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１ 所管予算案総括表

（１）一般会計予算額 ［単位：千円］
平成２６年

度
平成２５年

度
増減額

64,851 49,728 15,123

750,946 813,314 ▲62,368

431,351 321,208 110,143

496,459 228,016 268,443

建築住宅課 301,890 316,179 ▲14,289

2,000 2,000 0

319,440 24,371 295,069

（２）特別会計予算額 ［単位：千円］
平成２６年

度
平成２５年

度
増減額

2,589,000 2,513,000 76,000

0

（３） 所管の重点施策 ［単位：千円］

事業名 総合計画 予算額

予算説明書の事業名 施策体系 所管課

旧南小跡地活用事業 3-1 16,905

旧南小跡地活用に要する経費 都市環境 都市政策課

地方道路整備事業 3-1 146,298

地方道路整備（交付金事業）
に要する経費

都市環境 都市整備課

橋りょう長寿命化事業 3-1 97,500

橋りょう長寿命化に要する経
費

都市環境 都市整備課

亀陽泉会館周辺外整備事業 3-1 94,139

亀陽泉会館周辺整備に要する
経費

都市環境 都市整備課

亀川駅西口駅前広場整備事業 3-1 89,222

亀川駅西口駅前広場整備に要
する経費

都市環境 都市整備課

公園緑地課

建設部

課名

都市政策課

都市整備課

道路河川課

下水道課

建築指導課

公共下水道事業特別会計

事業概要

旧南小学校跡地について活用方針
を定め、プロポーザル方式等による
公募のための条件等の設定を行いま
す。

また、アクセス道路の整備に関し
て 善な計画とするため、交通量調
査及び交通量推計等の実施を含め、
整備計画を策定します。

車両の走行性、歩行者の安全性の
向上、バリアフリー化の推進のため
道路を整備します。また、ＩＣアク
セス道路の整備や道路の拡幅を行い
ます。

安全・安心な利用と今後の維持管理
費用の抑制のため橋りょうの改修を
行います。

亀川地区都市再生整備計画に基づ
き、亀陽泉会館の建替えと連携し、
亀川地区の拠点づくりにより、にぎ
わいの創出を図るための事業を実施
します。

亀川地区都市再生整備計画に基づ
き、交通結節機能の強化を図るため
に、3・4・15号亀川駅西線（駅前広
場）整備事業を実施します。
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事業名 総合計画 予算額

予算説明書の事業名 施策体系 所管課

山田関の江線外道路整備事業 3-1 13,428

山田関の江線外道路整備に要
する経費

都市環境 都市整備課

道路維持事業 3-1 254,657

道路維持に要する経費 都市環境 道路河川課

市民球場防球ネット整備事業 3-1 171,772

実相寺中央公園整備に要する
経費

都市環境 公園緑地課

パークゴルフ場開設準備事業 3-1 27,947

実相寺中央公園整備に要する
経費

都市環境 公園緑地課

ドッグラン施設整備事業 3-1 37,625

鉄輪地獄地帯公園整備に要す
る経費

都市環境 公園緑地課

浜田公園整備事業 3-1 3,567

浜田公園整備に要する経費 都市環境 公園緑地課

市営住宅整備事業 3-1 257,678

市営住宅整備に要する経費 都市環境 建築住宅課

公共下水道事業 ３－１ 426,800

管渠の整備に要する経費 都市環境 下水道課

公共下水道事業 ３－１ 550,300

処理場の施設整備に要する経
費

都市環境 下水道課

大規模建築物耐震診断等助成
事業

３－１ 300,387

大規模建築物耐震診断・耐震
改修等に要する経費

都市環境 建築指導課

大規模建築物耐震診断等助成
事業

３－１ 300,387

大規模建築物耐震診断・耐震
改修等に要する経費

都市環境 建築指導課

木造住宅耐震診断・耐震改修
補助事業

3－1 9,450

住宅等耐震診断・耐震改修等
に要する経費

都市環境 建築指導課

事業概要

山田関の江線、亀川駅西線の整備の
ため測量設計等を行います。

硬式野球ができる安全な環境を整備
するため、市民球場に防球ネットを
設置します。

実相寺中央公園に整備するパークゴ
ルフ場の開設に向けての準備をしま
す。

一般の公園利用者と愛犬家、双方の
公園利用の快適性及び利便性向上の
ため、鉄輪地獄地帯公園内にドッグ
ランを整備します。

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。

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。

下水道施設（汚水・雨水管渠及びポ
ンプ場）の拡充・更新整備を図るた
めの工事等を行っています。

処理場の機能保全を図るため、機能
高度化や増設、更新工事を行ってい
ます。

改正耐震改修促進法により耐震診断
の義務付けがなされた大規模建築物
の耐震診断・補強設計・耐震改修の
補助を行うことで、地震に対する安
全性の向上をはかります。

浜田公園を改修するため、測量設計
を行います。

改正耐震改修促進法により耐震診断
の義務付けがなされた大規模建築物
の耐震診断・補強設計・耐震改修の
補助を行うことで、地震に対する安
全性の向上をはかります。

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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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

02 05 03 1044 地籍調査に要する経費

3 － 1

款 項 目 事業

09 01 01 0137

【事業の目的】
地籍調査を実施し土地情報の基礎である地籍が明確になることにより、土地の境界を

めぐる紛争の減少、土地取引の円滑化、公共事業用地取得の効率化、災害復旧の迅速化、
固定資産課税の公平化、市の整備計画のきめ細かな立案及びＧＩＳへの活用が可能にな
ります。

