要する経費 環境課

 クリーン運動推進に要する経費 環境課

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 本市の温泉を活用した発電により、再生可能なエネルギーが災害時のほか、一般市民でも

活用されている。

　・ 温泉発電を活用したビジネスが展開され、新たな「しごと」が生み出されている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 新エネルギー導入に要する経費 温泉課

 新エネルギーの普及促進に要する経費 環境課

1-2-2 環境保全活動の推進

1-2-3 新エネルギー導入の推進

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
協働して環境保全活動に
取り組んだ団体数

環境目標達成プラン 7団体7団体7団体7団体 8団体8団体8団体8団体 10団体10団体10団体10団体

2
環境学習講座を実施した
回数

環境目標達成プラン 8回8回8回8回 7回7回7回7回 30回30回30回30回

3 不法投棄件数
環境目標達成プランを
３０％減 146件146件146件146件 114 件114 件114 件114 件 102件102件102件102件

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
「おんせん電源ステーショ
ン」の設置数

未来共創戦略（ｐ１５） ―――― ―――― 1箇所1箇所1箇所1箇所

指標 目標設定の根拠
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（単位：千円）

事　　業　　名 担　当　課

環境課快適環境推進に要する経費

3,978 3,978

２９年度予算額

自然環境の保全

３１年度計画額

計画体系による位置づけ 事業期間

－－－－
1 - 1 -

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部 17171717 PPPP

自然環境及び生活環境の保全に寄与し、市民への環境保全意識の高揚を図るため、公害
防止対策や環境保全対策、啓発事業を行います。

事業概要

1

3,978

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

継続継続継続継続－－－－

３０年度計画額
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

総合政策課

３０年度計画額 ３１年度計画額

685,796

新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

環境課汚泥再生処理センター建設に要する経費

1

計画体系による位置づけ

1 - 2 - 1

計画体系による位置づけ

1 - 2 - 1

事　　業　　名

ごみ収集に要する経費

循環型社会の形成への推進

２９年度予算額

事　　業　　名 担　当　課

714,481

373,897

継続継続継続継続

事業期間

H28 - H30H28 - H30H28 - H30H28 - H30

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部 22222222

廃棄物の減量推進、廃棄物の適正処理、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、市
民の健康で快適な生活環境を確保するために、円滑なごみ収集業務の実施と指定ごみ袋
による多分別収集の徹底を行います。

計画体系による位置づけ

1 - 2

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－２　　　企画部資料　２－２　　　企画部資料　２－２　　　企画部資料　２－２　　　企画部

1,596,106

担　当　課

－－－－

３０年度計画額 ３１年度計画額

335,895

－－－－

２９年度予算額

事　　業　　名

広域行政に要する経費

担　当　課

環境課

事業期間

725,493

事業概要
別府市・杵築市・日出町の２市１町で構成する別杵速見地域広域市町村圏事務組合で、ご
み焼却施設の設置及び運営管理等の事務を共同処理することにより、行政の効率化と住民
サービスの向上を図ります。

事業期間

H29年度当初予算　重点項目

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

373,132循環型社会の形成への推進

6666

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

（藤ケ谷清掃センター施設管理及び運営負担金）

資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部 25252525 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 継続継続継続継続

0

事業概要
し尿処理場春木苑の経年的な劣化による施設全体の老朽化や処理対象物の変化に対応
するため、現施設の建替えを実施します。

循環型社会の形成への推進

-

1,508,484
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（単位：千円）

事　　業　　名 担　当　課

汚泥再生処理センター周辺環境整備に要する経費

新規・継続（拡充）

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部 26262626

事業概要 建替えをする汚泥再生処理センター周辺の生活環境等に配慮した環境整備を実施します。

H29 - H31H29 - H31H29 - H31H29 - H31

２９年度予算額 ３０年度計画額

17,259 70,813 24,186

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生

事業期間H29年度当初予算　重点項目

新規新規新規新規

PPPP

計画体系による位置づけ

1
３１年度計画額

- 2 - 1

循環型社会の形成への推進

環境課

- 10 -



（単位：千円）

（単位：千円）

事業期間

- 2 -

18181818

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

799 799

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

4,248 4,248

継続継続継続継続

環境課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部

クリーン運動推進に要する経費

- 2

PPPP

担　当　課

－－－－

資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部 21212121

３０年度計画額 ３１年度計画額

4,248

生活環境の美化推進のみならず「国際観光温泉文化都市」として、観光客にも快適な環境
を提供するため、環境美化活動を推進していきます。

－－－－

２９年度予算額

環境保全活動の推進

計画体系による位置づけ

計画体系による位置づけ

1 - 2

環境課

事　　業　　名

環境パートナーシップに要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

799環境保全活動の推進

21

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

事業概要 地域住民や環境保全団体との環境パートナーシップ構築の促進を目指します。

- 11 -



（単位：千円）

（単位：千円）

事業期間

2,363 2,371

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額

担　当　課

Ｈ29 - H30Ｈ29 - H30Ｈ29 - H30Ｈ29 - H30

計画体系による位置づけ

温泉課

事　　業　　名

新エネルギー導入に要する経費

事業期間

3- 2 -
２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部 13131313

環境課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部

新エネルギーの普及促進に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

14141414

PPPP

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

1,534

別府市地域新エネルギービジョンに沿い、本市の地域特性に合致した新エネルギーの導入
及びその促進策を展開し、特に、温泉発電の導入に関しては地域共生を図るための取組を
進めていきます。また、自立・分散型のエネルギーシステムの構築を図るとともに、環境負
荷の低減及び環境保全意識の高揚に資するため、先進的な取組として家庭用燃料電池の
設置に対して財政的支援を行っていきます。

－－－－

２９年度予算額

新エネルギー導入の推進

計画体系による位置づけ

1 - 2 - 3

事業概要 市有鉄輪泉源の余剰熱源を活用し、おんせん電源ステーションを整備します。

1

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生 新規新規新規新規

0新エネルギー導入の推進 2,558 0
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らしている。

　・ 高齢者が生きがいを持ち、積極的に社会に参加している。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 生涯活躍のまちに要する経費 福祉政策課

 老人福祉施設措置に要する経費 高齢者福祉課

 在宅支援に要する経費 高齢者福祉課

 老人クラブ育成に要する経費 高齢者福祉課

 その他の生活支援サービスに要する経費 高齢者福祉課

 （高齢者入浴見守り支援サービス事業（介護特会））

 地域包括支援センターに要する経費（介護特会） 高齢者福祉課

 生活支援体制整備に要する経費（介護特会） 高齢者福祉課

 認知症総合支援に要する経費（介護特会） 高齢者福祉課

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 障がい者が、身近な地域で自らの知識や技術・能力を発揮して働いており、地域や社会と

かかわりを持ちながら、自立した生活を送っている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 障害者福祉手当等支給に要する経費 障害福祉課

 特別障害者手当等支給に要する経費 障害福祉課

 地域生活支援に要する経費 障害福祉課

 自立支援給付に要する経費 障害福祉課

 共生社会形成に要する経費 障害福祉課

 障害児通所支援に要する経費 障害福祉課

基本目標2：地域で支えあい、誰もが健康で安心して暮らしている

重点目標 2-1【福祉】市民が互いに支えあい、地域で安心して暮らしている

2-1-1 高齢者の社会参加の支援

2-1-2 障がい者の自立支援

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
元気高齢者率（要介 護、
要支援ではない高齢者の
割合）

老人福祉計画・ 介護
保険事業計画の推計
値（82.0％）＋１％

81.7%81.7%81.7%81.7% 84.0%84.0%84.0%84.0% 83.0%83.0%83.0%83.0%

2
日本版ＣＣＲＣの取組状況
（ 50 歳 以 上 の 社 会 移 動
（人口ビジョン－社人研））

未来共創戦略（ｐ２４） ―――― ――――
40人40人40人40人

（（（（累計累計累計累計））））

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1 就労支援事業受給者数
過去の実績を参考に
算出 544人544人544人544人 589人589人589人589人 687人687人687人687人

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 支援を必要とする人に対する体制が整備され、民生委員・児童委員を始めとする地域住民、

自治会、社会福祉協議会等によるきめ細やかな地域福祉が充実しており、地域の支えあい

により生活の安心が保障されている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 地域福祉計画策定に要する経費 福祉政策課

 生活保護扶助に要する経費 ひと・くらし支援課

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 地域保健医療体制が整備され、必要なときに必要な医療サービスを受けられる体制が

整っており、市民が健康で安心して暮らしている。

　・ ＩＣＴ を活用したＩＣカードが配布され、救急時、災害時等で活用されるとともに、医療費の

削減につながっている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 重度心身障害者医療助成に要する経費 障害福祉課

 ひとり親家庭医療助成に要する経費 子育て支援課

 子ども医療助成に要する経費 子育て支援課

 予防接種に要する経費 健康づくり推進課

 未熟児養育医療助成に要する経費 健康づくり推進課

重点目標 2-2【健康・医療】各世代に応じた健康づくりが進められ、また、適切な

医療サービスを受けることができる

2-2-1 地域保健医療体制の整備

2-1-3 地域福祉の推進

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
民生委員・児童委員の定
数

大分県民生委員の定
数を定める条例 254名254名254名254名 254名254名254名254名 265名265名265名265名

2
地域福祉に関わる人的資
源の確保（福祉協力員）

別府市地域福祉活動
計画 1,250人1,250人1,250人1,250人 1,276人1,276人1,276人1,276人 1,250人1,250人1,250人1,250人

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
休日在宅当番医の実施日
数

日曜・祝日及び12/31
～1/3

70日70日70日70日 70日70日70日70日 70日70日70日70日

2 休日歯科診療の実施日数
日曜・祝日及び12/29
～1/3 72日72日72日72日 72日72日72日72日 72日72日72日72日

3
夜間こども診療の実施日
数

毎日 365日365日365日365日 366日366日366日366日 365日365日365日365日

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 市民が、食生活の改善や運動、心の健康など日常的に健康づくりに取り組んでおり、

健康でいきいきと暮らしている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 特定健康診査等に要する経費 保険年金課

 健康診査に要する経費 健康づくり推進課

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 国民健康保険事業が適切に実施されており、市民が適切な医療サービスを受けられている。

　・ 急速な高齢化と医療の高度化による医療費の増大に対応するため、レセプトや健診データ

の分析に基づく「別府市データヘルス計画」を策定し、「市民の健康寿命の延伸」を図り、

医療費の適正化によって、税負担を軽くすることを目指す。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 保険税適正賦課収納率向上特別対策に要する経費 保険年金課

 医療費適正化特別対策に要する経費 保険年金課

2-2-2 健康づくりの推進

2-2-3 国民健康保険事業の適切な実施

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
健康づくり活動の地域リー
ダー育成

健康づくり広め隊
2人×145町 35人35人35人35人 59人59人59人59人 290人290人290人290人

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
国 民 健康 保険 税収 納率
（現年度分）

全国平均保険料（税）
収納率より1 ポイント
以上の向上

現年度分現年度分現年度分現年度分
90.30%90.30%90.30%90.30%

現年度分現年度分現年度分現年度分
91.73%91.73%91.73%91.73%

現年度分現年度分現年度分現年度分
92.00%92.00%92.00%92.00%

2
被保険者1人当たり の医
療費

全国的に年々増大す
る医療費を現状並み
に抑制

391,000円391,000円391,000円391,000円
速報値速報値速報値速報値

406,769円406,769円406,769円406,769円
391,000円391,000円391,000円391,000円

指標 目標設定の根拠
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

2

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生 新規新規新規新規

計画体系による位置づけ

2 - 1 - 1

計画体系による位置づけ

2 - 1 - 1

360,724

居宅において養護を受けることが困難な高齢者を老人ホームに保護することにより、公の
責任において養護し、生活の安定を確保します。更に家族等の生活負担軽減を図ることで
福祉の向上に寄与します。また、やむを得ない事由による高齢者の措置を行うことで生命
や身体の安全又は財産を確保することができ、精神的なケアを行うことができます。

－－－－

２９年度予算額

高齢者の社会参加の支援

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 34343434 PPPP

－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

福祉政策課

事　　業　　名

生涯活躍のまちに要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

1,702高齢者の社会参加の支援

1- 1 -

4444

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

1,702

事業概要
地域再生法に基づく地域再生計画（日本中の癒しをすべて集めたまち－温泉と医（いや）し
と学びへの誘い－）を実現するため、施策等の検討や生涯活躍のまちに関するセミナー等
を開催します。

資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 35353535 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

20,097 21,496 21,310

事業概要
緊急通報システムの設置や在宅寝たきり高齢者介護者見舞金等を実施し、高齢者の在宅
での生活を支援します。

高齢者の社会参加の支援

1,702

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

事業期間

事業期間

事　　業　　名 担　当　課

高齢者福祉課在宅支援に要する経費

386,059 394,616

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額

高齢者福祉課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部

老人福祉施設措置に要する経費

- 16 -



（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 42424242 PPPP

（高齢者入浴見守り支援サービス事業（介護特会））

高齢者の社会参加の支援 132,370 132,370 132,370

事業概要
より身近なところで相談を受け付けるブランチの設置や職員の増員など高齢者の健康の保
持と生活の安定のため必要な援助・支援を行う地域包括支援センターの機能充実を図りま
す。

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充） －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
2 - 1 - 1

地域包括支援センターに要する経費（介護特会） 高齢者福祉課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 42424242 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

高齢者の社会参加の支援 1,251 1,251 1,251

事業概要
市営温泉を利用し、高齢者の浴場内の移動・衣類着脱・洗身・洗髪等入浴に関する一連の
動作に見守りや声掛けが必要な高齢者の支援を行う高齢者入浴支援サービスを実施しま
す。

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 新規新規新規新規 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
2 - 1 - 1

その他の生活支援サービスに要する経費

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 37373737 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

高齢者福祉課

高齢者の社会参加の支援 11,899 11,899 11,899

事業概要
老人クラブの活動を助成することにより、高齢者の生きがいづくりと健康づくりを推進しま
す。

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

2 - 1 - 1
－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

事　　業　　名 担　当　課

老人クラブ育成に要する経費 高齢者福祉課

- 17 -



（単位：千円）

（単位：千円）

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 42424242 PPPP

高齢者の社会参加の支援 16,725 16,725 16,725

事業概要
認知症になっても安心して暮らしていける地域の体制を構築するため、「介護・医療・地域支
援・権利擁護・若年性認知症」の５分野についての包括的な支援を実施します。

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

2 - 1 - 1
まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 新規新規新規新規 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

担　当　課事　　業　　名

事　　業　　名 担　当　課

認知症総合支援に要する経費（介護特会） 高齢者福祉課

事業期間新規・継続（拡充）H29年度当初予算　重点項目計画体系による位置づけ

高齢者福祉課生活支援体制整備に要する経費（介護特会）

35,53735,53735,537高齢者の社会参加の支援

３１年度計画額３０年度計画額２９年度予算額
1-1-2

－－－－新規新規新規新規まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生

PPPP42424242資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

第１層生活支援コーディネーター（市全体）及び第２層生活支援コーディネーター（地域包括
の７圏域）の配置とそれぞれを補完する組織として協議体を設置し、地域特性に合致した
サービスを創出することにより、高齢者の多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び
社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的とし、高齢者が住みなれた地域で暮らして
いけるよう支援します。

事業概要

- 18 -



（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

障害福祉課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部

特別障害者手当等支給に要する経費

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

事業期間

事業期間

事　　業　　名 担　当　課

障害福祉課地域生活支援に要する経費

82,667 83,842

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 17171717 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

178,633 189,031 189,041

事業概要
障がい者等が日常生活や社会生活を営むことができるよう１９事業を実施することにより支
援を行います。

 障がい者の自立支援

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

障害福祉課

事　　業　　名

障害者福祉手当等支給に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

66,183 障がい者の自立支援

2- 1 -

14141414

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

66,751

事業概要
心身障がい者（身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者）に対して、福祉手当と福祉タ
クシー手当を支給します。重度身体障がい者がリフト付タクシーを利用した場合に、その利
用に要した経費の一部を助成します。

66,179

PPPP

２９年度予算額

 障がい者の自立支援

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 14141414 PPPP

－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

2

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

計画体系による位置づけ

2 - 1 - 2

計画体系による位置づけ

2 - 1 - 2

77,650

著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者
に手当を支給します。

－－－－

- 19 -



（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

事　　業　　名 担　当　課

自立支援給付に要する経費 障害福祉課

 障がい者の自立支援 3,406,137 3,707,380 3,848,766

事業概要
障がい者等が法定サービスを利用した場合に、介護給付費、訓練等給付費、自立支援医療
費、補装具費などを支給します。

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

2 - 1 - 2
－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

共生社会形成に要する経費 障害福祉課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 18181818 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

 障がい者の自立支援 1,451 1,004 1,005

事業概要
障がいのある人もない人も安心して安全に暮らすことのできる共生社会の実現に向けて取
り組みます。

－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
2 - 1 - 2

障害児通所支援に要する経費 障害福祉課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 19191919 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
2 - 1 - 2

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 20202020 PPPP

 障がい者の自立支援 289,239 350,904 381,058

事業概要 障がい児が障害児通所支援などを受けた場合に、障害児通所給付費などを支給します。

- 20 -



（単位：千円）

（単位：千円）

事業概要
多くの市民や団体などが福祉活動に取り組み、ともに助け合い、支え合う地域社会を実現
するため、地域福祉を総合的に推進する地域福祉計画を策定します。

2

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 新規新規新規新規

0地域福祉の推進 7,002 0

計画体系による位置づけ

2 - 1 - 3

7,022,674

憲法25条に規定する理念に基づき生活に困窮している国民に対して、その困窮の程度に応
じて必要な保護を行い、自立の助長を行います。

－－－－

２９年度予算額

地域福祉の推進

資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 11111111

ひと・くらし支援課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部

生活保護扶助に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

7777

PPPP

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

担　当　課

H29H29H29H29

計画体系による位置づけ

福祉政策課

事　　業　　名

地域福祉計画策定に要する経費

事業期間

3- 1 -
２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

事業期間

7,246,635 7,313,715

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 32323232 PPPP

地域保健医療体制の整備 241,424 241,424 241,424

事業概要
子どもの傷病の早期治療を促進し、子育ての経済的な負担を軽減するため、医療費の自己
負担額の一部を助成します。

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
2 - 2 - 1

子ども医療助成に要する経費 子育て支援課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 28282828 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

事業概要
市内在住で18歳未満の児童を養育しているひとり親、及びひとり親に監護されている児童、
父母のない児童に対し、医療費の自己負担額の一部を助成します。

－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
2 - 2 - 1

子育て支援課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

13131313

地域保健医療体制の整備 100,912 104,257 104,257

３１年度計画額

312,952 307,833

PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部

事　　業　　名 担　当　課

ひとり親家庭医療助成に要する経費

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

障害福祉課

事　　業　　名

重度心身障害者医療助成に要する経費

事業期間

307,833地域保健医療体制の整備

1

事業概要
重度心身障がい者が医療機関で月額１，０００円以上の自己負担額を支払った場合に、その
支払った額の医療費を支給します。

2

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続
- 2 -

２９年度予算額 ３０年度計画額
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（単位：千円）

（単位：千円）

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

事業期間

284,366 284,366

継続継続継続継続

健康づくり推進課予防接種に要する経費

284,366

伝染する恐れのある疾病の発生や蔓延を防止するため、別府市医師会、各種医療機関の
協力を得て予防接種を実施し、公衆衛生の向上を図ります。

－－－－

２９年度予算額

地域保健医療体制の整備

資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 47474747 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