【事業概要】
 ・地籍調査業務等委託料 37,425千円

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
境界及び地積に関する測量を行い、地籍図及び地籍簿を作成します。
①地籍調査業務委託（大字南畑の一部）24,093千円
②地籍調査業務委託（大字東山の一部） 4,191千円
③地籍調査業務委託（大字内成の一部） 9,141千円

【対象者】
調査対象地区の土地所有者及び関係者

【実施方法、実績等】
平成２２年度より事業着手し、山間部より２班体制で１地区３年サイクルで実施し、
平成２４年度までに天間地区・東山地区の3.84K㎡を調査済です。

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

都市政策課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

44,049 32,932 11,117

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

土地利用規制に要する経費 都市政策課

【事業の目的】
土地取引の規制に関する措置、その他土地利用を調整するための措置を講ずることに

より、総合的かつ計画的な国土の利用を図ります。

【事業概要】
・大分県土地利用規制等対策費交付金 250千円

国土利用計画法第23条に基づき、一定規模以上の土地売買等を行った際に、市町村
の長を経由で都道府県知事に届出を行うものです。

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

250 250 0
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 01 01 0791

3 － 1

款 項 目 事業

09 05 01 0478 都市計画総務に要する経費

【事業の目的】

【事業概要】

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

土木総務に要する経費 都市政策課

都市政策課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

349 349

【事業の目的】
県下市町村長が会員である大分県土木建築協会の目的を達成します。

【事業概要】
・大分県土木建築協会負担金 349千円
土木建築事業の促進、公共土木施設の愛護、各種土木建築事業の総合的な計画の

樹立及び事業の円滑な推進をはかり住民の福祉に寄与します。

【実績等】
Ｈ24年度 339千円

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

快適で魅力ある居住環境を維持・形成し、活力ある産業や観光振興に寄与する計画的
な都市づくりを進めるための経常的経費です。

・都市計画に関する事務費等 1,765千円
市民や関係者の合意形成及び都市計画審議会の議を経て、都市計画の決定・変更

等を行います。また、用途地域や都市計画施設等の概要を示した都市計画図を販売
及び行政資料として使用するため印刷を行います。

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

1,765 130 1,635
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 05 01 0480 景観形成に要する経費

【事業の目的】

【事業概要】

3 － 1

款 項 目 事業

09 05 01 0754 開発指導事務に要する経費

【事業の目的】

【事業概要】

・開発指導事務に係る一般事務 128千円

【実施方法等・実績等】

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

都市政策課

都市政策課

1,405 720 685

別府の豊かな緑、別府湾、湯けむりの立ちのぼる美しい景観まちづくりを進めると
ともに、温泉資源と恵まれた自然を活用したＯＮＳＥＮツーリズムの振興に寄与します。

樹木伐採委託料 1,080千円
日本風景街道「九州横断の道やまなみハイウェイ」に認定されている県道別府一宮線の

樹木の生育により、景観が阻害されている箇所について、大分県沿道景観保全活用事業を
活用し、景観に阻害している樹木の伐採を実施します。

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

開発行為及び宅地造成に関する工事について、許可審査及び完了検査を行い、良好な
市街地の形成を図るとともに、災害を防止し、安心できる優良な宅地の提供を行います。

都市計画法による開発許可
・平成24年度（25件） ・平成23年度（13件）

宅地造成等規制法による宅地造成許可
・平成24年度（10件） ・平成23年度（13件）

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

128 123 5
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 05 02 1183 旧南小学校跡地活用に要する経費

【事業の目的】

【事業概要】

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

都市政策課

16,905 16,905

旧南小学校の跡地について、民間活力による施設の建設を図ることで、南部地域の活性化を
推進します。また、アクセス道路の整備により、跡地への円滑なアクセス及び跡地周辺の安全
な道路環境の形成を図ります。

・活用方針策定及び公募条件設定委託料 7,931千円
南部地区のまちづくり方針に沿って旧南小学校跡地について活用方針を定め、プロポーザル

方式等による公募のための条件等の設定を行います。

・道路整備計画策定委託料 8,974千円
交通量調査及び交通量推計、道路予備設計などを行い、アクセス道路の整備を含め南部地区

における も望ましい道路整備計画のあり方を検討します。
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 02 03 0460

・道路新設改良事業 12,700千円

・北鉄輪羽室台高校線
・小倉～寺太平線
・芝石本線（測量設計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 02 03 1045

・道路整備事業（補助対象事業）

・野口原実相寺公園道路
・鉄道南北１号線
・志高～野尾原太郎丸線
・八戸荷戸2号線
・山家1号線外

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

道路新設改良（単独事業）に要する経費 都市整備課

【事業の目的】
交通事故の未然防止、市民生活の基盤整備、道路網の整備による観光客の誘致及び安全

安心な街づくりを推進します。

【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。

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

12,962 10,000 2,962

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

地方道路整備（交付金事業）に要する経費 都市整備課

【実施箇所】

 【事業の目的】
車両の走行性、歩行者の安全性の向上、バリアフリー化の推進のため道路を整備します。
また、ＩＣアクセス道路の整備や道路の拡幅を行います。

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

146,298 76,010 55,800 14,488

【実施箇所】

【事業概要】
138,200千円

社会資本整備総合交付金（国土交通省道路局所管）を利用し、歩道の段差解消、バリア
    フリー化を実施し、歩行者の安全確保を行う歩道の整備やＩＣアクセス道路の整備、道路の
    拡幅を行います。
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 02 03 1160

3 － 1

款 項 目 事業

09 02 05 1059

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

県施行負担金 都市整備課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

【事業の目的】
交通事故防止及び市民生活の利便性の向上、文化・産業・経済・観光の発展のため道路

整備を行います。

【事業概要】
・県施行事業（道路改良事業）負担金 19,484千円

19,484 17,200 2,284

・別府山香線
・別府挾間線
・国道500号

総合計画の施策体系 都市環境

国道・県道の改良・舗装新設及び橋りょう新設等を行う県施行事業に係る市町村の分担金を
負担します。

【県施行予定路線】
・別府一の宮線
・東山庄内線

97,500 49,225 36,200 0 12,075

事業名称 所管課

橋りょう長寿命化に要する経費 都市整備課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

社会資本整備総合交付金（国土交通省道路局所管）を利用し、道路橋の老朽化及び劣化
損傷等の危険性が高まる中、耐震性強度、車輛の大型化による設計荷重量引き上げ等に
よる重大事故を防ぐため、年次計画で修繕・改修を行います。

【実施箇所】
 ・測量設計等 17,500千円 （大学橋、宮地谷橋、天満橋）

【事業の目的】
市が管理する道路橋の修繕・改修工事により、地域の道路網の安全性・信頼性を確保

します。

【事業概要】
・橋りょう修繕・改修事業（補助対象事業） 89,500千円

 ・補修工事  80,000千円 （天満橋、桑名２号橋）

【実施経過】
平成２３年度 別府市橋梁長寿命化修繕計画策定
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 04 01 0475

3 － 1

款 項 目 事業

09 04 02 0476 県施行負担金

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

港湾管理に要する経費 都市整備課

【事業の目的】
市が管理する港湾・海岸の施設の維持管理等行います。

【事業概要】
・港湾・施設等管理事業 7,597千円

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

8,604 717 7,887

・負担金 160千円
①日本港湾協会負担金 100千円
②瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会負担金  60千円

総合計画の施策体系 都市環境

①港湾等管理委託料 4,971千円
別府国際観光港多目的広場、亀川浜田町及び古市町の緑地、古市グラウンド、
新若草港内市有地

②施設管理等委託料 2,626千円
餅ケ浜海浜公園環境整備等促進業務（海岸漂着物の処理、ゴミ収集、パトロール）
餅ケ浜桟橋ゲート開閉業務

37,025 31,000 6,025

事業名称 所管課

都市整備課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

県議会で議決）
【事業概要】

・県施行事業（海岸及び港湾）負担金 37,025千円
①海岸保全費負担金（海岸事業） 3,150千円

海岸環境整備事業（関の江地区） 負担率1.4/20
②港湾建設費負担金（港湾事業） 33,875千円

【事業の目的】
大分県が施行する土木事業（海岸及び港湾）に対して、市が負担します。
・地方財政法第２７条第２項（負担金額は市町村の意見を聞き、県議会で議決）
・港湾法第４３条の４（工事によって著しく利益を受けるものに対する負担－

受益者負担）
・海岸法第２８条（第１項：受益者負担、第２項：市町村の意見を聞いた上で

・重要港湾改修事業（北浜地区）   全体事業費  約3,290百万円  進捗率 94％
・港湾環境事業（北浜地区）          全体事業費  約   680百万円  進捗率 16％

重要港湾改修事業（北浜地区） 負担率1.25/10 25,000千円
        統合補助延命化事業（石垣地区）      負担率1/6       2,500千円

港湾環境事業（北浜地区） 負担率1.25/10 6,375千円
【実績等】

平成２５年度末進捗率（事業費ベース）
・海岸環境事業（関の江地区）       全体事業費  約1,765百万円  進捗率 74％

9



 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 04 02 1001

3 － 1

款 項 目 事業

09 04 02 1019

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

国直轄事業負担金 都市整備課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

【事業の目的】
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。
※大分県国直轄港湾工事負担金徴収条例による、負担率は12.5％と規定

【事業概要】
・国直轄事業負担金 100,000千円

100,000 90,000 10,000

・沖防波堤の整備 全体事業費約6,520百万円 進捗率40.3％

別府港湾改修事業（第４埠頭沖防波堤） 負担率1.25/10

【実績等】
平成２５年度末進捗率（事業費ベース）
・平成２０年度 泊地（-10ｍ）完成、平成２１年度 岸壁（-10ｍ）完成

海岸整備に要する経費 都市整備課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

【事業の目的】
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

図るための事業を実施します。

【事業概要】
・餅ケ浜桟橋補修事業 7,929千円

長寿命化計画に基づく餅ケ浜桟橋の補修（桟橋ジョイント部の取替）

10,169 10,169

・漁業施設維持管理事業 1,260千円
桟橋の存続に伴う漁協への負担金

【実績等】
平成２５年度：鋼材の塗装塗替、フェンスの改修
平成２４年度：別府国際観光港多目的広場に注意看板を設置
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 05 01 1162