10,127 10,127 10,127

事業概要
からだの発達が未熟なまま出生した新生児には、生後すみやかに適切に処置を講ずる必
要があります。そのため、医療を必要とする未熟児に対し、養育に必要な医療の給付を行い
ます。

地域保健医療体制の整備

事　　業　　名 担　当　課

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 46464646

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

事業期間

－－－－

事　　業　　名 担　当　課

健康づくり推進課未熟児養育医療助成に要する経費

計画体系による位置づけ

2 - 2 - 1

PPPP

事業概要

３０年度計画額 ３１年度計画額

計画体系による位置づけ

2 - 2 - 1
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（単位：千円）

（単位：千円）

事業概要
メタボリックシンドロームに着目した健診、特定保健指導を行い、将来の医療費抑制を行い
ます。

2

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

92,252健康づくりの推進 75,822 92,252

計画体系による位置づけ

2 - 2 - 2

110,871

病気の予防及び早期発見、早期治療のため、各種健診を実施します。平成２９年度は特に
肺がん検診受診機会の充実と受診勧奨強化に取り組みます。

－－－－

２９年度予算額

健康づくりの推進

資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 48484848

健康づくり推進課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部

健康診査に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

29292929

PPPP

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

保険年金課

事　　業　　名

特定健康診査等に要する経費

事業期間

2- 2 -
２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

事業期間

110,871 110,871

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額
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（単位：千円）

（単位：千円）

事業概要
督促状、催告書の発送、電話催告、短期保険証・資格証明書の発行等収納対策を実施しま
す。

2

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

42,051国民健康保険事業の適切な実施 31,996 42,051

計画体系による位置づけ

2 - 2 - 3

25,602

レセプトの点検を行い、適正な請求であるかを審査し過誤調整等を行います。

－－－－

２９年度予算額

国民健康保険事業の適切な実施

資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部 29292929

保険年金課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部

医療費適正化特別対策に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

29292929

PPPP

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

保険年金課

事　　業　　名

保険税適正賦課収納率向上特別対策に要する経費

事業期間

3- 2 -
２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

事業期間

24,729 24,729

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 都市計画に関する基本的な方針の下、市街地の整備や土地利用の規制誘導等、市民と

行政の協働での計画的なまちづくりを推進し、それぞれの地域や地区にふさわしい個性を

いかした魅力があふれている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 地籍調査に要する経費 都市政策課

 県施行負担金 都市政策課

 南部振興に要する経費 都市政策課

 亀陽泉周辺整備に要する経費 都市整備課

 亀川駅西口駅前広場整備に要する経費 都市整備課

 水路整備等に要する経費 道路河川課

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 変化に富んだ海辺の自然空間をいかした港湾・海岸が整備され、海辺に人々が集い、

にぎわっている。

　・ 海岸や水辺に人々が集うことにより、コミュニティの醸成と文化交流が行われている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 県施行負担金（海岸・港湾整備） 都市整備課

 国直轄事業負担金 都市整備課

 海岸整備に要する経費 都市整備課

 べっぷの海辺にぎわい創生に要する経費 都市整備課

 河川整備に要する経費 道路河川課

基本目標3：日常生活が便利で、誰もが快適に暮らしている

重点目標 3-1【都市環境】便利で、快適な都市環境が実現している

3-1-1 計画的なまちづくりの推進

3-1-2 海岸や水辺の整備と活用

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1 南部振興の取組状況 － ―――― ――――
平28策定予定平28策定予定平28策定予定平28策定予定
のののの基本構想等基本構想等基本構想等基本構想等をををを
踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて設定設定設定設定

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
ビーチを活用した年間イベ
ント開催数（新規分）

未来共創戦略（ｐ２８） ―――― ―――― 6件6件6件6件

2
餅ヶ浜海浜公園の清掃ボ
ランティアの延べ参加者数

対象地区の清掃回数
を1回から4回に増や
す。

420人420人420人420人 420人420人420人420人 1,680人1,680人1,680人1,680人

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 潤いや安らぎを与える緑の景観が海辺、山辺、水辺（河川）にあふれている。

　・ 花と緑を守り、育てる市民意識が高まり、まちの緑や公園が市民の手により、四季折々の

草花で美しく維持されている。

　・ 多くの市民や観光客が機能豊かな公園で、思い思いの時間を過ごしている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 鉄輪地獄地帯公園整備に要する経費 公園緑地課

 その他都市公園整備に要する経費 公園緑地課

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 快適な歩行者空間が整備され、市民や訪れた人誰もが安心して安全に歩ける道が整備・

維持されている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 道路新設改良（単独事業）に要する経費 都市整備課

 地方道路整備（交付金事業）に要する経費 都市整備課

 県施行負担金（道路改良） 都市整備課

 橋りょう長寿命化に要する経費 都市整備課

 県施行負担金（街路） 都市整備課

 山田関の江線外道路整備に要する経費 都市整備課

 道路維持に要する経費 道路河川課

 県施行負担金（砂防） 道路河川課

 交通安全施設整備に要する経費 道路河川課

3-1-3 緑のまちづくりの推進

3-1-4 安全安心な道づくりの推進

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
市民1人当たりの公園面
積

環境目標達成プラン 7.4㎡/7.4㎡/7.4㎡/7.4㎡/人人人人 7.6㎡/7.6㎡/7.6㎡/7.6㎡/人人人人 9.5㎡/9.5㎡/9.5㎡/9.5㎡/人人人人

2
市街化区域内における永
続性のある緑の割合

緑の基本計画
環境目標達成プラン 約16%約16%約16%約16% 約16%約16%約16%約16% 約23%約23%約23%約23%

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
長寿命化修繕計画による
対策が必要である橋梁の
補修率

別府市橋梁長寿命化
修繕計画

18.8%18.8%18.8%18.8% 21.9%21.9%21.9%21.9% 62.5%62.5%62.5%62.5%

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 本市の象徴的な景観として、『湯けむり立ちのぼり、海・山・緑に包まれ、心和む風景の

まち「べっぷ」』が実現している。

　・ 本市の観光資源として景観が活用されており、次世代へと受け継がれている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 湯けむり景観保存に要する経費 社会教育課

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 中期的な視点に基づく効率的・効果的な生活排水対策が行われ、市民の衛生的で快適な

暮らしが守られるとともに、川や海の水質が保全されている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 道路改良に要する経費 下水道課

 管渠の整備に要する経費 下水道課

 処理場の施設整備に要する経費 下水道課

3-1-5 景観の保全と育成

3-1-6 生活排水対策の充実

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
景観形成重点地区等の指
定

別府市の景観の形成
に関する基本的な方
針

2地区2地区2地区2地区 2地区2地区2地区2地区 4地区4地区4地区4地区

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
汚水処理人口普及率
（下水道）

別府市生活排水処理
施設整備構想 65.2%65.2%65.2%65.2% 66.0%66.0%66.0%66.0% 66.2%66.2%66.2%66.2%

2 水洗化率
別府市生活排水処理
施設整備構想 83.1%83.1%83.1%83.1% 83.7%83.7%83.7%83.7% 83.7%83.7%83.7%83.7%

3
合併処理浄化槽人口普及
率

別府市生活排水処理
施設整備構想 11.2%11.2%11.2%11.2% 11.3%11.3%11.3%11.3% 14.0%14.0%14.0%14.0%

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 市営住宅ストックを効率的かつ円滑に更新し、高齢者・障がい者・子育て世帯等に対する住宅

など、市民ニーズに対応した住宅が整備されている。

　・ 民間木造住宅の耐震化が進められ、地震に強い安全な住環境が整備されている。

　・ 空き家が適正に管理され、利用可能なものは有効に利用されている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 災害救助に要する経費 福祉政策課

 （災害被災者住宅再建支援事業）

 住宅等耐震診断・耐震改修等に要する経費 建築指導課

 空き家対策に要する経費 建築指導課

 市営住宅整備に要する経費 建築指導課

 亀川住宅建替に要する経費 建築指導課

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 住民・行政・交通事業者が協働して、公共交通の役割を踏まえ、地域に合ったより適切な移動

支援策に取り組んでいる

　・ 市民も観光客も誰もが便利で快適に移動できる公共交通網ができ、交通弱者の移動手段が

確保されている。

　・ 観光客にとって二次交通の利便性が向上することにより、観光周遊がしやすくなり、観光産業が

更に活発化している。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 交通体系整備促進に要する経費 総合政策課

 ひとまもり・おでかけ支援に要する経費 高齢者福祉課

3-1-7 安全安心な居住環境の整備

3-1-8 地域公共交通の整備・充実

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1 空家除去補助件数(累計)
一年に特定空家4件
の除去を目指す。 ―――― 2件2件2件2件 16件16件16件16件

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1 ワンコインバスの取組状況 未来共創戦略（ｐ２８） ―――― ――――
実証運行実証運行実証運行実証運行のののの結結結結
果果果果をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ設定設定設定設定

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 水道施設の適切な更新や徹底した衛生管理が一層進められ、市民の満足度の高い安全で

おいしい水が安定して供給されている。

　・ 中長期的な視野に立った経営戦略に基づき、コストの縮減と効果的な人材育成・技術継承に

より、安定した水道事業経営が行われている。

　・ 社会要請に対応した環境への負荷の小さい配水が実現しているとともに、市民ニーズに対応

した水道サービスが提供されている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 安全でおいしい水供給の確保に係る経費 水道局

 安定給水の確保に係る経費 水道局

重点目標 3-2【水道】安全でおいしい水道水が安定的に供給されている

3-2-1 豊富でおいしい水の安定供給

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1 基幹管路耐震化率
別府市水道事業基本
計画 40.5%40.5%40.5%40.5% 43.2%43.2%43.2%43.2% 45.8%45.8%45.8%45.8%

2 有収率
別府市水道事業基本
計画 85.82%85.82%85.82%85.82% 86.12%86.12%86.12%86.12% 87.64%87.64%87.64%87.64%

指標 目標設定の根拠
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

※　H30年度以降の事業方針等が決定後、事業費を実施計画に登載します。

3

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

計画体系による位置づけ

3 - 1 - 1

計画体系による位置づけ

3 - 1 - 1

3,240

大分県が平成２７年度に策定した都市計画交通の基礎資料を基に、都市計画道路の未整
備路線について、交通量推計等を行い、見直しの検討等を行います。

H29H29H29H29

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 6666 PPPP

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 継続継続継続継続 －－－－

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

都市政策課

事　　業　　名

地籍調査に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

61,259計画的なまちづくりの推進

1- 1 -

3333

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

51,949

事業概要
国土調査法に基づき、毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境
界及び地籍に関する測量を行い、地籍図及び地籍簿を作成します。

61,733

PPPP

資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 6666 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

9,646 ※ ※

事業概要 旧南小学校跡地の活用をはじめとした南部地区の振興に取組みます。

計画的なまちづくりの推進

都市政策課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部

県施行負担金

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

事業期間

事業期間

事　　業　　名 担　当　課

都市政策課南部振興に要する経費

0 0

新規新規新規新規

３０年度計画額 ３１年度計画額２９年度予算額

計画的なまちづくりの推進

事業概要
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 19191919 PPPP

計画的なまちづくりの推進 37,079 37,079 37,079

事業概要
水路の改修及び維持管理を行い、雨水の浸水冠水等の災害防止と地域環境整備を図りま
す。

－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
3 - 1 - 1

水路整備に要する経費 道路河川課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 13131313 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

計画的なまちづくりの推進 93,047 0 0

事業概要
人にやさしい安全で快適なまちづくりを推進し、交通結節機能の向上及び歩行者空間を確
保します。（バリアフリー）

－－－－ 継続継続継続継続 H25 - H29H25 - H29H25 - H29H25 - H29

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
3 - 1 - 1

亀川駅西口駅前広場整備に要する経費 都市整備課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 12121212 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

計画的なまちづくりの推進 125,324 0 0

事業概要
亀陽泉会館の建替えに併せ、道路（踏切拡幅含）、駐車場、ポケットパークの整備を行い、
地区のにぎわいを創出し、活性化に寄与します。

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

3 - 1 - 1
－－－－ 継続継続継続継続 H25 - H29H25 - H29H25 - H29H25 - H29

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

事　　業　　名 担　当　課

亀陽泉周辺整備に要する経費 都市整備課
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

3

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

計画体系による位置づけ

3 - 1 - 2

計画体系による位置づけ

3 - 1 - 2

75,000

国土交通省が実施する港湾事業に対して、市が負担します。

H24 - H30H24 - H30H24 - H30H24 - H30

２９年度予算額

海岸や水辺の整備と活用

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 10101010 PPPP

－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

都市整備課

事　　業　　名

県施行負担金（海岸・港湾整備）

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

5,000海岸や水辺の整備と活用

2- 1 -

9999

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

38,065

事業概要 大分県が施行する土木事業（海岸及び港湾）に対し、市が負担します。

資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 10101010 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

8,580 8,580 11,972

事業概要
国土交通省及び大分県が実施する海岸港湾事業と連携し、魅力ある海辺空間の創出を図
るための事業を行います。

海岸や水辺の整備と活用

46,375

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

事業期間

事業期間

事　　業　　名 担　当　課

都市整備課　海岸整備に要する経費

205,375 0

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額

都市整備課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部

国直轄事業負担金
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（単位：千円）

（単位：千円）

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 18181818 PPPP

海岸や水辺の整備と活用 4,800 4,800 4,800

事業概要 普通河川及び市街化区域外の水路の維持管理のため、浚渫、護岸工等を行います。

－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
3 - 1 - 2

河川整備に要する経費 道路河川課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 11111111 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

海岸や水辺の整備と活用 17,561 13,566 4,300

事業概要
美しい別府の海岸のにぎわいを創生するため、海辺の一体管理に向け、イベントなどの社
会実験を実施して、新たな管理・利活用計画を策定します。

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

3 - 1 - 2
まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

事　　業　　名 担　当　課

べっぷの海辺にぎわい創生に要する経費 都市整備課
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（単位：千円）

（単位：千円）

事業概要 １日中過ごせる公園の実現のため、鉄輪地獄地帯公園の拡大整備を行います。

3

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 継続継続継続継続

310,100緑のまちづくりの推進 14,640 312,531

計画体系による位置づけ

3 - 1 - 3

23,436

通常の維持管理では対応できない公園などを対象にリニューアル工事を年次計画で実施し
ます。

－－－－

２９年度予算額

緑のまちづくりの推進

資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 24242424

公園緑地課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部

その他都市公園整備に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

24242424

PPPP

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

担　当　課

H28 - H31H28 - H31H28 - H31H28 - H31

計画体系による位置づけ

公園緑地課

事　　業　　名

鉄輪地獄地帯公園整備に要する経費

事業期間

3- 1 -
２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

事業期間

20,486 17,000

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

272,860

社会資本整備総合交付金（国土交通省道路局所管）を活用し、歩道の新設、段差解消を実
施し、歩行者の安全確保を行う道路整備やＩＣアクセス道路の整備を行います。

－－－－

－－－－

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

3

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

計画体系による位置づけ

3 - 1 - 4

計画体系による位置づけ

3 - 1 - 4

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

都市整備課

事　　業　　名

道路新設改良（単独事業）に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

19,556安全安心な道づくりの推進

4- 1 -

7777

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

29,476

事業概要
道路網の整備を行うため、生活道路の拡幅、歩道の整備、排水施設等の新設改良を行いま
す。

21,456

PPPP

142,962

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 8888 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

26,057 31,289 31,289

事業概要 県施行事業（道路改良事業）の工事費に対する負担金

安全安心な道づくりの推進

２９年度予算額

安全安心な道づくりの推進

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 7777 PPPP

－－－－ 継続継続継続継続

都市整備課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部

地方道路整備（交付金事業）に要する経費

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

事業期間

事業期間

事　　業　　名 担　当　課

都市整備課県施行負担金（道路改良）

328,979
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 13131313 PPPP

安全安心な道づくりの推進 238,375 96,500 96,500

事業概要 県施行事業（街路事業）工事費に対する負担金

－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
3 - 1 - 4

県施行負担金（街路） 都市整備課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 8888 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

安全安心な道づくりの推進 102,000 101,000 98,000

事業概要
道路橋の老朽化及び劣化損傷等の対策として橋りょうの長寿命化による地域の道路網の
安全性・信頼性の確保を行います。

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

3 - 1 - 4
－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

事　　業　　名 担　当　課

橋りょう長寿命化に要する経費 都市整備課

事　　業　　名 担　当　課

山田関の江線外道路整備に要する経費 都市整備課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

3 - 1 - 4
－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

安全安心な道づくりの推進 209,725 170,673 172,973

事業概要
亀川駅と県道鉄輪亀川線を結ぶ都市計画道路を整備することで、駅西口広場の利便性の
向上を図ります。また、地区内の道路環境の改善を図るとともに、公共交通機関の利用促
進、利便性を高めます。

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 14141414 PPPP
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

事　　業　　名 担　当　課

道路維持に要する経費 道路河川課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

3 - 1 - 4
－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

安全安心な道づくりの推進 249,327 249,332 249,248

事業概要
市道の舗装改修、側溝の新設及び改修等維持補修を行うとともに、除草や側溝浚渫等、交
通環境の整備並びに環境衛生の向上を行います。

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 16161616 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

県施行負担金（砂防） 道路河川課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

3 - 1 - 4
－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

安全安心な道づくりの推進 3,600 2,000 2,000

事業概要 大分県が実施する市内の急傾斜崩壊危険地区の崩壊対策事業費の一部を負担します。

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 16161616 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

交通安全施設整備に要する経費 道路河川課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

3 - 1 - 4
－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

安全安心な道づくりの推進 29,800 29,800 29,800

事業概要
交通安全に必要な交通安全灯、防護柵、反射鏡、区画線等の道路施設を設置、補修しま
す。

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 17171717 PPPP
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（単位：千円）

41414141

事業概要
国選定重要文化的景観「別府の湯けむり・温泉地景観」を後世に引き継ぎ、観光振興やま
ちづくり等に活用するための計画を策定します。

3

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

26,823 16,797

PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

社会教育課

事　　業　　名

湯けむり景観保存に要する経費

事業期間

1,197景観の保全と育成

5- 1 -
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

事業概要 公共下水道事業に伴う道路舗装面の一体的な整備を行います。

3

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続
- 1 -

3 - 1 - 6

計画体系による位置づけ

3 - 1 - 6

649,209

公共下水道未普及解消のため、汚水管渠の整備や老朽化した設備等の改築更新工事を行
います。

－－－－

２９年度予算額

生活排水対策の充実

事業概要

３０年度計画額 ３１年度計画額

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 27272727

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

事業期間

－－－－

事　　業　　名 担　当　課

下水道課処理場の施設整備に要する経費

計画体系による位置づけ

下水道課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部

管渠の整備に要する経費

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

下水道課

事　　業　　名

道路改良に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

4,000生活排水対策の充実

6

資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 27272727 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

183,999 382,200 476,365

事業概要
別府市中央浄化センターや各ポンプ場の機能保全を図るため、設備等の改築更新工事を
行います。

生活排水対策の充実

26262626

PPPP

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

4,000 4,000

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

事業期間

396,300 302,900

継続継続継続継続
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

福祉政策課

災害により生活基盤となる住宅に被害を受けた被災者を支援するため、住宅再建支援金を
支給します。

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 29292929

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 30303030 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

9,483 4,601 4,601

事業概要
防災、衛生、景観等の見地から地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす適切に管理が
行われていない空き家等の対策に取り組みます。