3 － 1

款 項 目 事業

09 05 02 1142

・平成２５年度 協議会の開催 ２回
    認可説明会 １回

総合計画の施策体系 都市環境

7,023 2 7,021

事業名称 所管課

都市整備総務に要する経費 都市整備課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

①埋設管調査委託 2,233千円
石垣地区の湧水等を処理するために布設された地下埋設管の調査です。

調査予定延長 L＝490ｍ
②埋設管調査工事 3,866千円

石垣地区の湧水等を処理するために布設された地下埋設管調査のための工事です。
調査用人孔設置 N＝4箇所

【事業の目的】
市街地及び道路の整備を行うために必要な調査を実施するとともに、道路関係団体

及び道路整備促進期成会等を通じ、地域内幹線道路等の整備促進活動を行います。

【事業概要】
・石垣地区地下埋設管調査事業 6,099千円

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

亀川地区都市再生整備計画に要する経費 都市整備課

・道路関係団体等負担金 697千円
道路関係団体及び道路整備促進期成会等の活動に係る分担金を負担します。

【実績等】
地下埋設管調査
・平成２４年度 調査延長 L＝690ｍ、調査用人孔設置N＝5箇所
・平成２５年度 調査延長 L＝540ｍ、調査用人孔設置N＝4箇所

【事業の目的】
亀川地区の地域性を活かし、福祉や住民と学生の交流によるまちづくりを行うため、

都市再生整備計画を策定し、事業等の進捗状況や効果の把握（モニタリング調査の実施）
します。

また、事業推進のために設立した「亀川地区まちづくり推進協議会」を定期的に開催

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

92 92

し、協働のまちづくりをめざします。

【事業概要】
・協議会の開催等に係る事務費 92千円

【実績等】
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 05 02 1163

①市姫妙診線及び県道妙診線の詳細設計
②県道妙診線の迂回路整備
③道路用地等買収費用
④物件移転補償費

3 － 1

款 項 目 事業

09 05 02 1164

・亀川駅西口駅前広場整備事業      89,166千円
①広場用地等買収費用
②物件移転補償費
③用地買収等委託費
④付帯工事費

・整備面積 A＝3,000㎡

総合計画の施策体系 都市環境

94,139 24,494 56,900 12,745

事業名称 所管課

亀陽泉会館周辺整備に要する経費 都市整備課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

3,940千円
4,180千円

25,534千円
60,145千円

【事業の目的】
亀川地区都市再生整備計画に基づき、亀陽泉会館の建替えと連携し、亀川地区の拠点

づくりにより、にぎわいの創出を図るための事業を実施します。

【事業概要】
・亀陽泉会館周辺整備事業 93,799千円

・迂回路の整備 L＝40m

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

亀川駅西口駅前広場整備に要する経費 都市整備課

【計画概要】
事業実施期間 ： 平成２５年度から平成２９年度まで
・市道市姫妙診線の拡幅（踏切部を含）L=130m W＝11.5ｍ（2車線、両側歩道）L＝120ｍ
・ポケットパーク整備 A＝600㎡
・駐車場の整備 A＝400㎡

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

89,222 35,324 47,600 6,298

54,000千円
2,322千円

     854千円

【計画概要】
事業実施期間 ： 平成２５年度から平成２９年度まで

【事業の目的】
亀川地区都市再生整備計画に基づき、交通結節機能の強化を図るために、亀川駅西口

駅前広場整備事業を実施します。

【事業概要】

31,990千円
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 08 01 0511

3 － 1

款 項 目 事業

09 08 01 1165

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

県施行負担金 都市整備課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

115,000 0 115,000

・県施行事業（街路改良事業）負担金 115,000千円
街路の改良・新設等を行う県施行事業に係る市町村の分担金を負担します。

【県施行予定路線】
・富士見通南立石線
・山田関の江線

【事業の目的】
別府市の主要な街路事業を大分県と共同で実施することにより、事業の効率化及び

スピードアップを図ります。

【事業概要】

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

山田関の江線外道路整備に要する経費 都市整備課

【事業の目的】
亀川駅西口広場の利便性を向上し、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、利便性を高めるため亀川駅と県道鉄輪亀川線を結ぶ都市計画道路を整備
します。

【事業概要】

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

13,428 6,600 0 6,828

・山田関の江線外整備事業 13,000千円
平成２５年度の予備設計後、平成２６年度より社会資本整備総合交付金（都市局所管

街路事業）を利用し、都市計画道路を整備する予定です。

・都市計画街路 山田関の江線 L=340m
・都市計画街路 亀川駅西線 L=  70m
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 02 01 0455 道路管理に要する経費

3 － 1

款 項 目 事業

09 02 01 0456 市街灯管理に要する経費

［事業の目的］
道路網の整備を図るため、市道に関して路線の指定及び認定、管理、構造、保全、収入に関

する事項を定め運営し、もって交通の発展に寄与し、公共の福祉を増進することを目的として
事業を行います。
 [事業概要]
・道路占用料賦課、徴収業務（通信運搬費、印刷製本費） ３８９千円
道路占用許可事項について使用料を徴収するための事務を行います。

・道路里親制度（消耗品費等） ３２０千円
「べっぷ道路里親制度」に基づく、参加団体の道路清掃活動に伴う消耗品等を支給し地元

の力による道路の維持管理に努めます。

加入団体 平成25年度 ２５団体４２５名
平成24年度 ２３団体３５８名

・寄附に伴う分筆手数料 ７，３５０千円
市道敷等の寄附に伴う境界の確定を行い市道を管理、整備します。

・道路台帳整備事業 ６，３３６千円
道路台帳の補正業務を行い、市道管理を行います。

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

道路河川課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

17,293 10 17,283

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

道路河川課

71,621 71,621

［事業の目的］
交通安全及び防犯に寄与し、公共の福祉を増進するため、市街灯の維持、管理、補修を行い

ます。

[事業概要]
・市街灯電気料金の支払い ５１，３５８千円
別府市内の市街灯の電気料を支払います。

・市街灯補修委託 ２０，０００千円
別府市内に設置してある市街灯について、街灯機器の取替えや修繕を行います。
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 02 02 0457 道路維持に要する経費

3 － 1

款 項 目 事業

09 02 03 0461 県施行負担金

［事業の目的］
舗装、側溝の老朽箇所を早期改修することにより、危険防止及び事故防止を図ります。

[事業概要]
・市道の維持管理 ２３２，０００千円
市道の舗装改修、側溝の新設及び改修等、維持補修を行います。また交通環境の整備並び

  に環境衛 生の向上のために除草、側溝浚渫等を行います。

測量設計等委託料 １１，０００千円
市道維持業務委託料 ２１，０００千円
維持補修等工事費 ２００，０００千円

・北浜地下道清掃委託 １，３５０千円
北浜地下道の維持管理のため清掃等を委託します。

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

道路河川課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

254,657 170,000 84,657

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

道路河川課

660 660

［事業の目的］
急傾斜崩壊危険地区について、急傾斜崩壊対策事業を行います。

[事業概要]
県施行事業に係る市町村負担金 ６６０千円
急傾斜崩壊危険地区について、県施行事業に係る市町村の分担金を負担します。

[県施行予定箇所］
・亀川地区
・浜脇地区

  [実績等］
・平成２３年度 朝見地区（負担金 ８，２５０千円）
・平成２４年度 負担金無し

15



 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 02 04 0468 交通安全施設整備に要する経費

3 － 1

款 項 目 事業

09 03 01 0755 河川管理に要する経費

1,562 1,278 284

［事業の目的］
良好な河川管理を保持し、快適な自然環境の形成を図るため河川管理事務を実施します。

[事業概要]
・河川占用料賦課、徴収事務 １２０千円

普通河川における占用行為を規制し、許可事項については使用料を徴収します。

・河川草刈業務委託 １，２７９千円
県管理河川の朝見川、境川、春木川等についてボランティア団体に除草業務を委託し、

良好な河川環境の維持に努めます。

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

道路河川課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

［事業の目的］
交通安全施設の充実により、安全な市民生活の保障及び観光客の安全を保障するため交通安

全に必要な道路整備を行います。

[事業概要]
交通安全施設工事費等 ２９，７００千円
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。

[実績等]
平成２５年度実績（平成２６年１月現在）
・防護柵設置等 １５４ｍ（９件）
・街路灯設置等 ６２基
・道路反射鏡設置等 ７１基
・区画線設置等 ５，１５８ｍ（１７件）
・道路反射鏡補修等 １１６箇所

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

道路河川課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

29,800 29,800
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 03 02 0801 河川整備に要する経費

3 － 1

款 項 目 事業

09 05 01 1027 駅前広場管理に要する経費

［事業の目的］
河川・水路を整備することにより災害を未然に防止し、生活環境の充実を図ります。

[事業概要]
河川の改修・補修及び浚渫等による整備費 ６，０００千円
普通河川及び市街化区域外の水路について、浚渫、護岸工等を行い維持及び整備を

行います。

・河川しゅんせつ等委託料 ２，０００千円
・河川改修等工事費 ４，０００千円

[実績等]
平成２５年度実績
・平田川、鳴川、冷川等除草委託

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

道路河川課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

6,000 6,000

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

道路河川課

13,685 104 13,581

［事業の目的］
駅前広場等施設利用者の安全性、利便性、快適性の向上及び観光都市の玄関口にふさわしい

景観の維持を図ります。また、駐輪場の無秩序な駐車を防ぎ、効率的な利用を促進することに
より、駅周辺の不法駐車を防ぎます。

[事業概要]

・別府駅駅前広場管理 ６，２７１千円
別府駅駅前広場内や、西口公衆便所の維持管理を行います。また、西口・高架下の自転車

駐車場の維持管理及び放置自転車対策を行います。

・亀川駅駅前広場等管理 ７，４１４千円
亀川駅駅前広場、自由通路及びエレベータの維持管理を行います。また自転車駐車場の維

持管理及び放置自転車対策を行います。
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 07 01 0508 水路整備に要する経費