安全安心な居住環境の整備

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 継続継続継続継続

事業期間

－－－－

事　　業　　名 担　当　課

２９年度予算額

担　当　課

H28 - H30H28 - H30H28 - H30H28 - H30

計画体系による位置づけ

事　　業　　名

災害救助に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

0安全安心な居住環境の整備

7- 1 -

8888

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

21,975 0

PPPP

事業概要

建築指導課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部

住宅等耐震診断・耐震改修等に要する経費

PPPP

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

12,750 12,750

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額

事業期間

- 1

（災害被災者住宅再建支援事業）

3

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 継続継続継続継続

計画体系による位置づけ

3 - 1 - 7

計画体系による位置づけ

3

安全安心な居住環境の整備

建築指導課空き家対策に要する経費

- 7

12,750

木造住宅の耐震診断と耐震改修の補助事業を組合せ、地震時における住宅の被害を軽減
し、市民の生命や財産を守り地震に強いまちづくりを進めます。

－－－－
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（単位：千円）

（単位：千円）

※　H30年度以降の事業方針等が決定後、事業費を実施計画に登載します。

市営住宅整備に要する経費 建築指導課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

事　　業　　名 担　当　課

安全安心な居住環境の整備 156,755 237,840 260,256

事業概要 市営住宅の適切な管理と居住環境の向上のため改修を行います。

－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
3 - 1 - 7

亀川住宅建替に要する経費 建築指導課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 31313131 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 新規新規新規新規 H29 - H34H29 - H34H29 - H34H29 - H34

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
3 - 1 - 7

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 32323232 PPPP

安全安心な居住環境の整備 29,697 ※ ※

事業概要
老朽化が進んでいる亀川住宅と亀川地区にある内竈住宅、浜田住宅を集約して建替えま
す。

- 42 -



（単位：千円）

（単位：千円）

事業期間

107,058 107,058

新規新規新規新規

３０年度計画額 ３１年度計画額

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

総合政策課

事　　業　　名

交通体系整備促進に要する経費

事業期間

8- 1 -
２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 41414141

高齢者福祉課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－２　　　企画部資料　２－２　　　企画部資料　２－２　　　企画部資料　２－２　　　企画部

ひとまもり・おでかけ支援に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

4444

PPPP

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生

71,178

７０歳以上の高齢者の日常生活における移動を支援するため、初乗運賃で利用できるバス
の実証運行を実施します。

－－－－

２９年度予算額

地域公共交通の整備・充実

計画体系による位置づけ

3 - 1 - 8

事業概要
交通体系の整備を総合的に促進するために、官民による協議会を組織し、関係機関への働
きかけなどを行うとともに、市民生活に必要不可欠な公共交通を維持するための支援を行
います。

3

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生 継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充）

33,052地域公共交通の整備・充実 33,052 33,052
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（単位：千円）

（単位：千円）

水道局　管理課

事　　業　　名

安全でおいしい水供給の確保に係る経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

50,000おいしい水の安定供給

13

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

事業概要
別府市水道事業基本計画に基づき、鉛製給水管からポリエチレン製給水管への取替えを
進めます。

担　当　課

－－－－

資料　２－１２　　水道局資料　２－１２　　水道局資料　２－１２　　水道局資料　２－１２　　水道局 1111

３０年度計画額 ３１年度計画額

651,803

別府市水道事業基本計画に基づき、老朽化した水道施設及び設備の更新及び改良、配水
管等の耐震補強を行います。

－－－－

２９年度予算額

おいしい水の安定供給

計画体系による位置づけ

計画体系による位置づけ

3 - 2

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

733,780 872,270

継続継続継続継続

水道局　管理課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１２　　水道局資料　２－１２　　水道局資料　２－１２　　水道局資料　２－１２　　水道局

安定給水の確保に係る経費

- 1

PPPP

事業期間

- 2 -

1111

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

50,000 50,000
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 妊娠・出産・子育てまでの不安ができる限り解消され、市民が安心して子どもを産み、育て、

生きることができている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 保健衛生総務に要する経費 健康づくり推進課

 （不妊治療費助成事業）

 母子健康相談・教育に要する経費 健康づくり推進課

 母子健康診査に要する経費 健康づくり推進課

 小学校の保健衛生に要する経費 スポーツ健康課

 （子どもの健康促進（小学校フッ化物活用推進）事業）

 幼稚園の保健衛生に要する経費 スポーツ健康課

 （子どもの健康促進（幼稚園フッ化物活用推進）事業）

基本目標4：地域に愛着と誇りをもち、個性を大切にする心豊かな人材が

育っている

重点目標 4-1【子育て】子どもを安心して産み育てられる環境が整い、地域の見守

りの中で子どもたちが健やかに育っている

4-1-1 子どもや母親の健康の確保・増進

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
小・中学生の1人平均むし
歯本数

未来共創戦略（ｐ２６） 1.04本1.04本1.04本1.04本 1.32本1.32本1.32本1.32本 0.8本0.8本0.8本0.8本

2
妊娠早期（妊娠11週）に母
子健康手帳の交付を受け
る人の割合

100％を目標とする。 90.3%90.3%90.3%90.3% 92.2%92.2%92.2%92.2% 100%100%100%100%

3
１歳６か月児健診の受診
率

子ども・子育て支援事
業計画

97.6％97.6％97.6％97.6％
（（（（平25平25平25平25））））

99.2%99.2%99.2%99.2% 98.9%98.9%98.9%98.9%

4
３歳５か月児健診の受診
率

子ども・子育て支援事
業計画

96.1％96.1％96.1％96.1％
（（（（平25平25平25平25））））

96.0%96.0%96.0%96.0% 97.1%97.1%97.1%97.1%

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 子育てに関する悩みや不安を相談する場や機会が提供され、地域の支えあいの中で親が

子育てを楽しんでいる。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 児童手当支給に要する経費 子育て支援課

 児童扶養手当支給に要する経費 子育て支援課

 児童健全育成に要する経費 子育て支援課

 （放課後児童クラブ保護者負担金減免事業）

 おおいた子育てほっとクーポン活用事業に要する経費 子育て支援課

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 利用者ニーズに基づく多様な保育サービスが提供され、働く親が安心して子育てと仕事を

両立している。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 認可外保育施設助成に要する経費 子育て支援課

 民間児童福祉施設助成に要する経費 子育て支援課

 子育て世帯住宅改修助成に要する経費 子育て支援課

 保育所入所に要する経費 子育て支援課

 特別保育等に要する経費 子育て支援課

 （病児保育事業）

4-1-2 地域における子育ての支援

4-1-3 仕事と子育ての両立支援

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
子育て支援拠点施設の年
間利用者数

未来共創戦略（ｐ２６） 64,087人64,087人64,087人64,087人 61,060人61,060人61,060人61,060人 69,609人69,609人69,609人69,609人

2
子育て関連ボランティア参
加数（ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ
登録者数）

未来共創戦略（ｐ２６） 167人167人167人167人 182人182人182人182人 227人227人227人227人

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1 テレワーク導入団体数 未来共創戦略（ｐ１７） ―――― ―――― 10団体10団体10団体10団体

2
幼稚園の預かり保育の実
施人数

未来共創戦略（ｐ２５） ―――― ―――― 210人210人210人210人

3 保育所待機児童数 待機児童ゼロを維持 0人0人0人0人 0人0人0人0人 0人0人0人0人

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 子どもの安全が確保された地域において、心身ともに健やかに成長している。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 要保護児童対策に要する経費 子育て支援課

 放課後児童クラブ施設整備に要する経費 子育て支援課

 母子生活支援施設措置に要する経費 子育て支援課

 母子福祉事務に要する経費 子育て支援課

 就学援助奨励に要する経費 学校教育課

 就学援助奨励に要する経費 学校教育課

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 利用者ニーズに応じた幼稚園教育が提供されるとともに、保育所（園）、幼稚園、小学校、

地域との連携・交流による幼児教育が行われ、子どもたちが健やかに育っている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 私立幼稚園就園奨励に要する経費 学校教育課

 預かり保育に要する経費 学校教育課

4-2-1 幼児教育の充実

重点目標 4-2【学校教育】一人一人の発達や特性に応じた学校教育が行われ、子ど

もたちの生きる力が確実に身についている

4-1-4 子どもを取り巻く環境づくり

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
放課後児童クラブの定員
数（登録児童数）

未来共創戦略（ｐ２５） 1,359人1,359人1,359人1,359人 1,395人1,395人1,395人1,395人 1,507人1,507人1,507人1,507人

2 児童館来館者数 現状維持 41,810人/年41,810人/年41,810人/年41,810人/年 41,978人/年41,978人/年41,978人/年41,978人/年 41,810人/年41,810人/年41,810人/年41,810人/年

3
地域スクールガードボラン
ティア登録人数

毎年、各中学校区で2
人以上の登録増加を
目指す

128人128人128人128人 174人174人174人174人 200人200人200人200人

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
幼稚園の預かり保育の実
施人数

未来共創戦略（ｐ２５） ―――― ―――― 210人210人210人210人

2
幼稚園いきいきプラン支援
員数

平27実績で必要とさ
れる数値を設定 5人5人5人5人 5人5人5人5人 7人7人7人7人

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 一人一人の発達や特性に応じた多様な教育が提供され、児童生徒の基礎学力や健康・

体力が向上している。

　・ 児童生徒が自分自身を守る力を身に付け、心身ともに健全でたくましく育ち、いじめ認知

件数や不登校児童生徒数が減少している。

　・ 全ての小・中学校で、学校・家庭・地域が連携・協働した学校運営がなされている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 スクールソーシャルワーカー活用に要する経費 学校教育課

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 本市ならではの歴史・文化や国際性を学び、それらを子どもたちが身に付け、多様な人材

が育成されている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 多文化共生に要する経費 文化国際課

 小学校の給食に要する経費 スポーツ健康課

 中学校の給食に要する経費 スポーツ健康課

4-2-2 学校教育の充実

4-2-3 特性をいかした人材育成の推進

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1 いじめ解消率 100％を目指す
小小小小　97.4％　97.4％　97.4％　97.4％
中中中中　93.4％　93.4％　93.4％　93.4％

小小小小　99.1％　99.1％　99.1％　99.1％
中中中中　98.7％　98.7％　98.7％　98.7％

小小小小　100％　100％　100％　100％
中中中中　100％　100％　100％　100％

2 不登校児童生徒出現率
全国の平均出現率に
設定

小小小小　0.54％　0.54％　0.54％　0.54％
中中中中　3.99％　3.99％　3.99％　3.99％

小小小小　0.54％　0.54％　0.54％　0.54％
中中中中　4.14％　4.14％　4.14％　4.14％

小0.39小0.39小0.39小0.39％％％％以下以下以下以下
中2.76中2.76中2.76中2.76％％％％以下以下以下以下

3

全国学力・学習状況調査
全項目における平均正答
率（全国平均正答率との
差）

全教科全国平均正答
率以上に設定

    （    （    （    （ 基礎基礎基礎基礎／／／／活用活用活用活用））））
小国(小国(小国(小国(＋0.8／－0.1 )＋0.8／－0.1 )＋0.8／－0.1 )＋0.8／－0.1 )
小算(小算(小算(小算(－0.6／－1.4 )－0.6／－1.4 )－0.6／－1.4 )－0.6／－1.4 )
中国(中国(中国(中国(－0.7／－3.1 )－0.7／－3.1 )－0.7／－3.1 )－0.7／－3.1 )
中数(中数(中数(中数(－1.1／－3.0 )－1.1／－3.0 )－1.1／－3.0 )－1.1／－3.0 )

    （    （    （    （基礎基礎基礎基礎／／／／活用活用活用活用））））
小国(小国(小国(小国(－0.7／－1.0)－0.7／－1.0)－0.7／－1.0)－0.7／－1.0)
小算(小算(小算(小算(－0.7／－2.0)－0.7／－2.0)－0.7／－2.0)－0.7／－2.0)
中国(中国(中国(中国(－1.1／－1.4)－1.1／－1.4)－1.1／－1.4)－1.1／－1.4)
中数(中数(中数(中数(－1.6／－2.7)－1.6／－2.7)－1.6／－2.7)－1.6／－2.7)

0以上0以上0以上0以上

4
体力運動能力テストの平
均値（県平均との差）

県平均を目指す
    （    （    （    （男男男男／／／／女女女女））））

小小小小５(５(５(５(＋0.9／－0.5 )＋0.9／－0.5 )＋0.9／－0.5 )＋0.9／－0.5 )
中中中中２(２(２(２(－1.5／－2.4 )－1.5／－2.4 )－1.5／－2.4 )－1.5／－2.4 )

    （    （    （    （男男男男／／／／女女女女））））
小小小小５(５(５(５(－0.4／－0.3 )－0.4／－0.3 )－0.4／－0.3 )－0.4／－0.3 )
中中中中２(２(２(２(－2.5／－2.9 )－2.5／－2.9 )－2.5／－2.9 )－2.5／－2.9 )

0以上0以上0以上0以上

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1 国際理解教室の参加者数 未来共創戦略（ｐ２７） 1,900人1,900人1,900人1,900人 1,305人1,305人1,305人1,305人 2,530人2,530人2,530人2,530人

2
別府学資料（インターネッ
ト動画等）の年間閲覧数

未来共創戦略（ｐ２７） ―――― ―――― 4,000件4,000件4,000件4,000件

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 特別な支援を必要とする幼児児童生徒が、必要な教育サポートを受けることができ、個人

の能力を十分に発揮している。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 学校いきいきプランに要する経費 学校教育課

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 適正な学校規模が確保されるとともに、安全性の高い教育環境が整えられ、児童生徒が

安心して学校生活を送っている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 高校の統合に要する経費 教育政策課

 小学校の施設整備に要する経費 教育政策課

 小学校の空調整備に要する経費 教育政策課

 （小学校のエアコン整備事業）

 中学校の施設整備に要する経費 教育政策課

 中学校の統合に要する経費 教育政策課

 中学校の空調整備に要する経費 教育政策課

 （中学校のエアコン整備事業）

 幼稚園の施設整備に要する経費 教育政策課

 幼稚園の空調整備に要する経費 教育政策課

 （幼稚園のエアコン整備事業）

4-2-4 特別支援教育の推進

4-2-5 教育環境の整備

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
小・中学校いきいきプラン
支援員数

平27実績で必要とさ
れる数値を設定 40人40人40人40人 43人43人43人43人 50人50人50人50人

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
普通教室・保育室等の空
調施設整備率

教育行政基本方針 0%0%0%0% 0%0%0%0% 100%100%100%100%

2
小規模校の数（東山小中
は除く）

教育行政基本方針 2校2校2校2校 2校2校2校2校 1校1校1校1校

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 全ての市民が互いの個人の尊厳と自己実現の権利を認めあい、異質の文化や考えに

ついて、互いに交流し、共に生きている。

　・ 同和問題を始めとする全ての人権問題の解決と一切の差別を撤廃し、人々がいきいきと

輝き、人権が尊重されている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 人権同和対策に要する経費 人権同和教育啓発課

 人権啓発センター管理運営に要する経費 人権同和教育啓発課

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 全ての市民が性別にとらわれず、一人一人の個性や能力に応じてあらゆる分野において、

共に参画できている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 男女共同参画に要する経費 自治振興課

 男女共同参画センター管理に要する経費 自治振興課

重点目標 4-3【生涯学習】各世代に応じた多様な学習機会が提供され、地域で活躍

する人材が育っている

4-3-1 人権尊重のまちづくり

4-3-2 男女共同参画社会の実現

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
人権に関する各種講座等
の参加人数

別府市人権教育及び
人権啓発基本計画 6,055人6,055人6,055人6,055人 6,672人6,672人6,672人6,672人 6,200人6,200人6,200人6,200人

2
人権に関する各種講座等
の回数

別府市人権教育及び
人権啓発基本計画 173回173回173回173回 184回184回184回184回 178回178回178回178回

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
女性の活躍に配慮した取
組を行っている団体数

未来共創戦略（ｐ１７） ―――― ―――― 100団体100団体100団体100団体

2
本市の審議会等における
女性委員の割合

国目標（2020年） 24.7%24.7%24.7%24.7% 25.6%25.6%25.6%25.6% 30.0%30.0%30.0%30.0%

3
本市男性職員の育児休業
取得率

特定事業主行動計画 0%0%0%0% 2.1%2.1%2.1%2.1% 5%5%5%5%

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 学びたい人が気軽に、かつ、心ゆくまで学ぶことのできる環境が整っており、誰もが社会の

一員として、学びの成果を地域に還元し、活躍している。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 町内公民館活動に要する経費 社会教育課

 地区公民館施設整備に要する経費 社会教育課

 図書館・美術館一体的整備に要する経費 社会教育課

 社会教育活動に要する経費 社会教育課

 地域教育力活性化に要する経費 社会教育課

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 貴重な歴史・文化資源が市民の財産として適切に保全・継承・活用され、市民が、郷土に

誇りと愛着をもち、伝統や文化を大切に受け継いでいる。

　・ これらの歴史・文化資源を観光資源としても活用し、多くの人が別府の文化に触れている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 別府学創生に要する経費 社会教育課

 実相寺古墳群整備に要する経費 社会教育課

4-3-3 生涯学習の充実

4-3-4 歴史的・文化的財産の保存と活用

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
一 般 公 開 さ れ た 図書 館
（学校図書館を含む）の利
用者数

未来共創戦略（ｐ３２） 160,374人160,374人160,374人160,374人 163,712人163,712人163,712人163,712人 172,754人172,754人172,754人172,754人

2
市民が一般利用可能な読
書スペース数

未来共創戦略（ｐ３２） 1箇所1箇所1箇所1箇所 1箇所1箇所1箇所1箇所 6箇所6箇所6箇所6箇所

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
別府学資料（インターネッ
ト動画等）の年間閲覧数

未来共創戦略（ｐ２７） ―――― ―――― 4,000件4,000件4,000件4,000件

2
歴史・文化に関する各種
講座の受講者数

50人ずつ参加者を増
加 365人365人365人365人 406人406人406人406人 650人650人650人650人

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 芸術・文化団体の活動が活発に行われ、市民や観光客が優れた芸術作品や文化に

ふれる機会や環境が整備されている。

　・ 多くの市民が芸術・文化に高い関心をもち、市民に支えられて地域固有の芸術・文化活動

が育っている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 文化振興に要する経費 文化国際課

 （別府現代芸術フェスティバル開催支援事業）

 文化振興に要する経費 文化国際課

 （国民文化祭別府市実行委員会設立・運営事業）

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 年齢や性別、障がい等を問わず、広く人々が、関心、適性等に応じてスポーツに参加する

ことができる環境が整備されている。

　・ 本市にある美しい自然や体育施設をいかしたスポーツイベントの開催により、新たな人の

流れが創出されている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 国際スポーツ大会事前キャンプ等の誘致に要する経費 文化国際課

 体育施設整備に要する経費 スポーツ健康課

 体育振興に要する経費 スポーツ健康課

 （体育・スポーツ振興協定事業）

4-3-5 芸術・文化活動の振興

4-3-6 スポーツの振興

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
芸術版トキワ荘プロジェク
トの企画数

未来共創戦略（ｐ３２） 1件1件1件1件 1件1件1件1件 5件5件5件5件

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
全国規模のスポーツ大会
の年間開催数

未来共創戦略（ｐ２２） 26件26件26件26件 26件26件26件26件 31件31件31件31件

2
2020年オリンピックの事前
キャンプ誘致数（５年間累
計）

未来共創戦略（ｐ２２） ―――― ―――― 1件1件1件1件

指標 目標設定の根拠
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

事業概要
不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に要する治療費の
一部を助成します。

子どもや母親の健康の確保・増進

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 46464646

健康づくり推進課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部

母子健康相談・教育に要する経費

資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 47474747 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