［事業の目的］
水路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。

 [事業概要]
水路整備事業 ３３，７９４千円

・雨水渠浚せつ等委託料 １６，０００千円
・水路補修等工事費 １７，７９４千円

 [実績等]
平成２５年度実績
・下水渠浚渫点検維持管理委託（北浜１丁目外）
・竹の内１組水路整備工事

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

道路河川課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

36,073 36,073
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 ２ 事業概要（一般会計）

1 － 2

款 項 目 事業

04 01 07 0342 みどり監視員に要する経費

3 － 1

款 項 目 事業

09 06 01 0488 公園緑地総務に要する経費

【事業の目的】
市の良好な自然環境を守るため、別府市環境保全条例第３２条の規定により、みどり

監視員を委嘱し、保護地区、保護樹等良好な自然環境を保護育成します。

【事業概要】
・みどり監視員事業 342千円
市内を９地区に分け、みどり監視員による保護地区、保護樹等の監視、自然環境を

阻害する行為の監視、通報並びに状況の報告、環境緑化の推進と指導等を行います。
また、みどり監視員の知識向上のための研修会を行います。

【実績等】
・監視実施回数（延べ）
平成２４年度 283回
平成２３年度 273回
平成２２年度 210回

総合計画の施策体系 生活環境

事業名称 所管課

公園緑地課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

342 342

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

公園緑地課

474 474 0

【事業の目的】
公園事業の推進のための一般的な事務経費および全国的な協会や連盟に加入し、事業

実施に伴う情報収集等を行います。

【事業概要】
・（一社）日本公園緑地協会負担金 50千円
緑を守り、公園や緑地の整備を推進するため、地方公共団体、法人および個人により

構成されており、引き続き協会に加盟して、各種研修会への参加や情報収集等を行いま
す。

・全国都市公園整備促進協議会負担金 42千円
都市環境の改善と充実のため、都道府県および市町村によって組織されており、引き

続き協議会に加盟し情報収集等を行います。

【実績等】
・各種研修会への参加
平成２５年度 「遊具の日常点検講習会」
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 06 01 0489 都市公園維持管理に要する経費

3 － 1

款 項 目 事業

09 06 01 0491 街路樹維持管理に要する経費

【事業の目的】
住民及び観光客が安心・快適に公園を利用できるよう、維持管理を行います。

【事業概要】
・光熱水費 17,927千円
市内各公園の電気および上下水道使用料です。

・各公園施設維持管理事業 83,046千円
市内各公園の草刈、芝生管理、樹木管理等を委託して実施します。

・各公園施設維持補修事業 21,600千円
市内各公園の施設（ベンチ、フェンス、遊具等）を維持補修するための工事費です。

【実績等】
・平成２４年度末 公園数 １６７公園 （８７．９３ha）

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

公園緑地課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

148,215 5,576 142,639

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

公園緑地課

24,808 24,808

【事業の目的】
都市基盤の中心をなす街路を、より潤いのある調和のとれたものにするため、必要な

維持管理を行います。

【事業概要】
・街路樹等維持管理事業 24,808千円
市内全域の市道の街路樹の剪定、消毒、その他の維持管理を委託して実施します。

【実績等】
・街路樹維持管理委託料（平成２４年度） 19,895千円

（主な路線）
・鉄道南北1号線
・富士見通鳥居線
・別府駅前原線
・都市計画街路～旧坊主別府線
・朝見北石垣線
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 06 01 0492 公園愛護会に要する経費

3 － 1

款 項 目 事業

09 06 02 0494 普及啓発活動に要する経費

【事業の目的】
公園の美化と公園施設の愛護精神の高揚を図るため、公園愛護会に清掃活動を実施して

いただきます。

【事業概要】
・公園愛護会事業 4,077千円
公園周辺の自治会等で公園愛護会組織を結成してもらい、公園の清掃活動をしていただ

く謝礼として、公園数および面積に応じて、謝礼金を支払います。
また、公園愛護会が清掃を実施するためのごみ袋、熊手等を支給します。

【実績等】
・愛護会団体、対象公園数
平成２４年度 ６７団体、１０２公園
平成２３年度 ６６団体、１０２公園
平成２２年度 ６５団体、１００公園

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

公園緑地課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

4,077 4,077

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

公園緑地課

174 174

【事業の目的】
市民と一体となって観光都市別府の美しい街づくりを進めていくため、市民ひとり

ひとりが花を身近に感じる心、愛する心を育て美しく明るい「フラワーシティ別府」
の創造を目指します。

【事業概要】
・ガーデニング教室 15千円
「ガーデニング教室」を年４回（うち３回を外部講師に依頼）、開催しております。

・苗木、花苗 無料配布 159千円
春（温泉祭）と秋（農業祭）の年２回、苗木、花苗の無料配布を実施しております。

【実績等】
・ガーデニング教室（平成２４年度）

開催数 全４回、延べ参加人数 ６４名
・苗木、花苗 無料配布（平成２５年度）

平成２５年春（温泉祭） ※荒天のため、配布中止
平成２５年秋（農業祭） （苗木）１７種 ３９０本
※苗木配布本数には県より無償提供されている本数を含んでおります。
※農業祭では、（一社）別府市緑化協会が同時に花苗の配布を実施しております。
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 06 02 0495 植栽管理に要する経費

5 － 1

款 項 目 事業

09 06 02 0496 神楽女湖菖蒲園に要する経費

【事業の目的】
修景の整備と美しいまちづくりの推進のため、市民だけでなく観光客も豊かさを感じる

環境整備を目指します。

【事業概要】
・花き植栽管理事業 30,927千円
別府市全体をひとつの公園として考え、公園、市有地等に花を植栽し、四季の花を楽し

めるよう面的整備を行います。
・花苗配布事業  2,900千円
年３回、自治会へ花苗を配布し、自治会等が管理する公共的な花壇へ植えてもらいま

す。
・花壇植栽等整備事業  1,542千円
公園の土入れ替え工事を行います。

【実績等】
・植栽管理委託料（平成２４年度） 27,424千円

別府公園 、春木川フラワーパーク 外
・花苗配布本数（平成２４年度）

36,962本、109町

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

公園緑地課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

41,109 41,109

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 観光・交流

事業名称 所管課

公園緑地課

12,039 12,039

【事業の目的】
観光振興に貢献するため、別府市を代表する観光名所である神楽女湖菖蒲園の花菖蒲を

適切に維持管理します。

【事業概要】
・神楽女湖菖蒲園維持管理事業 11,273千円

高原部の観光資源として、観光客誘致に貢献するため、花菖蒲の維持管理（株分け・
消毒等）を行います。また、花菖蒲の無料配布を実施します。

※花菖蒲は数年植え替えずにいると、株が衰弱し、消滅するという性質があるため、
３年毎に株分けをして、株を若返らせる必要があります。毎年、花菖蒲の観賞会
を行うため、見栄えを考慮して株分けの箇所を変更しています。

【実績等】
・神楽女湖菖蒲園維持管理委託料（平成２４年度） 5,451千円

・花菖蒲無料配布（平成２５年度）  132名
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 06 03 0499 実相寺中央公園整備に要する経費

3 － 1

款 項 目 事業

09 06 03 0500 鉄輪地獄地帯公園整備に要する経費

【事業の目的】
実相寺山を中心とした運動公園として、市民の体力増進や心身の憩いの場だけでなく、

スポーツ観光の推進のため、整備を行います。

【事業概要】
・市民球場防球ネット整備事業 171,772千円

硬式野球ができる安全な環境を整備するため、市民球場に防球ネットを設置します。
・パークゴルフ場開設準備事業  27,947千円

実相寺中央公園に整備するパークゴルフ場の開設に向けての準備をします。

【実績等】
・パークゴルフ場整備事業 （平成２３年度～平成２５年度）

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

公園緑地課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

199,719 70,000 129,719

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

公園緑地課

37,625 30,622 7,003

【事業の目的】
鉄輪地獄地帯公園内にドッグランを整備し、一般の公園利用者と愛犬家、双方の公園利

用の快適性及び利便性を向上させます。

【事業概要】
・ドッグラン施設整備事業 37,625千円

鉄輪地獄地帯公園内の東側の駐車場隣接部分、約2,700㎡の敷地に大型犬や小型犬等
にゾーン分けしたドッグランエリアを整備します。別府市ならではの特徴的な施設とし
て、犬用の足湯を整備し、別府市民だけでなく、観光客の方にも来ていただけるような
施設を整備します。
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 06 03 1060 馬場公園整備に要する経費

3 － 1

款 項 目 事業

09 06 03 1184 浜田公園整備に要する経費

【事業の目的】
事業認可を受けている未整備部分について、住民の憩いの場として整備します。

【事業概要】
・馬場公園整備事業 24,310千円

事業認可を受けている残地を購入します。

【実績等】
・馬場公園整備事業 （平成２１年度～平成２３年度）

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

公園緑地課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

24,310 24,310

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

公園緑地課

3,567 1,426 1,900 0 241

【事業の目的】
亀川地区都市再生整備計画の基幹事業として、浜田公園の改修を行います。改修を行う

ことで、利便性を向上させ、地区の基幹的な公園として、活性化に寄与することを目指し
ます。

【事業概要】
・浜田公園整備事業 3,567千円

浜田公園を改修するため、測量設計を行います。
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 09 01 0517 市営住宅管理に要する経費

【事業の目的】

【事業内容】

・現在管理している2,643戸（平成25年4月1日現在）の市営住宅により、住宅に困窮されている

方の支援を行う。

・経年劣化の住宅の各種修繕に取り組み、既設住宅の維持管理を行う。
・未納家賃の滞納整理を行い、円滑な管理運営を図る。

【実施方法等・実績等】
平成24年度修繕料当初予算額 9,000千円
平成25年度修繕料当初予算額 9,000千円

3 － 1

款 項 目 事業

09 09 02 0518 市営住宅整備に要する経費

【事業の目的】

【事業内容】
・営繕工事費（空家募集修繕等） 68,500千円

・施設整備工事費（外壁剥離防止工事、住宅解体工事等） 60,640千円

・給排水整備工事費（住戸内給水設備改修工事、揚水設備改修工事等） 60,761千円

・電気設備整備工事費（テレビ共聴設備改修工事等） 16,173千円

・公共下水道敷設工事費（竹の内住宅公共下水道接続工事） 25,724千円

住宅に困窮する市民に対して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を低廉な家賃で
賃貸することにより、生活の安定と社会福祉の増進に寄与します。

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

建築住宅課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

44,212 4,295 0 39,836 81

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

建築住宅課

257,678 38,962 25,400 193,316 0

現在管理している市営住宅の大半が、昭和４０年から５０年代に建設されたもので、施
設等の老朽化が進んでいる状況があり、これらの住宅の保全と適切な維持管理を行うた
め、住環境の整備を行います。
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 02 03 0880 道路改良に要する経費

[事業の概要]
 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。

[事業内容］
 ①道路改良工事費 ２，０００千円

 公共下水道工事に伴い付帯舗装工事を行います。

[実績等］
 平成２３年度 桜ヶ丘６組、東荘園４丁目３組、東荘園３丁目６組、石垣西９丁目

 鶴見７組、石垣地区
 ６箇所 １，２７６千円
     平成２４年度 亀川中央町２０番、２３番、新別府５組、実相寺３組５、荘園９組２
 浜脇３丁目１番、中須賀東町１０組、上人仲町２番
 ８箇所 ９７０千円