101,510

4

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 継続継続継続継続

計画体系による位置づけ

4 - 1 - 1

計画体系による位置づけ

4 - 1 - 1

4,771

育児支援のため、乳幼児家庭訪問やこどもの発達相談会を開催します。

－－－－

２９年度予算額

100,171

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

事　　業　　名

保健衛生総務に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

7,351子どもや母親の健康の確保・増進

1

（不妊治療費助成事業）
健康づくり推進課

100,171

事業概要
乳幼児の身体発育･精神発達を確認し、異常や遅滞の早期発見を行うとともに、必要な保
健指導を行い、健康保持・推進を図ります。

子どもや母親の健康の確保・増進

- 1 -

44444444

PPPP

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

7,351 7,351

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 継続継続継続継続

事業期間

事業期間

－－－－

事　　業　　名 担　当　課

健康づくり推進課母子健康診査に要する経費

4,771 4,771

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額
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（単位：千円）

（単位：千円）

スポーツ健康課

スポーツ健康課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 46464646 PPPP

子どもや母親の健康の確保・増進 290 290 290

事業概要
むし歯を予防し、園児の健康を促進するため、幼稚園生を対象に、週１回のフッ化物洗口を
実施します。

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
4 - 1 - 1

幼稚園の保健衛生に要する経費

（子どもの健康促進（幼稚園フッ化物活用推進）事業）

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 44444444 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

子どもや母親の健康の確保・増進 4,147 4,147 4,147

事業概要
むし歯を予防し、児童の健康を促進するため、対象を４年生まで拡大し、学校での週１回の
フッ化物洗口を実施します。

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充） －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
4 - 1 - 1

小学校の保健衛生に要する経費

（子どもの健康促進（小学校フッ化物活用推進）事業）

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

事　　業　　名 担　当　課
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

事業概要 児童手当法に基づき、児童を養育する支給対象者に児童手当を支給します。

（放課後児童クラブ保護者負担金減免事業）

３１年度計画額

資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 22222222

子育て支援課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部

児童扶養手当支給に要する経費

資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 22222222 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

7,704 7,704

子育て支援課

731,359

父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に
寄与するために、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図
ります。

－－－－

２９年度予算額

地域における子育ての支援

２９年度予算額 ３０年度計画額

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

子育て支援課

事　　業　　名

児童手当支給に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

1,656,046地域における子育ての支援

24

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

7,704

事業概要
放課後児童クラブを利用する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、保護者負担金
の一部を助成します。

地域における子育ての支援

- 1 -

21212121

PPPP

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

1,643,096 1,656,041

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 新規新規新規新規

事業期間

事業期間

－－－－

事　　業　　名 担　当　課

児童健全育成に要する経費

743,044 743,045

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額

計画体系による位置づけ

4 - 1 - 2

計画体系による位置づけ

4 - 1 - 2
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（単位：千円）

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 25252525 PPPP

地域における子育ての支援 15,231 10,379 10,379

事業概要
地域の子育て支援サービスの周知及び就学前の子どもを持つ世帯の経済的負担を軽減す
るため子育て支援サービスに利用できるクーポンを配布します。

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
4 - 1 - 2

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

事　　業　　名 担　当　課

おおいた子育てほっとクーポン活用事業に要する経費 子育て支援課
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

4

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 継続継続継続継続

計画体系による位置づけ

4 - 1 - 3

計画体系による位置づけ

4 - 1 - 3

155,225

安心して子どもを預けられる環境を整備するため、施設の快適化及び定員増に向け、施設
の改修を行う私立保育所に対して助成を行います。

H22 - H30H22 - H30H22 - H30H22 - H30

２９年度予算額

仕事と子育ての両立支援

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 24242424 PPPP

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 継続継続継続継続 －－－－

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

子育て支援課

事　　業　　名

認可外保育施設助成に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

10,318仕事と子育ての両立支援

3- 1 -

23232323

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

10,318

事業概要
安心して子どもを預けられる環境を整備するため、認可外保育所施設に対して助成を行い
ます。

資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 25252525 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

2,250 2,250 2,250

事業概要
三世代同居による子育て及び世代間支援を図るため、三世代同居のための改修工事を行
う住宅の所有者等に対し、助成を行います。

仕事と子育ての両立支援

10,318

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

事業期間

事業期間

事　　業　　名 担　当　課

子育て支援課子育て世帯住宅改修助成に要する経費

92,339 0

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額

子育て支援課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部

民間児童福祉施設助成に要する経費
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（単位：千円）

（単位：千円）

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 27272727 PPPP

（病児保育事業）

仕事と子育ての両立支援 16,263 16,263 16,263

事業概要 子育て環境の充実を図るため、年々利用が増加している病児保育に対応します。

－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
4 - 1 - 3

子育て支援課
特別保育等に要する経費

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 26262626 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

仕事と子育ての両立支援 2,782,442 2,782,442 2,782,442

事業概要
安心して子どもを預けられる環境を整備するため、私立保育所の定員増を図り、仕事と子育
ての両立を支援します。

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

4 - 1 - 3
ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充） －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

事　　業　　名 担　当　課

保育所入所に要する経費 子育て支援課
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

4

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

計画体系による位置づけ

4 - 1 - 4

計画体系による位置づけ

4 - 1 - 4

60,493

「小1の壁」の解消に向け、児童が放課後、安心して過ごせる場をつくるため、放課後児童ク
ラブの整備をします。

－－－－

２９年度予算額

子どもを取り巻く環境づくり

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 24242424 PPPP

－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

子育て支援課

事　　業　　名

要保護児童対策に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

7,970子どもを取り巻く環境づくり

4- 1 -

23232323

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

7,970

事業概要
児童虐待の未然防止や早期発見のため、相談体制の整備を図るとともに、関係する機関と
の連携を強化します。

資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 26262626 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

19,752 23,427 23,427

事業概要

配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入
所させて、その方々の自立のために生活を支援します。また、経済的な理由などにより入院
助産を受けることができない妊婦の方に、健全な出産を行うことができるよう出産費用を援
助します。

子どもを取り巻く環境づくり

7,970

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

事業期間

事業期間

事　　業　　名 担　当　課

子育て支援課母子生活支援施設措置に要する経費

300 300

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額

子育て支援課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部

放課後児童クラブ施設整備に要する経費
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 22222222 PPPP

子どもを取り巻く環境づくり 44,087 48,864 51,903

事業概要
義務教育の円滑な実施に資するため、火災等による被災生徒、経済的な理由により就学困
難な生徒、遠距離通学をする生徒及び特別支援学級に在籍する生徒等の保護者に対し必
要な援助を行います。

－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
4 - 1 - 4

就学援助奨励に要する経費 学校教育課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 21212121 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

子どもを取り巻く環境づくり 30,501 34,777 36,228

事業概要
義務教育の円滑な実施に資するため、火災等による被災児童、経済的な理由により就学困
難な児童、遠距離通学をする児童及び特別支援学級に在籍する児童等の保護者に対し必
要な援助を行います。

－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
4 - 1 - 4

就学援助奨励に要する経費 学校教育課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 28282828 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

子どもを取り巻く環境づくり 14,413 14,694 19,834

事業概要
母子家庭および父子家庭ならびに寡婦に対し、身上相談に応じ、その自立に必要な助言等
を行います。

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

4 - 1 - 4
－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

事　　業　　名 担　当　課

母子福祉事務に要する経費 子育て支援課
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（単位：千円）

（単位：千円）

事業概要
私立幼稚園の設置者に対し、当該幼稚園の就園児童の保護者の所得と前年の扶養親族数
に応じた就園奨励費を交付することにより、公・私立幼稚園間における保護者負担の是正を
図り、幼稚園教育を推進します。

4

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

61,531幼児教育の充実 73,076 61,746

計画体系による位置づけ

4 - 2 - 1

17,864

安心して子どもを預けられる環境整備を促進するため、平成２８年度から開始した預かり保
育を実施する公立幼稚園を２園から４園へ拡充します。

－－－－

２９年度予算額

幼児教育の充実

資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 24242424

学校教育課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会

預かり保育に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

19191919

PPPP

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

学校教育課

事　　業　　名

私立幼稚園就園奨励に要する経費

事業期間

1- 2 -
２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

事業期間

26,637 26,637

継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充）

３０年度計画額 ３１年度計画額
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（単位：千円）

20202020

事業概要
スクールソーシャルワーカーを配置し、教職員、児童生徒及びその保護者を対象に指導助
言等を行うとともに、関係機関と連携し、家庭環境等への働きかけを行うことにより、いじめ
や不登校等の生徒指導上の諸問題の解消に取り組みます。

4

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 継続継続継続継続

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

1,565 1,565

PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

学校教育課

事　　業　　名

スクールソーシャルワーカー活用に要する経費

事業期間

1,565学校教育の充実

2- 2 -
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

事業概要
文化的背景を異にする人々の共生社会の構築を推進するため、多文化共生事業を別府イ
ンターナショナルプラザに運営委託することで、市民を巻き込んだ、よりきめ細やかな事業
を展開します。

4

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充）
- 2 -

4 - 2 - 3

計画体系による位置づけ

4 - 2 - 3

71,631

小学校における給食の円滑な実施と準要保護児童に対する給食費の援助を行います。

－－－－

２９年度予算額

特性をいかした人材育成の推進

事業概要

３０年度計画額 ３１年度計画額

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 51515151

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

事業期間

－－－－

事　　業　　名 担　当　課

スポーツ健康課中学校の給食に要する経費

計画体系による位置づけ

スポーツ健康課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部

小学校の給食に要する経費

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

文化国際課

事　　業　　名

多文化共生に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

11,580特性をいかした人材育成の推進

3

資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 52525252 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

36,063 38,967 40,920

事業概要 経済的理由により就学困難な生徒に対して、給食費を扶助します。

特性をいかした人材育成の推進

16161616

PPPP

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

11,580 11,580

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

事業期間

74,822 76,807

継続継続継続継続
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（単位：千円）

18181818

事業概要
特別な支援を必要とする園児・児童・生徒に対し、幼稚園・小中学校に教員補助者を配置
し、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な支援を行い、個々の学習や学校生活を保障し
ます。

4

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 継続継続継続継続

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

58,307 58,307

PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

学校教育課

事　　業　　名

学校いきいきプランに要する経費

事業期間

58,307特別支援教育の推進

4- 2 -
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

教育政策課

事業期間

事業期間

－－－－

事　　業　　名 担　当　課

小学校の空調整備に要する経費

91,808 118,198

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額

計画体系による位置づけ

4 - 2 - 5

計画体系による位置づけ

4 - 2 - 5

100,029

事業概要 快適な教育環境整備のため、小学校にエアコンを設置します。

教育環境の整備

- 2 -

4444

PPPP

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

173,075 0

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充）

－－－－

２９年度予算額

教育環境の整備

２９年度予算額 ３０年度計画額

担　当　課

H24 - H29H24 - H29H24 - H29H24 - H29

計画体系による位置づけ

教育政策課

事　　業　　名

高校の統合に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

0教育環境の整備

54

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

事業概要
市立別府商業高等学校、県立別府青山高等学校、県立別府羽室台高等学校の３校を統合
することに伴い、活用予定のない校舎等を解体し、用地整備を行います。

（小学校のエアコン整備事業）

３１年度計画額

資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 6666

教育政策課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会

小学校の施設整備に要する経費

資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 6666 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

58,059 99,529

125,441

学校建物の補修・改修を行い、児童の安全を確保します。
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

教育政策課

中学校の施設整備に要する経費 教育政策課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

事　　業　　名 担　当　課

教育環境の整備 53,088 68,645 55,029

事業概要 学校建物の補修・改修を行い、生徒の安全を確保します。

－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
4 - 2 - 5

中学校の統合に要する経費 教育政策課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 8888 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

教育環境の整備 106,928 176,975 544,693

事業概要
浜脇中学校と山の手中学校の統合に向け、新校舎や屋内運動場等の教育環境の整備充
実を図っていきます。

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 継続継続継続継続 H27 - H32H27 - H32H27 - H32H27 - H32

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
4 - 2 - 5

中学校の空調整備に要する経費

（中学校のエアコン整備事業）

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 9999 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

教育環境の整備 76,004 76,304 76,804

事業概要 平成２８年度に設置したエアコンにより快適な学習環境を確保します。

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
4 - 2 - 5

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 9999 PPPP
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（単位：千円）

（単位：千円）

教育政策課

幼稚園の施設整備に要する経費 教育政策課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

事　　業　　名 担　当　課

教育環境の整備 10,180 10,180 10,180

事業概要 幼稚園建物の補修・改修を行い、園児の安全を確保します。

－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
4 - 2 - 5

幼稚園の空調整備に要する経費

（幼稚園のエアコン整備事業）

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 11111111 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充） －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
4 - 2 - 5

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 12121212 PPPP

教育環境の整備 8,251 5,429 5,679

事業概要 快適な教育環境整備のため、幼稚園にエアコンを設置します。
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（単位：千円）

（単位：千円）

事業概要
人権同和対策に関する協議会の推進及び審議会の運営。行政と連携して同和問題をはじ
めあらゆる人権課題の解消を目的に活動する団体の支援を実施します。

4

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

9,681人権尊重のまちづくり 9,681 9,681

計画体系による位置づけ

4 - 3 - 1

2,650

人権が尊重されるまちづくりの中核施設として、多くの市民の人権学習の場としてさまざま
な事業に取り組みます。

－－－－

２９年度予算額

人権尊重のまちづくり

資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部 12121212

人権同和教育啓発課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部資料　２－５　　　生活環境部

人権啓発センター管理運営に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

10101010

PPPP

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

人権同和教育啓発課

事　　業　　名

人権同和対策に要する経費

事業期間

1- 3 -
２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

事業期間

2,650 2,650

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額
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（単位：千円）

（単位：千円）

事業概要

男女共同参画推進条例及び第２次男女共同参画プラン（行動計画書）に基づき、行政・事
業者・市民の責務を明確化し、それぞれの立場での男女共同参画社会の形成の推進を働
きかけます。あわせて、男女共同参画社会の実現に向け、男女共同参画センターを拠点と
し、研修や講座等を展開します。

4

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

6,074男女共同参画社会の実現 6,074 6,074

計画体系による位置づけ

4 - 3 - 2

10,346

男女共同参画推進条例及び第２次男女共同参画プラン（行動計画書）に基づき、本市にお
ける男女共同参画社会の形成の推進に関する取組を支援するため、男女共同参画セン
ターを拠点施設として、管理運営を行います。

－－－－

２９年度予算額

男女共同参画社会の実現

資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室 8888

自治振興課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室

男女共同参画センター管理に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

7777

PPPP

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

自治振興課

事　　業　　名

男女共同参画に要する経費

事業期間

2- 3 -
２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

事業期間

10,346 10,346

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

※　H30年度以降の事業方針等が決定後、事業費を実施計画に登載します。

4

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

計画体系による位置づけ

4 - 3 - 3

計画体系による位置づけ

4 - 3 - 3

8,479

地域住民の生涯学習拠点である地区公民館の施設整備を行い利用者に少しでも快適に使
用してもらうことで、生涯学習意欲の高揚、生活文化の向上を目指します。

－－－－

２９年度予算額

生涯学習の充実

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 27272727 PPPP

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 継続継続継続継続 －－－－

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

社会教育課

事　　業　　名

町内公民館活動に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

9,812生涯学習の充実

3- 3 -

26262626

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

6,047

事業概要 生涯学習の一翼を担う町内公民館活動の振興を図り、地域の活性化を目指します。

資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 34343434 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

439 ※ ※

事業概要
平成２８年度に策定された基本構想を基に、次のスキームに進むための調査・研究を実施
します。

生涯学習の充実

6,856

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

事業期間

事業期間

事　　業　　名 担　当　課

社会教育課図書館・美術館一体的整備に要する経費

8,479 8,479

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額

社会教育課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会

地区公民館施設整備に要する経費
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（単位：千円）

（単位：千円）

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 38383838 PPPP

生涯学習の充実 1,571 1,571 1,571

事業概要
地域住民によるボランティアによって、学校支援並びに公民館子ども教室を実施し、地域教
育力の活性化を図ります。

－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
4 - 3 - 3

地域教育力活性化に要する経費 社会教育課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 35353535 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

生涯学習の充実 5,252 5,252 5,252

事業概要
子どもから高齢者まで人生各期において必要課題や今日的な課題解決に向けた学習機会
を総合的に行います。

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

4 - 3 - 3
－－－－ 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

事　　業　　名 担　当　課

社会教育活動に要する経費 社会教育課
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（単位：千円）

（単位：千円）

事業期間

47,337 31,565

新規新規新規新規

３０年度計画額 ３１年度計画額

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

社会教育課

事　　業　　名

別府学創生に要する経費

事業期間

4- 3 -
２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 42424242

社会教育課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会

実相寺古墳群整備に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

39393939

PPPP

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生

95,284

国の史跡として追加指定を受けた実相寺古墳群の用地取得や啓発事業を実施し、その保
全・活用を図ります。

－－－－

２９年度予算額

歴史的・文化的財産の保存と活用

計画体系による位置づけ

4 - 3 - 4

事業概要
小中学校で利用する「別府学」の学習教材の修正増刷と油屋熊八翁の遺した功績の映像化
を実施します。

4

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 継続継続継続継続

2,401歴史的・文化的財産の保存と活用 17,305 2,401
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（単位：千円）

（単位：千円）

※　H30年度の事業方針等が決定後、事業費を実施計画に登載します。

文化国際課

文化国際課

35,000

PPPP

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

事　　業　　名

文化振興に要する経費

事業期間

5- 3 -
２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

事業概要 芸術があふれるまちづくりを目指し、別府市現代芸術フェスティバルの開催を支援します。

（別府現代芸術フェスティバル開催支援事業）

事　　業　　名 担　当　課

4

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 継続継続継続継続

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部

20,000芸術・文化活動の振興

18181818

20,000

文化振興に要する経費

（国民文化祭別府市実行委員会設立・運営事業）

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

4 - 3 - 5
まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 新規新規新規新規 H29 - H30H29 - H30H29 - H30H29 - H30

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部 18181818 PPPP

芸術・文化活動の振興 1,000 ※ 0

事業概要
第３３回国民文化祭・おおいた２０１８、第１８回全国障害者芸術・文化祭において別府市の
主催事業の企画、準備及び実施するため実行委員会を設置します。
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

事業期間

事業期間

－－－－

事　　業　　名 担　当　課

体育振興に要する経費

77,817 198,237

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額

－－－－

２９年度予算額

スポーツの振興

計画体系による位置づけ

- 3 -

19191919

PPPP

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

13,232 21,570

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 49494949 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

1,500 1,500 1,500

事業概要
東京オリンピック・パラリンピックに向け、別府市出身選手の育成と市民の開催機運の醸成
を図ります。

スポーツの振興

スポーツ健康課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部

体育施設整備に要する経費

担　当　課

H28 - H32H28 - H32H28 - H32H28 - H32

計画体系による位置づけ

文化国際課

事　　業　　名

国際スポーツ大会事前キャンプ等の誘致に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

77,158スポーツの振興

6

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 48484848

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生 新規新規新規新規

スポーツ健康課

4 - 3 - 6

事業概要
ラグビーワールドカップやオリンピック・パラリンピックの事前キャンプ地の実現に向け、誘致
活動を行います。

（体育・スポーツ振興協定事業）

4

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生 継続継続継続継続

計画体系による位置づけ

4 - 3 - 6

51,951

市内の各市営の体育施設改修により、安心かつ快適に利用できる施設を提供します。
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ あらゆる個人や団体がお互いに連携協力し、本市の資源を最大限にいかすための戦略が

立てられ、戦略を推進する機能を持つ組織が活動している。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 元気なべっぷ発信（ありがとう事業）に要する経費 観光課

基本目標5：観光資源を活かした多様な交流と産業が育ち、まちに活気があ

る

重点目標 5-1【観光・交流】観光資源の新たな活用と展開により、たくさんの観光

客が訪れている

5-1-1 観光筋力の強化と推進体制の整備

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
国 内 観光 客の 平均単価
（宿泊客）

未来共創戦略（ｐ２０） 27,163円27,163円27,163円27,163円 26,169円26,169円26,169円26,169円 27,163円27,163円27,163円27,163円

2
国 内 観光 客の 平均単価
（日帰り客）

未来共創戦略（ｐ２０） 5,815円5,815円5,815円5,815円 5,436円5,436円5,436円5,436円 6,661円6,661円6,661円6,661円

3
外国人観光客の平均単価
（宿泊客）

未来共創戦略（ｐ２０） 20,948円20,948円20,948円20,948円 12,748円12,748円12,748円12,748円 22,078円22,078円22,078円22,078円

4
外国人観光客の平均単価
（日帰り客）

未来共創戦略（ｐ２０） 7,630円7,630円7,630円7,630円 3,901円3,901円3,901円3,901円 10,167円10,167円10,167円10,167円

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 世界のどのような人々が訪れても、安心と満足が得られる滞在ができている。

　・ 市民、事業者などが市民憲章に定める「お客さまをあたたかく迎え」る意識を持ち、行動

している。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 観光情報推進に要する経費 観光課

 観光客誘致・受入に要する経費 観光課

 インバウンドに要する経費 観光課

 障害福祉関係補助金 障害福祉課

 （ユニバーサルツーリズム支援事業）

 大規模建築物耐震診断・耐震改修等に要する経費 建築指導課

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 限りある温泉資源が大切に保護・活用され、将来にわたり、市民や訪れる人誰もが温泉が

もたらす多様な恵みを享受している。

　・ 本市独自の新たな温泉の魅力が生まれ、国内外から多くの観光客が訪れ、にぎわっている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 市営温泉に要する経費 温泉課

 温泉維持補修に要する経費 温泉課

 温泉総合整備に要する経費 温泉課

5-1-2 観光客受入環境の整備・充実

5-1-3 温泉の保護と活用

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1 国内観光客入込客数 未来共創戦略（ｐ１８） 7,829千人7,829千人7,829千人7,829千人 8,359千人8,359千人8,359千人8,359千人 8,036千人8,036千人8,036千人8,036千人

2 外国人観光客数 未来共創戦略（ｐ１８） 336千人336千人336千人336千人 437千人437千人437千人437千人 420千人420千人420千人420千人

3 宿泊観光客数 未来共創戦略（ｐ１８） 2,416千人2,416千人2,416千人2,416千人 2,557千人2,557千人2,557千人2,557千人 2,530千人2,530千人2,530千人2,530千人

4
「赤ちゃんの駅」登録施設
数

未来共創戦略（ｐ３０） 23箇所23箇所23箇所23箇所 26箇所26箇所26箇所26箇所 30箇所30箇所30箇所30箇所

5
大分バリアフリーマップの
登録数

未来共創戦略（ｐ３０） 463件463件463件463件 463件463件463件463件 600件600件600件600件

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
湯治をいかした新た な観
光コンテンツ数

未来共創戦略（ｐ２２） ―――― ―――― 1件1件1件1件

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 国際会議、スポーツキャンプ、企業研修やイベント等、既存施設を活用したＭＩＣＥ開催地と

しての認知度が高まっており、新たな観光需要が生まれている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 誘客宣伝に要する経費 観光課

 （別府ＯＮＳＥＮアカデミア開催事業）

 市民ホールに要する経費 観光課

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 地域活動を通じて、外国人に対する理解が浸透し、日常的に外国人との交流が深まると

ともに、国際的な人材が育成されている。

　・ 訪れた人が本市のまちや人に魅了され、長期滞在や移住につながっている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 国際交流に要する経費 文化国際課

 （国際交流推進事業）

 外国人留学生に要する経費 文化国際課

 移住者居住支援に要する経費 建築指導課

5-1-4 MICE誘致の推進

5-1-5 交流・移住・定住の促進

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
全国規模のスポーツ大会
の年間開催数

未来共創戦略（ｐ２２） 26件26件26件26件 26件26件26件26件 31件31件31件31件

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
移住・定住に関する問合
せ件数

未来共創戦略（ｐ２３） 21件21件21件21件 207件207件207件207件 300件300件300件300件

2
空き家バンクの成約数（累
計）

未来共創戦略（ｐ２３） ―――― ―――― 20件20件20件20件

3 お試し移住の参加者数 未来共創戦略（ｐ２３） ―――― ―――― 30人30人30人30人

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 市内の企業・大学・行政・地域の連携と協働の架け橋となる産業連携・協働プラットフォーム

が構築され、産業活性化の推進の軸となり、産業イノベーションの支援・起業支援・ＤＭＯ 

機能の拡充・大学との連携などを行っている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 ４『Ｂ』ｉ地域産業イノベーション推進に要する経費 ＤＭＯ準備室

 B-biz LINKに要する経費 ＤＭＯ準備室

 ICT等を活用した観光産業の生産性向上に要する経費 ＤＭＯ準備室

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 本市の玄関口として中心市街地の魅力が再生され、多くの人たちが訪れにぎわっている。

　・ 地域に密着したサービスと伝統的工芸品の価値を提供することにより、市民は身近な地域

で買い物を楽しみ、観光客は別府文化の味わいを実感している。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 おおいたＡＳＥＡＮ交流促進に要する経費 文化国際課

 企業誘致推進に要する経費 産業政策課

 （オフィス系企業誘致促進事業）

 商店街活性化に要する経費 産業政策課

 別府竹細工新製品開発に要する経費 産業政策課

 竹産業のイノベーションに要する経費 産業政策課

重点目標 5-2【産業・就労】産業が育ち、多様な働く場と働きやすい環境が整って

いる

5-2-1 産業活性化基盤の整備

5-2-2 商工業の振興

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
Ｂ－ｂｉｚ ＬＩＮＫによる実施
事業の件数（５年間累計）

未来共創戦略（ｐ１３） ―――― ―――― 10件10件10件10件

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
竹細工製作者数（組合員
数）

未来共創戦略（ｐ１６） 53人53人53人53人 57人57人57人57人 60人60人60人60人

2
「竹の教室」参加者数（５
年間累計）

未来共創戦略（ｐ１６） 173人173人173人173人 188人188人188人188人 180人180人180人180人

3
政府関係機関等の移転誘
致に関する交渉件数

未来共創戦略（ｐ１５） ―――― 1件1件1件1件 1件1件1件1件

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 魅力ある農林水産業が展開され地域産業として活性化しており、新たな担い手が育っている。

　・ 温泉熱を利用するなどの地域の特色をいかした生産方法に取り組むとともに、地元で採れ

た安全でおいしく付加価値の高い農林水産物や加工品が市民や観光客に提供できるよう、

生産者の「顔の見える」農林水産業が展開されている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 有害鳥獣被害防止に要する経費 農林水産課

 市街地周辺多面的機能保全活動支援に要する経費 農林水産課

 ザボンブランド化・販路開拓事業に要する経費 農林水産課

 県施行負担金 農林水産課

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 今ある資源を磨き、様々な分野でいかすことで、新たな産業が創出されている。

　・ 産業連携・協働プラットフォームを活用し、「まち」で様々な「ひと」が自分のやりたい「しごと」

に携わることができている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 創業支援に要する経費 産業政策課

5-2-3 農林水産業の活性化

5-2-4 新産業の創出と起業支援

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1 耕地面積 現状維持 356ha356ha356ha356ha 353ha353ha353ha353ha 356ha356ha356ha356ha

2 漁獲量 現状維持 550t550t550t550t 526t526t526t526t 550t550t550t550t

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1 起業件数・創業件数
別府市創業支援事業
計画 ―――― 12件12件12件12件 30件30件30件30件

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 多様な職種や就業形態が身近な地域で提供されており、女性、高齢者、障がい者などの

あらゆる人がその能力と適性に応じた「しごと」を選ぶことができている。

　・ あらゆる人が働きやすい職場環境が提供され、安心して働いている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 就労対策等に要する経費 産業政策課

 介護人材確保・育成支援に要する経費 高齢者福祉課

5-2-5 働く場の確保と職場環境の整備

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1 女性の新規従業者数 未来共創戦略（ｐ１７） ―――― ――――
250人250人250人250人
（（（（累計累計累計累計））））

指標 目標設定の根拠
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（単位：千円）

6666

事業概要
震災時に本市に寄せられた支援に対し、感謝の意を伝える動画作成や別府の温泉の宅配
などのありがとう事業を実施します。

5

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 新規新規新規新規

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

21,000 0

PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部

担　当　課

H29H29H29H29

計画体系による位置づけ

観光課

事　　業　　名

元気なべっぷ発信（ありがとう事業）に要する経費

事業期間

0
観光筋力の強化と
推進体制の整備

1- 1 -
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

観光課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部

観光客誘致・受入に要する経費

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

事業期間

事業期間

事　　業　　名 担　当　課

観光課インバウンドに要する経費

168,914 168,914

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部 5555 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

13,990 8,836 8,836

事業概要

外国人観光客向けの周遊券発行や外国人がストレスなく立ち寄れる飲食店マップ・温泉施
設マップ作成など満足度アップ事業を新たに実施するとともに、海外の国際観光展への参
加、現地旅行エージェントへのセールス活動、海外メディアへのＰＲなどインバウンド誘致を
推進します。

観光客受入環境の整備・充実

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

観光課

事　　業　　名

観光情報推進に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

38,731観光客受入環境の整備・充実

2- 1 -

3333

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

38,731

事業概要
別府駅観光案内所や鉄輪地区観光案内所の運営に対する助成を行い、観光情報を積極的
に発信するとともに、外国人観光客の受入環境の整備・強化に取り組みます。

38,731

PPPP

２９年度予算額

観光客受入環境の整備・充実

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部 4444 PPPP

しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生 継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充） －－－－

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

5

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生 継続継続継続継続

計画体系による位置づけ

5 - 1 - 2

計画体系による位置づけ

5 - 1 - 2

171,586

全国各地への観光宣伝、各種イベントの開催等を官民一体となって積極的に取り組むこと
により、観光客を誘致することを目的とします。

－－－－
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（単位：千円）

（単位：千円）

障害福祉課

事　　業　　名 担　当　課

障害者福祉関係補助金

観光客受入環境の整備・充実 12,000 20,000 0

事業概要
障がいがある人も安心して旅行ができるよう宿泊施設のバリアフリールームへの改修費に
対して助成を行います。

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

5 - 1 - 2
しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生 継続継続継続継続 H28 - H30H28 - H30H28 - H30H28 - H30

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 15151515 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

（ユニバーサルツーリズム支援事業）

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 29292929 PPPP

観光客受入環境の整備・充実 440,488 435,883 0

事業概要
一定規模以上の旅館・ホテルなどの特定建築物の耐震化とユニバーサルツーリズムを推進
するため、中小企業の旅館・ホテルの耐震改修費に対して補助率を嵩上し助成します。

しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生 継続継続継続継続 H26 - H30H26 - H30H26 - H30H26 - H30

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
5 - 1 - 2

大規模建築物耐震診断・耐震改修等に要する経費 建築指導課
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

事業概要
市内17カ所の市営温泉を清潔で衛生的な公衆浴場として維持管理していきます。各市営
温泉は地域の特性を考慮しながら、市民や観光客のコミュニティの場として、地域に密着し
た施設を目指します。

5

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続
- 1 -

5 - 1 - 3

計画体系による位置づけ

5 - 1 - 3

104,540

市営温泉の設備改善や市有泉源及び給湯管の維持補修を行い、安全・安心に利用できる
温泉施設の提供と温泉給湯の安定供給に努めます。

－－－－

２９年度予算額

温泉の保護と活用

事業概要

３０年度計画額 ３１年度計画額

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部 13131313

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

事業期間

－－－－

事　　業　　名 担　当　課

温泉課温泉総合整備に要する経費

計画体系による位置づけ

温泉課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部

温泉維持補修に要する経費

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

温泉課

事　　業　　名

市営温泉に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

192,214温泉の保護と活用

3

資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部 13131313 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

26,136 44,695 8,981

事業概要
別府市が所有する市内給湯管の計画的な布設替えや中央監視システムの再整備を行い、
安定的な温泉の供給に努めます。

温泉の保護と活用

11111111

PPPP

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

192,745 192,414

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

事業期間

102,337 83,961

継続継続継続継続

- 84 -



（単位：千円）

（単位：千円）

事業概要
温泉の独創性・可能性を別府から世界に向けて発信し、温泉文化をさらに発展させるため、
別府ＯＮＳＥＮアカデミアを開催します。

（別府ＯＮＳＥＮアカデミア開催事業）

5

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生 継続継続継続継続

15,000MICE誘致の推進 15,000 15,000

観光課

計画体系による位置づけ

5 - 1 - 4

212,205

国際・国内間地域間の相互理解の増進並びに宿泊観光客の増加等による地域経済の活性
化及び芸術文化の向上を目的とします。

－－－－

２９年度予算額

MICE誘致の推進

資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部 8888

観光課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部

市民ホールに要する経費

事　　業　　名 担　当　課

5555

PPPP

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

事　　業　　名

誘客宣伝に要する経費

事業期間

4- 1 -
２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

事業期間

329,206 334,066

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

15151515

PPPP

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

6,002 2,861

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生

事業期間

2,645 2,645

継続継続継続継続

資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部資料　２－７　　　建設部 30303030 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

3,000 3,000 3,000

事業概要 移住促進に向けて、移住者が居住する空き家の改修費に対して助成を行います。

交流・移住・定住の促進

文化国際課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部

外国人留学生に要する経費

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

事　　業　　名

国際交流に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

4,099交流・移住・定住の促進

5

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部 16161616

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生 継続継続継続継続

事業期間

－－－－

事　　業　　名 担　当　課

建築指導課移住者居住支援に要する経費

計画体系による位置づけ

2,645

市民と留学生の交流機会を創出し、本市の国際化を促進するため、地域活動に積極的な
留学生の活動を支援します。

－－－－

２９年度予算額

交流・移住・定住の促進

事業概要

３０年度計画額 ３１年度計画額

計画体系による位置づけ

5 - 1 - 5

5 - 1 - 5

事業概要 諸外国と別府市の青少年スポーツ交流事業などのグローバル化と国際交流を推進します。

（国際交流推進事業）

5

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充）
- 1 -

文化国際課
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

事業概要
「稼ぐ力」を新たに生み出し強化するため、日本を代表するセレクトショップである株式会社
ビームスと連携し、新たな「ひと・もの・しごと」づくりを支援します。

5

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生 継続継続継続継続
- 2 -

5 - 2 - 1

計画体系による位置づけ

5 - 2 - 1

33,000

産業連携・協働プラットフォームを設立し、企業・大学・行政・地域が連携・協働し、別府一丸
となって各種産業の起業支援や人材育成など”Ｂｅｐｐｕ”の活性化に取り組みます。

－－－－

２９年度予算額

産業活性化基盤の整備

事業概要

３０年度計画額 ３１年度計画額

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部 21212121

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生 継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充）

事業期間

H28 - H30H28 - H30H28 - H30H28 - H30

事　　業　　名 担　当　課

ＤＭＯ準備室ＩＣＴ等を活用した観光産業生産性向上に要する経費

計画体系による位置づけ

ＤＭＯ準備室

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部

Ｂ－ｂｉｚＬＩＮＫに要する経費

担　当　課

H28 - H30H28 - H30H28 - H30H28 - H30

計画体系による位置づけ

ＤＭＯ準備室

事　　業　　名

４『Ｂ』i地域産業イノベーション推進に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

15,000産業活性化基盤の整備

1

資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部 22222222 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

39,000 27,300 0

事業概要
訪日外国人旅行者の受入環境整備や観光産業の生産性向上を図るため、地方創生推進
交付金を活用して観光のＩＣＴ化を推進します。

産業活性化基盤の整備

20202020

PPPP

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

30,000 15,000

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生

事業期間

33,000 33,000

新規新規新規新規
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

産業政策課

計画体系による位置づけ

5 - 2 - 2

計画体系による位置づけ

5 - 2 - 2

産業政策課商店街活性化に要する経費

14,750

雇用の創出や拡大、産業集積による経済の活性化を図るため、市内での企業立地を促進
する助成制度を創設し、企業誘致を推進します。

－－－－

２９年度予算額

商工業の振興

事業概要

３０年度計画額 ３１年度計画額

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

文化国際課

事　　業　　名

おおいたＡＳＥＡＮ交流促進に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

2,878商工業の振興

2

事業概要
ＡＳＥＡＮとの交流機運の醸成に向けたシンポジウムの開催や国際交流団体などと連携し
たホームビジットの実施などＡＳＥＡＮとの交流推進事業を実施します。

5

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生 新規新規新規新規
- 2 -

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

11,145 11,145 11,145

事業概要
地域の核となる市内各地の商店街の活性化を図ることにより、別府市全体の活性化につな
がることを目的とします。

商工業の振興

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部

企業誘致推進に要する経費

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部 3333

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

事業期間

－－－－

事　　業　　名 担　当　課

（オフィス系企業誘致促進事業）

17171717

PPPP

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

2,878 2,878

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生

事業期間

14,750 14,750

新規新規新規新規

資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部 9999 PPPP
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（単位：千円）

（単位：千円）

事　　業　　名 担　当　課

別府竹細工新製品開発に要する経費 産業政策課

商工業の振興 2,500 2,500 2,500

事業概要
伝統工芸技術を活用した新たな価値の創出するため、別府竹細工の職人と異業種のアド
バイザーを連携させた新たな商品開発を支援します。

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

5 - 2 - 2
しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

竹産業のイノベーションに要する経費 産業政策課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部 10101010 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
5 - 2 - 2

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部 11111111 PPPP

商工業の振興 7,021 2,093 2,093

事業概要
平成２８年度から設置した竹産業・ものづくりイノベーション協議会で別府市の竹産業の革新
を目指し、担い手の人材育成、製品の認知度向上などに取り組みます。
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

5

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

計画体系による位置づけ

5 - 2 - 3

計画体系による位置づけ

5 - 2 - 3

1,218

耕作地の維持を図るため、内竃、大所の協定農地に対し、農業用施設の改修や地域文化
の振興の助成を行います。

－－－－

２９年度予算額

農林水産業の活性化

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部 23232323 PPPP

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 継続継続継続継続 －－－－

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

農林水産課

事　　業　　名

有害鳥獣被害防止に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

18,777農林水産業の活性化

3- 2 -

16161616

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

18,777

事業概要
農林作物への有害鳥獣被害を軽減するため、防護柵や防護ネット等の設置や、狩猟による
捕獲の推進を行います。

資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部 24242424 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