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

下水道課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2,000 2,000
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 ２ 事業概要（特別会計）

所管課

【歳入歳出予算】

款 款

01 分担金及び負担金 01 総務費

02 使用料及び手数料 02 施設整備費

03 国庫支出金 03 公債費

04 県支出金 04 予備費

05 財産収入

06 寄附金

07 繰入金

08 諸収入

09 市債

10 繰越金

14,824 662,032

特別会計名 公共下水道事業特別会計 下水道課

予算額 予算額

1,204,310 1,097,100

450,100 828,526

8,713 1,342

201

1

242,066

1,485

554,300

113,000

歳入 計 2,589,000 歳出 計 2,589,000

［事業内容］

①使用料賦課徴収に要する経費 ６７，０３２千円
下水道の維持管理運営に充てるため、下水道使用料賦課徴収を行います。

②受益者負担金賦課徴収に要する経費 ３，１６５千円
下水道施設建設の財源を確保するため、下水道事業によって著しく利益を受ける受益

者に対して負担金の賦課徴収を行います。

③処理場等の維持管理に要する経費 ４２１，８８８千円
公共用水域の水質保全を図るため、中央浄化センター及び各中継ポンプ場の運転管理

業務及び施設の保守点検業務を行っています。

④管渠の整備に要する経費 ４２６，８００千円
下水道施設（汚水・雨水管渠及びポンプ場）の拡充・更新整備を図るための工事等を

行っています。

⑤処理場の施設整備に要する経費 ５５０，３００千円
処理場の機能保全を図るため、機能高度化や増設、更新工事を行っています。

⑥雨水渠に要する経費 １２０，０００千円
下水道認可区域内の雨水渠の整備を行っています。

⑦一般会計繰入金 ２４２，０６５千円
雨水公費、汚水私費の原則で、一般会計が負担することとされている経費について、

総務省通知による繰出し基準に基づき、一般会計から繰入れしています。
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 01 01 0716 建築指導事務に要する経費

【事業の目的】

【事業概要】

①確認申請における建築構造審査適合判定手数料 2,751千円

②指定道路管理システムの保守委託料 972千円

③指定道路管理システムサーバ更新業務委託料 2,808千円

【実施方法等・実績等】

年度 件数 金額 件数 金額 件数 金額
H22 138 6,573 17 684 86 2,572
H23 112 4,249 16 516 90 2,349
H24 125 4,492 8 215 87 2,461

3 － 1

款 項 目 事業

09 01 01 0753 住宅金融支援機構受託事務に要する経費

【事業の目的】

【事業概要】
・住宅金融支援機構受託事務事業

建築基準法に基づく建築物の建築確認、中間検査、完了検査等を行うことにより、建築物の
安全や環境衛生を確保するとともに、違反建築物の是正指導を行い、市民の生命・健康・財産
を守ります。

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

建築指導課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

9,602 166 0 7,197 2,239

0

（単位：千円）
建築確認 中間検査 完了検査

住宅金融支援機構法に基づく災害復興住宅融資に際して、住宅金融支援機構に代わって
設計審査及び現場審査を行い、融資対象物件としての適否を判定します。

住宅金融支援機構の設計審査及び現場審査等を通し、耐久・耐震性のある良質な住宅の
市場への供給を行います。

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

建築指導課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

1 0 0 1

28



 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 01 01 1026 住宅等耐震診断・耐震改修等に要する経費

【事業の目的】

【事業概要】
①木造住宅耐震診断補助事業 450千円（15件）

②木造住宅耐震改修補助事業 9,000千円（15件）

【実施方法等・実績等】
件数

診断 5件
改修 2件
診断 9件
改修 12件
診断 12件
改修 10件

木造住宅耐震診断補助事業と木造住宅耐震改修補助事業を組合せ、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。

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

建築指導課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

9,450 7,087 0 2,363

平成19年度から既存木造住宅の耐震診断に要する費用の一部補助を行っています。
（耐震診断費用の2/3の額 上限3万円）

平成20年度から既存木造住宅の耐震改修に要する費用の一部補助を行っています。
（耐震改修費用の1/2の額 上限80万円予定）

（単位：千円）
区 分 工事額 補助対象額 補助額 市負担額

H22
229 216 143 36

4,558 2,400 1,200 330

H23
553 393 261 66

25,903 14,380 7,190 1,798

H24
561 525 349 87

17,836 11,295 5,640 1,410
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 ２ 事業概要（一般会計）

3 － 1

款 項 目 事業

09 01 01 1182 大規模建築物耐震診断・耐震改修等に要する経費

【事業の目的】

【事業概要】

①大規模建築物耐震診断補助事業 83,185千円（10棟）

②大規模建築物耐震補強計画及び補強設計補助事業 115,848千円（10棟）

③大規模建築物耐震改修補助事業 101,354千円 （2棟）

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 都市環境

事業名称 所管課

建築指導課

大規模建築物の耐震診断に要する費用の補助を行います。

大規模建築物の耐震補強設計に要する費用の補助を行います。

大規模建築物の耐震改修に要する費用の補助を行います。

300,387 189,998 0 0 110,389

改正耐震改修促進法により、耐震診断の義務付けがなされた大規模建築物の耐震診断・補強設
計・耐震改修を促進することで、地震に対する安全性の向上をはかります。
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