1,941 1,941 1,941

事業概要
特産品をブランド化するため、市営ザボン園で発生した規格外品を使用した商品の販路を
拡大して、ブランド化を図ります。

農林水産業の活性化

18,777

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

事業期間

事業期間

事　　業　　名 担　当　課

農林水産課ザボンブランド化・販路開拓事業に要する経費

1,218 1,218

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額

農林水産課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部

市街地周辺多面的機能保全活動支援に要する経費
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（単位：千円）

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部 30303030 PPPP

農林水産業の活性化 5,000 2,000 0

事業概要
漁獲可能資源の増加、漁業外産業の促進及び自然環境の保全、漁場改善及び漁業生産
力の回復を図ります。　また、漁港施設の長寿命化及び更新コストの平準化・縮減を図りま
す。

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

5 - 2 - 3
－－－－ 継続継続継続継続 H29 - H30H29 - H30H29 - H30H29 - H30

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

事　　業　　名 担　当　課

県施行負担金 農林水産課
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（単位：千円）

10101010

事業概要
市内での創業による新たなビジネスや雇用を促進するため、起業に係る経費に対して助成
を行います。

5

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生 継続継続継続継続

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

6,000 6,000

PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

産業政策課

事　　業　　名

創業支援に要する経費

事業期間

6,000新産業の創出と起業支援

4- 2 -
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（単位：千円）

（単位：千円）

事業期間

1,508 1,508

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

産業政策課

事　　業　　名

就労対策等に要する経費

事業期間

5- 2 -
２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部資料　２－６　　　福祉保健部 41414141

高齢者福祉課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部

介護人材確保・育成支援に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

6666

PPPP

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

1,508

介護福祉士の養成校に委託し、市内の中学校に本事業の趣旨と概要を知らせ、協力してい
ただける学校を募り、養成校の先生が各学校を訪問し、授業を行います。また、介護福祉士
の養成校に委託し、介護職に携わっている方を対象に、介護の知識と技術の両面をもった
研修を行います。

－－－－

２９年度予算額

働く場の確保と職場環境の整備

計画体系による位置づけ

5 - 2 - 5

事業概要
若年者に対し総合的な就労支援を行う窓口を設置するとともに関係団体等に補助金等を交
付し、安定した雇用の確保、豊かな地域社会の実現に寄与します。

5

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

5,210働く場の確保と職場環境の整備 5,210 5,210
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 日常的に市民の防災・防犯意識が高まり、「自助」、「共助」、「公助」意識が醸成され、

災害時の被害や犯罪の発生が抑制されている。

　・ 観光客、外国人、障がい者、高齢者を始めあらゆる人々が災害、事故、犯罪などの被害を

受けることなく、安心して、生活し、滞在することができている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 JR別府駅耐震化に要する経費 総合政策課

 地域防災に要する経費 防災危機管理課

 （自主防災連携活動事業）

 地域防災に要する経費 防災危機管理課

 （業務継続計画策定事業）

 地域防災に要する経費 防災危機管理課

 （災害情報共有システム導入事業）

 地域防災に要する経費 防災危機管理課

 （職員参集システム・災害用携帯電話導入事業）

 地震津波等被害防止対策に要する経費 防災危機管理課

基本目標6：市民全体の活動が活発で、市民と行政の協働のまちづくりが行

われている

重点目標 6-1【安全】災害等に備え、地域での助けあい、つながりの中で市民の安

全が守られている

6-1-1 防災・防犯体制の充実

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1 防災訓練の参加者数 未来共創戦略（ｐ３３） 5,341人5,341人5,341人5,341人 6,081人6,081人6,081人6,081人 6,000人6,000人6,000人6,000人

2
外国人留学生の防災訓練
参加者数

未来共創戦略（ｐ３３） 43人43人43人43人 45人45人45人45人 52人52人52人52人

3 防災士の数

各自治会の人口に応じて
必要な防災士数（内女性1
名以上）を定め養成
・1,000人以下：2人
・1,001人～2,000人：3人
・2,000人以上：4人

240人240人240人240人 271人271人271人271人 343人343人343人343人

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 市民との連携による消防・救急体制が整っており、災害や事故等から市民の生命や財産が

守られている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 施設維持管理に要する経費 消防本部

 消防装備に要する経費 消防本部

 消防水利整備に要する経費 消防本部

 消防署亀川出張所建替に要する経費 消防本部

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 市民のまちづくりへの参加意識が高まり、地域の個性をいかしたまちづくりに市民が主体的に

取り組んでいる。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 公民連携事業に要する経費 公民連携課

重点目標 6-2【協働のまちづくり】市民のまちへの関心が高まり、市民が主体のま

ちづくりが実践されている

6-2-1 協働のまちづくり活動の推進

6-1-2 消防・救急体制の充実

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1 救命講習受講者数 現状維持 3,551人3,551人3,551人3,551人 4,647人4,647人4,647人4,647人 3,551人3,551人3,551人3,551人

2 出火率 出火率の減少を目指す

3.28件/1万人3.28件/1万人3.28件/1万人3.28件/1万人
（（（（平22年平22年平22年平22年～～～～平平平平
26年平均26年平均26年平均26年平均））））

3.3件3.3件3.3件3.3件
3.2件/1万人3.2件/1万人3.2件/1万人3.2件/1万人
（（（（平27年平27年平27年平27年～～～～平平平平
31年平均31年平均31年平均31年平均））））

3
消防水利充足率
（適合数／必要数）

新設消火栓を年間2基増、
耐震性防火水槽を隔年で
4基増（956/1,159基）

82.49%82.49%82.49%82.49% 81.02%81.02%81.02%81.02% 82.5%82.5%82.5%82.5%

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1 中間支援人材数 別府市協働指針 0人0人0人0人 0人0人0人0人 5人5人5人5人

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 日常的な地域コミュニティ活動を通じて地域住民同士のコミュニケーションが図られ、互いに

助けあいながら、地域の課題を地域で解決している。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 協働事業推進に要する経費 自治振興課

 （ひとまもり自治区形成事業補助金）

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 日本有数の「大学のまち・別府」、日本有数の「留学生のまち・別府」の旗を更に高く掲げ

ている。

　・ 大学等教育機関及び学生と市、各地域及び市内の各種団体が連携し、地域における各種

課題の解決に向け、お互いの役割を理解し、協力しあいながら、「協働」に取り組んでいる。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 就労対策等に要する経費 産業政策課

 （別府温泉コンシェルジュ人材育成支援事業）

6-2-2 地域コミュニティ活動の推進

6-2-3 大学等教育機関との連携の推進

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
伝統的なまつりの復興等
に関する取組件数

未来共創戦略（ｐ３３） ―――― 1件1件1件1件 3件3件3件3件

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
別府ｉＢリーグの図書館共
通カードの発行枚数

未来共創戦略（ｐ１４） ―――― ―――― 12,800枚12,800枚12,800枚12,800枚

2
別府ｉＢリーグ参加校の学
生が市内企業に就職した
人数

未来共創戦略（ｐ１４） ―――― ――――
調査結果調査結果調査結果調査結果をををを踏踏踏踏まままま
ええええ設定設定設定設定

3
別府ｉＢリーグ参加校が開
催した市民向け講座の受
講者数

未来共創戦略（ｐ１４） ―――― ―――― 4,800人4,800人4,800人4,800人

指標 目標設定の根拠
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

事業概要
南海トラフ地震に備え、利用者の安全を確保するため、JR九州が実施するJR別府駅の耐
震化工事に対して補助金を交付します。

事　　業　　名 担　当　課

地域防災に要する経費

7,250 7,250

新規新規新規新規

３０年度計画額 ３１年度計画額

防災危機管理課

防災危機管理課

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

PPPP

担　当　課

H27 - H31H27 - H31H27 - H31H27 - H31

計画体系による位置づけ

総合政策課

事　　業　　名

JR別府駅耐震化に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

44,570防災・防犯体制の充実

1- 1 -

5555

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

36,500

（業務継続計画策定事業）

計画体系による位置づけ

6

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 継続継続継続継続

7,250

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

計画体系による位置づけ

6 - 1 - 1

自主防災組織を活性化し、「ひと」と「まち」をまもる取組みを強化するため、自主防災会が
連携して実施する防災訓練の経費等に対して助成を行います。

－－－－

２９年度予算額

防災・防犯体制の充実

資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室 12121212

43,400

PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－２　　　企画部資料　２－２　　　企画部資料　２－２　　　企画部資料　２－２　　　企画部

地域防災に要する経費

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生

事業期間

（自主防災連携活動事業）

事業期間

0

事業概要
災害時に資源（人、物、情報等）が制約を受けた場合に、市組織としての優先順位や手順を
明確化することにより、迅速な復旧対応と早期復興にへつなげる業務継続計画を策定しま
す。

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室 12121212 PPPP

防災・防犯体制の充実 16,396 0

6 - 1 - 1
H29H29H29H29まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 新規新規新規新規
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

防災危機管理課

防災危機管理課

事　　業　　名 担　当　課

地域防災に要する経費

（災害情報共有システム導入事業）

防災・防犯体制の充実 13,138 0 0

事業概要
災害対策を迅速に進めるため、被災情報等をリアルタイムに集約し、災害関連情報の共有・
伝達を行うため災害情報共有システムを導入します。

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

6 - 1 - 1
まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 新規新規新規新規 H29H29H29H29

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

地域防災に要する経費

（職員参集システム・災害用携帯電話導入事業）

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室 12121212 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

防災・防犯体制の充実 584 0 0

事業概要
熊本地震を踏まえ、防災態勢を整備するため職員参集システムや災害用携帯電話を導入
します。

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 新規新規新規新規 H29H29H29H29

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
6 - 1 - 1

地震津波等被害防止対策に要する経費 防災危機管理課

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室 12121212 PPPP

事　　業　　名 担　当　課

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 継続継続継続継続 －－－－

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額
6 - 1 - 1

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室 13131313 PPPP

防災・防犯体制の充実 24,239 29,760 33,442

事業概要
災害時に避難者の生活環境を確保するため、備蓄物資や指定避難所にマンホールトイレを
年次計画で整備します。
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

6

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

計画体系による位置づけ

6 - 1 - 2

計画体系による位置づけ

6 - 1 - 2

127,129

各種災害に対し、車両及び装備の充実強化を図り、迅速な救助活動を行います。

－－－－

２９年度予算額

消防・救急体制の充実

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－１１　　消防本部資料　２－１１　　消防本部資料　２－１１　　消防本部資料　２－１１　　消防本部 6666 PPPP

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 継続継続継続継続 －－－－

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

消防本部

事　　業　　名

施設維持管理に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

9,062消防・救急体制の充実

2- 1 -

5555

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

11,478

事業概要 防災拠点の計画的な整備・補修を行うことにより確実な出動体制の維持に努めます。

資料　２－１１　　消防本部資料　２－１１　　消防本部資料　２－１１　　消防本部資料　２－１１　　消防本部 6666 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

33,174 51,750 15,678

事業概要 災害時の消火用水等を確保するため、消火栓の新設及び耐震性貯水槽を整備します。

消防・救急体制の充実

21,822

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

事業期間

事業期間

事　　業　　名 担　当　課

消防本部消防水利整備に要する経費

144,457 74,423

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額

消防本部

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１１　　消防本部資料　２－１１　　消防本部資料　２－１１　　消防本部資料　２－１１　　消防本部

消防装備に要する経費
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（単位：千円）

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１１　　消防本部資料　２－１１　　消防本部資料　２－１１　　消防本部資料　２－１１　　消防本部 7777 PPPP

消防・救急体制の充実 13,803 32,901 236,520

事業概要 老朽化した消防署亀川出張所の建替えに向け、実施設計などを実施します。

計画体系による位置づけ H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充） 事業期間

6 - 1 - 2
まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 新規新規新規新規 H29 - H31H29 - H31H29 - H31H29 - H31

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

事　　業　　名 担　当　課

消防署亀川出張所建替に要する経費 消防本部
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（単位：千円）

6,898協働のまちづくり活動の推進

1- 2 -

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

公民連携課

事　　業　　名

公民連携事業に要する経費

事業期間

15151515

事業概要
多様化する行政需要に、民間の知識や資金を活用した公民連携事業を推進し、市民サービ
スの向上や財政負担の軽減などに取り組みます。

6

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

6,898 6,898

PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室
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（単位：千円）

8888

事業概要
日々のくらしの圏域内の団体が連携・協力し、地域の「宝」を発掘し、地域を磨き、相互に支
え合いながら、共通の課題を解決する「ひとまもり自治区」・中規模多機能自治区の実現に
向けた取組を支援します。

（ひとまもり自治区形成事業補助金）

6

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 新規新規新規新規

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

7,200 7,200

自治振興課

PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

事　　業　　名

協働事業推進に要する経費

事業期間

7,200地域コミュニティ活動の推進

2- 2 -
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（単位：千円）

資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

事　　業　　名

就労対策等に要する経費

事業期間

980大学等教育機関との連携の推進

3- 2 -

産業政策課

6666

事業概要
地域に貢献する人材を育成するため、大学と連携して、職業に必要な能力や知識を高める
実践的・専門的なプログラムを受講する社会人に対して助成を行います。

（別府温泉コンシェルジュ人材育成支援事業）

6

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

ひとの創生ひとの創生ひとの創生ひとの創生 継続継続継続継続

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

980 980

PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 市民の立場に立ち、市民に寄り添い、市民が利用しやすい窓口サービスが提供されている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 外国人受入体制整備に要する経費 文化国際課

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 市職員一人一人が自らの能力を最大限に発揮した上で、組織として、その力と知恵を

結集するとともに、民間とも連携し、市全体として課題解決に取り組んでいる。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 職員研修に要する経費 職員課

基本目標7：市民に信頼される市政運営が行われている

重点目標 7-1【市政運営】市民の目線に立った市政運営が行われている

7-1-1 利用者視点の窓口サービスの実施

7-1-2 業務実施手法の見直しと人材育成

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1 窓口改革の取組状況 未来共創戦略（ｐ３１） ―――― ――――
施策実行施策実行施策実行施策実行のののの中中中中でででで
検討検討検討検討

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
市職員のテレワーク活用
割合

未来共創戦略（ｐ３１） ―――― ――――
施策実行施策実行施策実行施策実行のののの中中中中でででで
検討検討検討検討

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 事務処理が適正に行われ、「全体最適」の観点から、常に成果を重視した行政経営の

仕組みが確立し、運用されている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 総合政策事務に要する経費 総合政策課

 （総合戦略推進委員会）

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 市税の収納率が向上し、市民負担の公平性が確保されている。

　・ 収入の確保により、市における様々な課題解決の財源となることで、市民の生活の質が

向上している。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 市税徴収に要する経費 債権管理課

 普通競輪に要する経費 公営競技事務所

 （ナイター等開催施設整備事業）

7-1-3 行政経営の推進とガバナンス強化

7-1-4 財源の確保に向けた取組の強化

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
市職員における日商簿記
検定２級合格者数

①×②×③×④＝
7.3名
①平26･平27の関連
研修等（公会計・簿
記・通信教育）受講者
数(33名/年)
②確認年数（平28～
平31）4年
③うち日商簿記試験
受験勧奨により受験
する想定割合（ 20％
程度）
④過去10回分の日商
簿記検定（132～141

回 ） 平 均 合 格 率
27.2％

―――― 0名0名0名0名 8名8名8名8名

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
市税の収納率
（現年分・繰越分）

市税徴収方針 91.64%91.64%91.64%91.64% 93.28%93.28%93.28%93.28% 93.42％93.42％93.42％93.42％以上以上以上以上

指標 目標設定の根拠
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◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 公共施設を始めとする公有財産が適正に維持管理され、安全かつ快適に市民が利用して

いる。

　・ 市民ニーズの変化に合わせ、必要な施設が必要なだけ提供されているとともに、あらゆる

財産が有効に活用されている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 庁舎施設整備に要する経費 総務課

 公共施設マネジメントに要する経費 公民連携課

 事務局運営に要する経費 教育政策課

 （文教施設個別計画策定事業）

◆◆◆◆ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい「「「「このまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたちこのまちのかたち」」」」

　・ 本市のホームページにおいて、市民や事業者、外国人を含む観光客が必要とする情報が

迅速かつ的確に提供され、誰もが容易に情報を入手でき、頻繁に利用されている。

◆◆◆◆ 主主主主なななな成果指標成果指標成果指標成果指標

◆◆◆◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業

 情報推進管理運営に要する経費 情報推進課

 観光情報発信力強化に要する経費 観光課

 東京事務所に要する経費 秘書広報課

7-1-5 公有財産の適正管理と有効活用

7-1-6 情報発信の強化とＩＣＴの活用

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
遊休公有財産（土地・建物
など）の有効利活用の実
施件数

未来共創戦略（ｐ２８） 84件84件84件84件 84件84件84件84件 93件93件93件93件

指標 目標設定の根拠

基準値 実績値 目標値

(平成26年度) (平成27年度) (平成31年度)

1
市ホームページの年間ア
クセス件数

未来共創戦略（ｐ２１） 11,177,397件11,177,397件11,177,397件11,177,397件 10,826,838件10,826,838件10,826,838件10,826,838件 12,304,134件12,304,134件12,304,134件12,304,134件

2
海外からの市ホームペー
ジ年間アクセス件数

未来共創戦略（ｐ２１） 909,553件909,553件909,553件909,553件 833,930件833,930件833,930件833,930件 978,215件978,215件978,215件978,215件

3 別府市役所ＮＹ支店数 未来共創戦略（ｐ２１） ―――― ―――― 1箇所1箇所1箇所1箇所

指標 目標設定の根拠
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（単位：千円）

601
利用者視点の

窓口サービスの実施

1- 1 -

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

文化国際課

事　　業　　名

外国人受入体制整備に要する経費

事業期間

17171717

事業概要 外国人住民のために、外国人専用相談窓口を市役所内に設置します。

7

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生 継続継続継続継続

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

601 601

PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部
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（単位：千円）

16,553業務実施手法の見直しと人材育成

2- 1 -

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

職員課

事　　業　　名

職員研修に要する経費

事業期間

12121212

事業概要
職員研修を行うことにより職員の資質の向上を図ります。また、職員の自主的な研修を助成
することにより職員の意欲及び専門知識を高め、業務の効率化を目指します。

7

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

17,157 16,412

PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１　　　総務部資料　２－１　　　総務部資料　２－１　　　総務部資料　２－１　　　総務部
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（単位：千円）

２９年度予算額 ３０年度計画額

PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

事業概要
「まちをまもり、まちをつくる。べっぷ未来共創戦略」の施策効果の検証等を実施するため、
別府市総合戦略推進委員会を開催します。

7
３１年度計画額

412 412

資料　２－２　　　企画部資料　２－２　　　企画部資料　２－２　　　企画部資料　２－２　　　企画部

412行政経営の推進とガバナンス強化

2222

担　当　課

H28 - H32H28 - H32H28 - H32H28 - H32

計画体系による位置づけ

事　　業　　名

総合政策事務に要する経費

事業期間

3- 1 -

（総合戦略推進委員会）
総合政策課

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続
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（単位：千円）

（単位：千円）

事業期間

93,347 93,347

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

債権管理課

事　　業　　名

市税徴収に要する経費

事業期間

4- 1 -
２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部資料　２－４　　　経済産業部 32323232

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１　　　総務部資料　２－１　　　総務部資料　２－１　　　総務部資料　２－１　　　総務部

普通競輪に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

24242424

PPPP

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－

46,674

ナイター及びミッドナイト競輪開催に伴う照明設備等借上料（５年債務負担行為）

H28 - H34H28 - H34H28 - H34H28 - H34

２９年度予算額

財源の確保に向けた取組の強化

計画体系による位置づけ

7 - 1 - 4

事業概要 行政運営のための自主財源を確保するため、法令に従い処理を行います。

（ナイター等開催施設整備事業）

7

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

20,663財源の確保に向けた取組の強化 20,663 20,663

公営競技事務所
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

事業期間

事業期間

H29H29H29H29

事　　業　　名 担　当　課

事務局運営に要する経費

134,904 127,955

継続継続継続継続

３０年度計画額 ３１年度計画額

－－－－

２９年度予算額

公有財産の適正管理と有効活用

計画体系による位置づけ

- 1 -

6666

PPPP

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

53,365 431,129

事業概要

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生

資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会資料　２－１０　　教育委員会 3333 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

15,272 0 0

事業概要
施設の長寿命化を図り、安全・安心な施設環境を維持するため、文教施設の個別・具体的
対応方針を定める計画を策定します。

公有財産の適正管理と有効活用

公民連携課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－１　　　総務部資料　２－１　　　総務部資料　２－１　　　総務部資料　２－１　　　総務部

公共施設マネジメントに要する経費

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

総務課

事　　業　　名

庁舎施設整備に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

287,779公有財産の適正管理と有効活用

5

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室 15151515

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

まちの創生まちの創生まちの創生まちの創生 新規新規新規新規

教育政策課

7 - 1 - 5

事業概要
建築後３０年が経過した別府市本庁舎の建築及び設備関係について、劣化調査診断を実
施し、策定された中長期保全計画に基づいて改修・更新を行います。また、アスベスト対策
を進めるため、本庁舎改修の基本方針を策定します。

（文教施設個別計画策定事業）

7

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

計画体系による位置づけ

7 - 1 - 5

16,635

公共施設について、施設の統廃合や機能の集約化、適切な予防保全により、公共施設の
「長寿命化」と「維持管理費用の削減」に取り組みます。
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

事業概要
住民への各種サービスの提供及び行政内部事務の実施を支援する各種システムを適切に
保守、運用することにより障害の発生を防ぎ安定した稼働を目的とします。

7

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続
- 1 -

7 - 1 - 6

計画体系による位置づけ

7 - 1 - 6

9,720

誘客促進を図るため、観光ホームーページ充実・強化します。

－－－－

２９年度予算額

情報発信の強化とＩＣＴの活用

事業概要

３０年度計画額 ３１年度計画額

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部資料　２－３　　　観光戦略部 6666

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

－－－－ 継続継続継続継続

事業期間

－－－－

事　　業　　名 担　当　課

秘書広報課東京事務所に要する経費

計画体系による位置づけ

観光課

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料 資料　２－２　　　企画部資料　２－２　　　企画部資料　２－２　　　企画部資料　２－２　　　企画部

観光情報発信力強化に要する経費

担　当　課

－－－－

計画体系による位置づけ

情報推進課

事　　業　　名

情報推進管理運営に要する経費

事　　業　　名 担　当　課

事業期間

375,601情報発信の強化とＩＣＴの活用

6

資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室資料　２－８　　　共創戦略室 4444 PPPP平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

12,949 12,949 12,949

事業概要
東京事務所において、中央からの迅速な情報収集、積極的な情報発信を行い、別府市の存
在をアピールし、別府市の「しごと」の創生、「稼ぐ力」の増強に努めます。

情報発信の強化とＩＣＴの活用

17171717

PPPP

２９年度予算額 ３０年度計画額 ３１年度計画額

449,887 451,491

平成２９年度予算特別委員会　所管予算案説明資料

PPPP

H29年度当初予算　重点項目 新規・継続（拡充）

しごとの創生しごとの創生しごとの創生しごとの創生

事業期間

9,720 9,720

継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充）継続（拡充）

- 112 -



- 113 - 

 

 

 

 

べっぷ未来共創戦略との 

関連整理表 

 

 

 

 

 

 

  

    

 



 

- 114 - 

 

 

 

(1) 自然保護の推進

(2) 自然とのふれあいの推進

(3) 森林の保全と適切な維持管理の促進

(4) 森林の保全や温泉に関する教育の実施

(1) ごみの発生抑制と排出削減

(2) 資源のリサイクルの促進

(3) 事業所から排出されるごみの排出抑制とリサイクルの促進

(1) 社会見学や各種講座の充実

(2) 環境パートナーシップの構築

(3) 環境美化活動の推進

(4) 不法投棄の防止

(1) 「おんせん電源ステーション（地熱発電）」構想の実現 1-(3)-ア ｐ１５

(2) 地熱を活用したビジネス展開の検討 1-(3)-イ ｐ１５

(3) 省エネルギー等の普及啓発

(1) 市内企業の働き方の多様性の推進 1-(5)-ア ｐ１７

(2) 社会参加の推進

(3) 介護予防の推進

(4) 在宅支援福祉サービスの推進

(5) 地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の推進

(6) 日本版ＣＣＲＣの実現に向けた検討 2-(6)-ア ｐ２４

(1) 市内企業の働き方の多様性の推進 再掲 1-(5)-ア ｐ１７

(2) 就労支援の充実

(3) 地域生活支援事業の充実

(4) 自立支援協議会の充実

(5) 共生社会の実現に向けた取組の推進

(1) 地域福祉活動の充実

(2) 社会福祉法人等の適正な運営

(3) 生活困窮者の自立支援の促進

(4) 生活保護制度の適正な運営

(1) 別府保健センターの活用

(2) 休日・夜間等医療体制の継続

(3) 日本版ＣＣＲＣの実現に向けた検討 再掲 2-(6)-ア ｐ２４

(1) 食育、健康教育の実施等による生活習慣改善の推進

(2) 健康診査の普及・啓発

(3) 健康づくりに関するインセンティブの付与

(4) 相談体制の充実

(1) 特定健康診査、特定保健指導を中心とした保健事業の推進

(2) 医療費適正化事業の推進

(3) 保険税の適正賦課の推進

(4) 保険税収納率向上の推進

(1) 適正な土地利用の促進

(2) 重点的なまちづくりの推進

(1) 海岸・ビーチの活用のための主体的管理の実現（ビーチを活用したまちづくり） 4-(1)-エ ｐ２８

(2) 海岸・ビーチを活用した市民のコミュニティ醸成と文化交流 4-(1)-エ ｐ２９

(3) ビーチを利用したイベントの推進 2-(4)-エ ｐ２２

(4) 河川（水辺）整備の促進と清掃活動の推進

(1) １日中過ごせる公園の実現 4-(1)-エ ｐ２９

(2) 安全安心な公園・緑地の整備

(3) 緑の保護・育成・啓発

(1) 世界一のユニバーサルデザイン環境に向けた整備 4-(2)-ア ｐ３０

(2) 道路の交通安全対策の実施

(3) 協働による道路の保全・美化活動の推進

(1) 山並みと湯けむりの眺望景観の保全

(2) 街並み景観の形成

(1) 未整備地区の下水道整備の推進

(2) 公共下水道への接続の促進

(3) 公共下水道事業への地方公営企業法の適用及び健全な経営の推進

(4) 合併処理浄化槽の設置及び適正な維持管理の促進

(1) 高齢者・障がい者・子育て世帯向け住宅を含めた市営住宅の供給とバリアフリー化の推進

(2) 老朽化した市営住宅の改善と更新

(3) 民間木造住宅の耐震化の推進

(4) 空き家対策の推進

(1) 生活利便性向上に向けたワンコインバスの整備 4-(1)-ア ｐ２８

(2) 二次交通の利便性向上 2-(1)-ク ｐ１９

(1) 安全でおいしい水の供給

(2) いつでも使える水の確保

(3) 自然にやさしい水づくり

(4) お客様満足度の向上

(5) 経営戦略の策定と経営基盤の強化

基本目標 重点目標 個別目標 具体的な施策 未来共創戦略

1
豊かな自然環境を大切に
して、自然とふれあいな
がら暮らしている

1-1
【自然保全】個性豊かな
自然が守られている

1-1-1 自然環境の保全

1-2
【生活環境】環境にやさし
いライフスタイルへの転
換が進んでいる

1-2-1
循環型社会の形成への
推進

1-2-2 環境保全活動の推進

1-2-3 新エネルギー導入の推進

地域保健医療体制の整
備

2-2-2 健康づくりの推進

2-2-3
国民健康保険事業の適
切な実施

2
地域で支えあい、誰もが
健康で安心して暮らして
いる

2-1
【福祉】市民が互いに支
えあい、地域で安心して
暮らしている

2-1-1

2-2

【健康・医療】各世代に応
じた健康づくりが進めら
れ、また、適切な医療
サービスを受けることが
できる

2-2-1

高齢者の社会参加の支
援

2-1-2 障がい者の自立支援

2-1-3 地域福祉の推進

3
日常生活が便利で、誰も
が快適に暮らしている

3-1
【都市環境】便利で、快適
な都市環境が実現してい
る

3-1-1

3-1-7

3-1-4

計画的なまちづくりの推
進

3-1-2
海岸や水辺の整備と活
用

3-1-3 緑のまちづくりの推進

安全安心な居住環境の
整備

3-1-8
地域公共交通の整備・充
実

3-2
【水道】安全でおいしい水
道水が安定的に供給され
ている

3-2-1 おいしい水の安定供給

安全安心な道づくりの推
進

3-1-5 景観の保全と育成

3-1-6 生活排水対策の充実
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(1) 子どもの健康促進 3-(2)-イ ｐ２６

(2) 安心して妊娠・出産できる体制づくり

(3) 乳幼児の健康増進と育児不安の軽減

(4) 子育て支援に関する総合的な窓口の設置・運営

(1) 子育てに関する援助の見直しと産業振興への発展 3-(1)-エ ｐ２５

(2) 子育て世帯の経済的負担の軽減 3-(1)-ウ ｐ２５

(3) 地域の子育て力の強化 3-(2)-ウ ｐ２６

(4) 地域に密着した子育て支援サービスの充実

(1) 女性が働きやすい環境整備 1-(5)-イ ｐ１７

(2) 仕事と子育ての両立支援 3-(1)-イ ｐ２５

(3) 安心して子どもを預けられる環境整備 3-(1)-ア ｐ２５

(4) 「送迎保育ステーション」の整備 3-(2)-ア ｐ２６

(5) 保育サービスの充実

(6) 男性が子育てに参画しやすい環境の整備

(1) 安心して子どもを預けられる環境整備 再掲 3-(1)-ア ｐ２５

(2) 児童館の充実

(3) 要保護児童対策の充実

(4) 子どもの貧困対策

(5) 子どもの安全対策

(1) 安心して子どもを預けられる環境整備 再掲 3-(1)-ア ｐ２５

(2) 研修の実施とサポート体制の充実

(1) 子どもの教育の質の更なる向上 3-(3)-ウ ｐ２７

(2) コミュニティ・スクールの推進

(3) 学力の向上に向けた取組

(4) 健康・体力の向上に向けた取組

(5) いじめ・不登校問題の解消

(1) 国際人材の育成強化 3-(3)-ア ｐ２７

(2) インターナショナルスクール等の開設の検討 3-(2)-エ ｐ２６

(3) 別府の歴史・文化を伝える「別府学」を学ぶ環境の整備 3-(3)-イ ｐ２７

(4) 食育、健康教育の実施等による生活習慣改善の推進 再掲

(1) いきいきプランの充実

(2) 特別支援連携協議会の体制強化

(1) 学校施設設備の改修・整備

(2) 学校施設の適正な維持管理

(3) 学校規模の適正化

(1) 人権教育・啓発計画の推進

(2) 幼稚園・学校人権教育の推進

(1) 女性が働きやすい環境整備 再掲 1-(5)-イ ｐ１７

(2) 仕事と子育ての両立支援 再掲 3-(1)-イ ｐ２５

(3) 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

(4) 男女が共にお互いの生き方を尊重しあえる環境づくりの促進

(1) 地域貢献人材の育成 3-(3)-エ ｐ２７

(2) 図書館・美術館の一体整備 4-(4)-イ ｐ３２

(3) 生涯学習施設の機能の充実

(4) 共同温泉を活用した生涯学習の実施とコミュニティの再生

(5) 学習機会の充実

(6) 家庭教育の推進

(1) 「赤銅御殿」の復活 2-(1)-ア ｐ１８

(2) 別府の歴史・文化を伝える「別府学」を学ぶ環境の整備 再掲 3-(3)-イ ｐ２７

(3) 文化財の調査、保存、整備、活用

(4) 文化財保護意識の普及、啓発

(5) 文化や街並みの伝承

(6) 別府学・地元学の推進

(1) しいきアルゲリッチハウスの運営協力 4-(4)-ア ｐ３２

(2) 別府発の芸術家育成（芸術版トキワ荘の実現） 4-(4)-イ ｐ３２

(3) アートがあふれるまちづくり 4-(4)-イ ｐ３２

(4) 図書館・美術館の一体整備 再掲 4-(4)-イ ｐ３２

(5) 芸術・文化活動の支援

(6) 芸術の鑑賞機会の促進

(1) ユニバーサルデザインに関連したイベントの推進 2-(4)-イ ｐ２２

(2) 公道レースやサイクリングなどの様々なスポーツイベントの開催推進 2-(4)-オ ｐ２２

(3) スポーツによる市民生活の質の向上と人の流れづくり 4-(1)-エ ｐ２９

(4) スポーツ教室等の開催

(5) スポーツ施設の整備・充実

(1) 別府版ＤＭＯの設立に向けた検討 2-(2)-ア ｐ２０

(2) 緊急的な対策の実施

(3) 中長期的な構想の策定及び財源の確保

(1) 別府の温泉観光文化の歴史を踏まえた持続可能な集客力のある温泉リゾート都市づくりの推進 2-(1)-カ ｐ１９

(2) 二次交通の利便性向上 再掲 2-(1)-ク ｐ１９

(3) 外国人観光客増加に向けた受入環境整備 2-(1)-エ ｐ１８

(4) ユニバーサルデザイン旅行の先進地に向けた整備 2-(1)-キ ｐ１９

(5) 世界一のユニバーサルデザイン環境に向けた整備 再掲 4-(2)-ア ｐ３０

(6) 竹製品（伝統工芸）を使ったおもてなしの促進 2-(1)-イ ｐ１８

(７) 市民生活との共存

(1) 「東洋のブルーラグーン（仮称）」の開発 2-(1)-ウ ｐ１８

(2) 湯治をいかした新たな観光の推進 2-(4)-ウ ｐ２２

(3) 「おんせん電源ステーション（地熱発電）」構想の実現 再掲 1-(3)-ア ｐ１５

(4) 地熱を活用したビジネス展開の検討 再掲 1-(3)-イ ｐ１５

(5) 温泉資源の保護

(1) 「世界温泉サミット」の開催 2-(1)-オ ｐ１８

(2) 学生大同窓会「学生サミット」の開催 2-(4)-ア ｐ２２

(3) ユニバーサルデザインに関連したイベントの推進 再掲 2-(4)-イ ｐ２２

(4) ビーチを利用したイベントの推進 再掲 2-(4)-エ ｐ２２

(5) 公道レースやサイクリングなどの様々なスポーツイベントの開催推進 再掲 2-(4)-オ ｐ２２

(6) 長期滞在型団体客の誘客事業の推進

(1) ハーフ住民登録制度の検討 2-(5)-ア ｐ２３

(2) 長期滞在に対応可能な態勢の整備 2-(5)-イ ｐ２３

(3) ふるさと納税を入り口にした訪問者増加の推進 2-(5)-ウ ｐ２３

(4) 移住促進に向けた積極的な取組 2-(5)-エ ｐ２３

(5) 国際人材の育成強化 再掲 3-(3)-ア ｐ２７

(6) 姉妹都市・友好都市・国際交流都市との交流促進

基本目標 重点目標 個別目標 具体的な施策 未来共創戦略

4-1-4
子どもを取り巻く環境づく
り

4-2

【学校教育】一人一人の
発達や特性に応じた学校
教育が行われ、子どもた
ちの生きる力が確実に身
についている

4-2-1 幼児教育の充実

4-2-2 学校教育の充実

4-2-3
特性をいかした人材育成
の推進

4-1

【子育て】子どもを安心し
て産み育てられる環境が
整い、地域の見守りの中
で子どもたちが健やかに
育っている

4-1-1
子どもや母親の健康の確
保・増進

4-1-2
地域における子育ての支
援

4-1-3 仕事と子育ての両立支援

4-3-5 芸術・文化活動の振興

4-2-4 特別支援教育の推進

4-2-5 教育環境の整備

4-3-1 人権尊重のまちづくり

4-3-2
男女共同参画社会の実
現

5-1-3 温泉の保護と活用

5-1-4 ＭＩＣＥ誘致の推進

5-1-5 交流・移住・定住の促進

4-3-6 スポーツの振興

５
観光資源をいかした多様
な交流と産業が育ち、ま
ちに活気がある

5-1

【観光・交流】観光資源の
新たな活用と展開によ
り、たくさんの観光客が訪
れている

5-1-1
観光筋力の強化と推進
体制の整備

5-1-2
観光客受入環境の整備･
充実

4-3

【生涯学習】各世代に応
じた多様な学習機会が提
供され、地域で活躍する
人材が育っている

4
地域に愛着と誇りをもち、
個性を大切にする心豊か
な人材が育っている

4-3-3 生涯学習の充実

4-3-4
歴史的・文化的財産の保
存と活用
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(1) 産業連携・協働プラットフォームの構築による産業活性化 1-(1)-ア ｐ１３

(2) 産業成長に向けた投資基金の創設 1-(1)-イ ｐ１３

(1) 竹産業の育成と裾野拡大による竹産業振興 1-(4)-ア ｐ１６

(2) 伝統工芸技術を活用した新たな価値の創出（連携によるイノベーション） 1-(4)-ア ｐ１６

(3) 地方百貨店との連携によるにぎわい創出 4-(1)-オ ｐ２９

(4) 政府関係機関等の移転誘致 1-(3)-ウ ｐ１５

(5) ユニバーサルデザイン企業との協働・連携 4-(2)-イ ｐ３０

(6) 商店街及び中心市街地の活性化

(1) 遊休市有地等を有効利活用した農業等の産業振興の推進 4-(1)-ウ ｐ２８

(2) 農地の保全

(3) 地産地消の推進

(4) 森林の整備

(5) 栽培漁業の推進

(1) 産業連携・協働プラットフォームの構築による産業活性化 再掲 1-(1)-ア ｐ１３

(2) 学生などの起業支援の強化 1-(2)-イ ｐ１４

(3) 地熱を活用したビジネス展開の検討 再掲 1-(3)-イ ｐ１５

(4) 子育てに関する援助の見直しと産業振興への発展 再掲 3-(1)-エ ｐ２５

(5) 商工会議所等と連携した創業支援の推進

(1) 市内企業の働き方の多様性の推進 再掲 1-(5)-ア ｐ１７

(2) 女性が働きやすい環境整備 再掲 1-(5)-イ ｐ１７

(3) 学生の地元就職による定住の促進 1-(2)-ア ｐ１４

(4) 若者の就職支援

(5) 高齢者の活躍の場の提供

(6) サービス業等における市内就職の支援

(1) 「顔の見える」防災組織の立ち上げ 4-(5)-ウ ｐ３３

(2) 防災力の強化

(3) 防災意識の向上と地域防災力の強化

(4) 避難行動要支援者を含む避難者対策の充実

(5) 防犯パトロール活動の推進

(6) 子どもの安全対策 再掲

(７) 消費生活相談の充実

(1) 消防体制の充実

(2) 応急手当の普及啓発活動の推進

(1) 協働のまちづくりを推進する人材・組織の育成

(2) 公民連携手法の検討及び導入

(3) 「やる気と工夫のゼロ予算事業」の推進

(1) 地域コミュニティ拠点の整備による交流活性化 4-(5)-イ ｐ３３

(2) 地域振興を目指す「まつり」の推進 4-(5)-ア ｐ３３

(3) 地域の子育て力の強化 再掲 3-(2)-ウ ｐ２６

(4) 自治会活動への参加支援と強化

(5) 共同温泉を活用した生涯学習の実施とコミュニティの再生 再掲

(1) 「別府ｉＢリーグ」による大学連携の促進と地域協働の推進 1-(2)-ウ ｐ１４

(2) 地域貢献人材の育成 再掲 3-(3)-エ ｐ２７

(3) 学生大同窓会「学生サミット」の開催 再掲 2-(4)-ア ｐ２２

(4) 政治に対する関心を高める取組の実施

(1) 市民サービス向上のための窓口改革の実行 4-(3)-ア ｐ３１

(2) 利用者の視点に立った業務、設備及び配置等の見直し

(3) マイナンバー制度を活用した手続の簡素化

(1) 重要課題解決のためのプロジェクト・チームの設置 4-(3)-ア ｐ３１

(2) 既存の職員提案制度の見直しや既存の職員提案制度のカイゼン 4-(3)-ア ｐ３１

(3) 「市役所テレワーク」の実現に向けた取組 4-(3)-ア ｐ３１

(4) 「やる気と工夫のゼロ予算事業」の推進 再掲

(5) 公民連携手法の検討及び導入 再掲

(6) 職員の意識改革と人材育成

(７) 広域連携の推進

(1) ＰＤＣＡサイクルの確立と実施

(2) 内部統制体制の整備と運用

(3) 監査機能の強化

(1) 市税の確保

(2) 使用料等の確保

(3) 私債権の回収の強化

(4) 競輪事業における収入の確保

(5) あらゆる財源確保の検討

(6) 独自財源の検討

(1) 遊休施設・場所などの有効利活用 4-(1)-イ ｐ２８

(2) 遊休市有地等を有効利活用した農業等の産業振興の推進 再掲 4-(1)-ウ ｐ２８

(3) 公共施設マネジメントの推進

(4) 新公会計制度による財務書類の作成と活用

(1) 「広告戦略室」及び「広告戦略官」の創設 2-(3)-ア ｐ２１

(2) 別府市役所ＮＹ支店開設 2-(3)-イ ｐ２１

(3) 東京事務所の設置及び活用

(4) ホームページによる情報提供の充実

(5) 戦略的な広報・公聴活動による「広報力」と「公聴力」の強化

(6) 政治に対する関心を高める取組の実施 再掲

(７) インターネットを活用したサービス提供の調査・検討

基本目標 重点目標 個別目標 具体的な施策 未来共創戦略

5-2-4
新産業の創出と起業支
援

5-2-5
働く場の確保と職場環境
の整備

６
市民主体の活動が活発
で、市民と行政の協働の
まちづくりが行われている

6-1

【安全】災害等に備え、地
域での助けあい、つなが
りの中で市民の安全が守
られている

6-1-1 防災・防犯体制の充実

５
観光資源をいかした多様
な交流と産業が育ち、ま
ちに活気がある

5-2
【産業・就労】産業が育
ち、多様な働く場と働きや
すい環境が整っている

5-2-1 産業活性化基盤の整備

5-2-2 商工業の振興

5-2-3 農林水産業の活性化

6-1-2 消防・救急体制の充実

6-2

【協働のまちづくり】市民
のまちへの関心が高ま
り、市民が主体のまちづく
りが実践されている

6-2-1
協働のまちづくり活動の
推進

6-2-2
地域コミュニティ活動の推
進

6-2-3
大学等教育機関との連
携の推進

7-1-4
財源の確保に向けた取
組の強化

7-1-5
公有財産の適正管理と
有効活用

7-1-6
情報発信の強化とＩＣＴの
活用

７
市民に信頼される市政運
営が行われている

7-1
【市政運営】市民の目線
に立った市政運営が行わ
れている

7-1-1
利用者視点の窓口サー
ビスの実施

7-1-2
業務実施手法の見直しと
人材育成

7-1-3
行政経営の推進とガバナ
ンス強化
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実施計画書実施計画書実施計画書実施計画書（（（（平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度～～～～平成平成平成平成３１３１３１３１年度年度年度年度））））各部課別登載事業一覧表各部課別登載事業一覧表各部課別登載事業一覧表各部課別登載事業一覧表

所　属　名 事業名称 施策体系 ページ

（（（（総務部総務部総務部総務部））））

総務課 庁舎施設整備に要する経費 7-1-5 111

職員課 職員研修に要する経費 7-1-2 108

債権管理課 市税徴収に要する経費 7-1-4 110

（（（（企画部企画部企画部企画部））））

総合政策課
広域行政に要する経費
（藤ケ谷清掃センター施設管理及び運営負担金）

1-2-1 9

総合政策課 交通体系整備促進に要する経費 3-1-8 43

総合政策課 JR別府駅耐震化に要する経費 6-1-1 97

総合政策課
総合政策事務に要する経費
（総合戦略推進委員会）

7-1-3 109

情報推進課 情報推進管理運営に要する経費 7-1-6 112

（（（（観光戦略部観光戦略部観光戦略部観光戦略部））））

観光課 元気なべっぷ発信（ありがとう事業）に要する経費 5-1-1 81

観光課 観光情報推進に要する経費 5-1-2 82

観光課 観光客誘致・受入に要する経費 5-1-2 82

観光課 インバウンドに要する経費 5-1-2 82

観光課
誘客宣伝に要する経費
（別府ＯＮＳＥＮアカデミア開催事業）

5-1-4 85

観光課 市民ホールに要する経費 5-1-4 85

観光課 観光情報発信力強化に要する経費 7-1-6 112

温泉課 新エネルギー導入に要する経費 1-2-3 12

温泉課 市営温泉に要する経費 5-1-3 83

温泉課 温泉維持補修に要する経費 5-1-3 84

温泉課 温泉総合整備に要する経費 5-1-3 84

文化国際課 多文化共生に要する経費 4-2-3 63

文化国際課
文化振興に要する経費
（別府現代芸術フェスティバル開催支援事業）

4-3-5 73

文化国際課
文化振興に要する経費
（国民文化祭別府市実行委員会設立・運営事業）

4-3-5 73

文化国際課 国際スポーツ大会事前キャンプ等の誘致に要する経費 4-3-6 74

文化国際課
国際交流に要する経費
（国際交流推進事業）

5-1-5 86

文化国際課 外国人留学生に要する経費 5-1-5 86

文化国際課 おおいたＡＳＥＡＮ交流促進に要する経費 5-2-2 88

文化国際課 外国人受入体制整備に要する経費 7-1-1 107

DMO準備室 ４『Ｂ』ｉ地域産業イノベーション推進に要する経費 5-2-1 87

DMO準備室 B-biz LINKに要する経費 5-2-1 87

DMO準備室 ICT等を活用した観光産業の生産性向上に要する経費 5-2-1 87
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実施計画書実施計画書実施計画書実施計画書（（（（平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度～～～～平成平成平成平成３１３１３１３１年度年度年度年度））））各部課別登載事業一覧表各部課別登載事業一覧表各部課別登載事業一覧表各部課別登載事業一覧表

所　属　名 事業名称 施策体系 ページ

（（（（経済産業部経済産業部経済産業部経済産業部））））

産業政策課
企業誘致推進に要する経費
（オフィス系企業誘致促進事業）

5-2-2 88

産業政策課 商店街活性化に要する経費 5-2-2 88

産業政策課 別府竹細工新製品開発に要する経費 5-2-2 89

産業政策課 竹産業のイノベーションに要する経費 5-2-2 89

産業政策課 創業支援に要する経費 5-2-4 92

産業政策課 就労対策等に要する経費 5-2-5 93

産業政策課
就労対策等に要する経費
（別府温泉コンシェルジュ人材育成支援事業）

6-2-3 103

農林水産課 有害鳥獣被害防止に要する経費 5-2-3 90

農林水産課 市街地周辺多面的機能保全活動支援に要する経費 5-2-3 90

農林水産課 ザボンブランド化・販路開拓事業に要する経費 5-2-3 90

農林水産課 県施行負担金 5-2-3 91

公営競技事務所
普通競輪に要する経費
（ナイター等開催施設整備事業）

7-1-4 110

（（（（生活環境部生活環境部生活環境部生活環境部））））

人権同和教育啓発課 人権同和対策に要する経費 4-3-1 68

人権同和教育啓発課 人権啓発センター管理運営に要する経費 4-3-1 68

環境課 快適環境推進に要する経費 1-1-1 8

環境課 ごみ収集に要する経費 1-2-1 9

環境課 汚泥再生処理センター建設に要する経費 1-2-1 9

環境課 汚泥再生処理センター周辺環境整備に要する経費 1-2-1 10

環境課 環境パートナーシップに要する経費 1-2-2 11

環境課 クリーン運動推進に要する経費 1-2-2 11

環境課 新エネルギーの普及促進に要する経費 1-2-3 12

保険年金課 特定健康診査等に要する経費 2-2-2 24

保険年金課 保険税適正賦課収納率向上特別対策に要する経費 2-2-3 25

保険年金課 医療費適正化特別対策に要する経費 2-2-3 25

（（（（福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部））））

福祉政策課 生涯活躍のまちに要する経費 2-1-1 16

福祉政策課 地域福祉計画策定に要する経費 2-1-3 21

福祉政策課
災害救助に要する経費
（災害被災者住宅再建支援事業）

3-1-7 41

ひと・くらし支援課 生活保護扶助に要する経費 2-1-3 21

障害福祉課 障害者福祉手当等支給に要する経費 2-1-2 19

障害福祉課 特別障害者手当等支給に要する経費 2-1-2 19

障害福祉課 地域生活支援に要する経費 2-1-2 19

障害福祉課 自立支援給付に要する経費 2-1-2 20
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所　属　名 事業名称 施策体系 ページ

障害福祉課 共生社会形成に要する経費 2-1-2 20

障害福祉課 障害児通所支援に要する経費 2-1-2 20

障害福祉課 重度心身障害者医療助成に要する経費 2-2-1 22

障害福祉課
障害福祉関係補助金
（ユニバーサルツーリズム支援事業）

5-1-2 83

子育て支援課 ひとり親家庭医療助成に要する経費 2-2-1 22

子育て支援課 子ども医療助成に要する経費 2-2-1 22

子育て支援課 児童手当支給に要する経費 4-1-2 55

子育て支援課 児童扶養手当支給に要する経費 4-1-2 55

子育て支援課
児童健全育成に要する経費
（放課後児童クラブ保護者負担金減免事業）

4-1-2 55

子育て支援課 おおいた子育てほっとクーポン活用事業に要する経費 4-1-2 56

子育て支援課 認可外保育施設助成に要する経費 4-1-3 57

子育て支援課 民間児童福祉施設助成に要する経費 4-1-3 57

子育て支援課 子育て世帯住宅改修助成に要する経費 4-1-3 57

子育て支援課 保育所入所に要する経費 4-1-3 58

子育て支援課
特別保育等に要する経費
（病児保育事業）

4-1-3 58

子育て支援課 要保護児童対策に要する経費 4-1-4 59

子育て支援課 放課後児童クラブ施設整備に要する経費 4-1-4 59

子育て支援課 母子生活支援施設措置に要する経費 4-1-4 59

子育て支援課 母子福祉事務に要する経費 4-1-4 60

高齢者福祉課 老人福祉施設措置に要する経費 2-1-1 16

高齢者福祉課 在宅支援に要する経費 2-1-1 16

高齢者福祉課 老人クラブ育成に要する経費 2-1-1 17

高齢者福祉課
その他の生活支援サービスに要する経費
（高齢者入浴見守り支援サービス事業（介護特会））

2-1-1 17

高齢者福祉課 地域包括支援センターに要する経費（介護特会） 2-1-1 17

高齢者福祉課 生活支援体制整備に要する経費（介護特会） 2-1-1 18

高齢者福祉課 認知症総合支援に要する経費（介護特会） 2-1-1 18

高齢者福祉課 ひとまもり・おでかけ支援に要する経費 3-1-8 43

高齢者福祉課 介護人材確保・育成支援に要する経費 5-2-5 93

健康づくり推進課 予防接種に要する経費 2-2-1 23

健康づくり推進課 未熟児養育医療助成に要する経費 2-2-1 23

健康づくり推進課 健康診査に要する経費 2-2-2 24

健康づくり推進課
保健衛生総務に要する経費
（不妊治療費助成事業）

4-1-1 53

健康づくり推進課 母子健康相談・教育に要する経費 4-1-1 53

健康づくり推進課 母子健康診査に要する経費 4-1-1 53
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所　属　名 事業名称 施策体系 ページ

（（（（建設部建設部建設部建設部））））

都市政策課 地籍調査に要する経費 3-1-1 31

都市政策課 県施行負担金 3-1-1 31

都市政策課 南部振興に要する経費 3-1-1 31

都市整備課 亀陽泉周辺整備に要する経費 3-1-1 32

都市整備課 亀川駅西口駅前広場整備に要する経費 3-1-1 32

都市整備課 県施行負担金（海岸・港湾整備） 3-1-2 33

都市整備課 国直轄事業負担金 3-1-2 33

都市整備課 海岸整備に要する経費 3-1-2 33

都市整備課 べっぷの海辺にぎわい創生に要する経費 3-1-2 34

都市整備課 県施行負担金（街路） 3-1-4 37

都市整備課 道路新設改良（単独事業）に要する経費 3-1-4 36

都市整備課 地方道路整備（交付金事業）に要する経費 3-1-4 36

都市整備課 県施行負担金（道路改良） 3-1-4 36

都市整備課 橋りょう長寿命化に要する経費 3-1-4 37

都市整備課 山田関の江線外道路整備に要する経費 3-1-4 37

道路河川課 水路整備等に要する経費 3-1-1 32

道路河川課 河川整備に要する経費 3-1-2 34

道路河川課 道路維持に要する経費 3-1-4 38

道路河川課 県施行負担金（砂防） 3-1-4 38

道路河川課 交通安全施設整備に要する経費 3-1-4 38

公園緑地課 鉄輪地獄地帯公園整備に要する経費 3-1-3 35

公園緑地課 その他都市公園整備に要する経費 3-1-3 35

下水道課 道路改良に要する経費 3-1-6 40

下水道課 管渠の整備に要する経費 3-1-6 40

下水道課 処理場の施設整備に要する経費 3-1-6 40

建築指導課 住宅等耐震診断・耐震改修等に要する経費 3-1-7 41

建築指導課 空き家対策に要する経費 3-1-7 41

建築指導課 市営住宅整備に要する経費 3-1-7 42

建築指導課 亀川住宅建替に要する経費 3-1-7 42

建築指導課 大規模建築物耐震診断・耐震改修等に要する経費 5-1-2 83

建築指導課 移住者居住支援に要する経費 5-1-5 86

（（（（共創戦略室共創戦略室共創戦略室共創戦略室））））

秘書広報課 東京事務所に要する経費 7-1-6 112

自治振興課 男女共同参画に要する経費 4-3-2 69

自治振興課 男女共同参画センター管理に要する経費 4-3-2 69

自治振興課
協働事業推進に要する経費
（ひとまもり自治区形成事業補助金）

6-2-2 102

- 121 -



実施計画書実施計画書実施計画書実施計画書（（（（平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度～～～～平成平成平成平成３１３１３１３１年度年度年度年度））））各部課別登載事業一覧表各部課別登載事業一覧表各部課別登載事業一覧表各部課別登載事業一覧表

所　属　名 事業名称 施策体系 ページ

防災危機管理課
地域防災に要する経費
（自主防災連携活動事業）

6-1-1 97

防災危機管理課
地域防災に要する経費
（業務継続計画策定事業）

6-1-1 97

防災危機管理課
地域防災に要する経費
（災害情報共有システム導入事業）

6-1-1 98

防災危機管理課
地域防災に要する経費
（職員参集システム・災害用携帯電話導入事業）

6-1-1 98

防災危機管理課 地震津波等被害防止対策に要する経費 6-1-1 98

公民連携課 公民連携事業に要する経費 6-2-1 101

公民連携課 公共施設マネジメントに要する経費 7-1-5 111

（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））

教育政策課 高校の統合に要する経費 4-2-5 65

教育政策課 小学校の施設整備に要する経費 4-2-5 65

教育政策課
小学校の空調整備に要する経費
（小学校のエアコン整備事業）

4-2-5 65

教育政策課 中学校の施設整備に要する経費 4-2-5 66

教育政策課 中学校の統合に要する経費 4-2-5 66

教育政策課
中学校の空調整備に要する経費
（中学校のエアコン整備事業）

4-2-5 66

教育政策課 幼稚園の施設整備に要する経費 4-2-5 67

教育政策課
幼稚園の空調整備に要する経費
（幼稚園のエアコン整備事業）

4-2-5 67

教育政策課
事務局運営に要する経費
（文教施設個別計画策定事業）

7-1-5 111

学校教育課 就学援助奨励に要する経費 4-1-4 60

学校教育課 就学援助奨励に要する経費 4-1-4 60

学校教育課 私立幼稚園就園奨励に要する経費 4-2-1 61

学校教育課 預かり保育に要する経費 4-2-1 61

学校教育課 スクールソーシャルワーカー活用に要する経費 4-2-2 62

学校教育課 学校いきいきプランに要する経費 4-2-4 64

社会教育課 湯けむり景観保存に要する経費 3-1-5 39

社会教育課 町内公民館活動に要する経費 4-3-3 70

社会教育課 地区公民館施設整備に要する経費 4-3-3 70

社会教育課 図書館・美術館一体的整備に要する経費 4-3-3 70

社会教育課 社会教育活動に要する経費 4-3-3 71

社会教育課 地域教育力活性化に要する経費 4-3-3 71

社会教育課 別府学創生に要する経費 4-3-4 72

社会教育課 実相寺古墳群整備に要する経費 4-3-4 72
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実施計画書実施計画書実施計画書実施計画書（（（（平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度～～～～平成平成平成平成３１３１３１３１年度年度年度年度））））各部課別登載事業一覧表各部課別登載事業一覧表各部課別登載事業一覧表各部課別登載事業一覧表

所　属　名 事業名称 施策体系 ページ

スポーツ健康課
小学校の保健衛生に要する経費
（子どもの健康促進（小学校フッ化物活用推進）事業）

4-1-1 54

スポーツ健康課
幼稚園の保健衛生に要する経費
（子どもの健康促進（幼稚園フッ化物活用推進）事業）

4-1-1 54

スポーツ健康課 小学校の給食に要する経費 4-2-3 63

スポーツ健康課 中学校の給食に要する経費 4-2-3 63

スポーツ健康課 体育施設整備に要する経費 4-3-6 74

スポーツ健康課
体育振興に要する経費
（体育・スポーツ振興協定事業）

4-3-6 74

（（（（消防本部消防本部消防本部消防本部））））

消防本部 施設維持管理に要する経費 6-1-2 99

消防本部 消防装備に要する経費 6-1-2 99

消防本部 消防水利整備に要する経費 6-1-2 99

消防本部 消防署亀川出張所建替に要する経費 6-1-2 100

（（（（水道局水道局水道局水道局））））

水道局管理課 安全でおいしい水供給の確保に係る経費 3-2-1 44

水道局管理課 安定給水の確保に係る経費 3-2-1 44
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