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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２７年度

予算額
平成２６年度

予算額
増減額

76,415 28,650 47,765

19,842 15,956 3,886

623,155 608,024 15,131

（２）特別会計予算額 ［単位：千円］
平成２７年度

予算額
平成２６年度

予算額
増減額

（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
人と猫が共生するまちづくり
推進事業

1-2 3,768

人と猫が共生するまちづくり
に要する経費

生活環境 環境課

し尿処理場春木苑施設整備事
業

1-2 33,870

し尿処理場春木苑施設整備に
要する経費

生活環境 環境課

生活環境部

事業概要

施設の更新のため、地質調査業務及
び発注支援業務等を実施します。

飼い主のいない猫の不妊去勢手術に
かかる費用の助成を行うため、助成
金の交付要綱と活動指針を制定し、
実施します。

課名

市民課

人権同和教育啓発課

環境課
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 ２　事業概要（一般会計）

7 － 1

款 項 目 事業

02 01 01 0109

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

7 － 1

款 項 目 事業

02 01 01 0110

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

総合計画の施策体系 市政運営

総合計画の施策体系 市政運営

予算額

1,517

地方債

所管課

市民課

事業名称

その他 一般財源

1,517

4,537

市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

　市民生活の充実向上と住民の便宜を図ることを目的としています。

　市民課業務としての住民異動届の受付、戸籍届出書の受理、各種証明書の交付、印鑑
登録事務等のほか、税・保険年金・福祉関連等、多岐にわたる業務について取扱いをし
ています。なお、出張所の施設はＪＡべっぷ日出朝日出張所内の一部を賃借していま
す。

　平成２５年度取扱件数　２５，８１６件

亀川出張所事務に要する経費

　市民生活の充実向上と住民の便宜を図ることを目的としています。

　市民課業務としての住民異動届の受付、戸籍届出書の受理、各種証明書の交付、印鑑
登録事務等のほか、税・保険年金・福祉関連等、多岐にわたる業務について取扱いをし
ています。

　平成２５年度取扱件数　２４，９２７件

朝日出張所事務に要する経費

国県支出金

事業名称 所管課

4,537

 2



 ２　事業概要（一般会計）

7 － 1

款 項 目 事業

02 01 01 0111

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

7 － 1

款 項 目 事業

02 01 07 1187

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

総合計画の施策体系 市政運営

事業名称 所管課

市民課南部出張所事務に要する経費

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

　「住民の利便性の向上」「公平・公正な社会」を実現する、社会保障・税番号制度の
確実な運用を図る基盤となる個人番号の付番を行います。

　平成２７年１０月に予定されている個人番号付番の通知に向け、個人番号の生成・付
番等を行うために必要な運用開始前の総合的なテストやシステム連携テストを行いま
す。
　平成２８年１月から個人番号カードの交付が開始される予定です。

　平成２６年度は住民基本台帳システムの改修を行っています。

48,084 45,291 2,793

　市民生活の充実向上と住民の便宜を図ることを目的としています。

　市民課業務としての住民異動届の受付、戸籍届出書の受理、各種証明書の交付、印鑑
登録事務等のほか、税・保険年金・福祉関連等、多岐にわたる業務について取扱いをし
ています。

　平成２５年度取扱件数　１９，７４４件

社会保障・税番号制度導入に要する経費

3,226 3,226

総合計画の施策体系 市政運営

事業名称 所管課

市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２　事業概要（一般会計）

7 － 1

款 項 目 事業

02 01 12 0993

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

7 － 1

款 項 目 事業

02 03 01 0177

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

総合計画の施策体系 市政運営

事業名称 所管課

市民課

その他 一般財源

19

交通災害共済に要する経費

　交通事故による災害を受けた人を救済するための共済制度への加入により、市民の生
活の安定と福祉の増進に寄与することを目的としています。

　別府市に住民登録している人を対象に大分県交通災害共済の加入者を募り、この加入
者に対し、万一の交通事故による通院等に対し見舞金を支給します。

　平成２５年度加入者数　２，３１３人

市民課事務に要する経費

27

　窓口業務の発展向上や適正な事務処理を目的とした会議への参加、及び日常業務を行
うために必要な書籍・事務用品等を購入することにより、窓口業務の効率・円滑化を図
ります。

　平成２５年度その他諸証明件数　　　　１，３３６件
　九州管内都市市民課主管者会議出席　　　　　　１名

総合計画の施策体系 市政運営

事業名称 所管課

市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

　窓口業務の効率・円滑化を図り、住民サービスの向上を目指します。

2,729 2,710

27 0

予算額 国県支出金 地方債
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 ２　事業概要（一般会計）

7 － 1

款 項 目 事業

02 03 01 0178

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

7 － 1

款 項 目 事業

02 03 01 0179

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

総合計画の施策体系 市政運営

事業名称 所管課

市民課

その他 一般財源

0

住民基本台帳事務に要する経費

　住民の居住関係の公証、及び住所に関する異動届出等の簡素化を図ります。
　住民に関する記録の適正な管理を行い住民の利便性を高めることを目的としていま
す。

　住民異動届の受付、住民基本台帳への記録、及び住民票の写し等の交付事務を行いま
す。

　平成２５年度住民異動等取扱件数　　１５，３９６件
　平成２５年度住民票写し等交付件数　５４，８１１件

戸籍事務に要する経費

688

　戸籍届出の受付、記載、及び戸籍関係証明書の交付事務を行います。
　火葬をしようとする者に火（埋）葬許可証を交付します。

　平成２５年度戸籍関係届出等件数　　６，６６３件
　平成２５年度戸籍関係交付件数　　２２，２６７件

総合計画の施策体系 市政運営

事業名称 所管課

市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

　戸籍に関する事実の報告、及び人の相互関係の形成を目的とした届出を受理する等、
戸籍の記載に関する事務を行い、日本国民の国籍と親族関係を登録・公証します。

2,718 2,718

688 0

予算額 国県支出金 地方債
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 ２　事業概要（一般会計）

7 － 1

款 項 目 事業

02 03 01 0180

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

7 － 1

款 項 目 事業

02 03 01 0182

【事業の目的】

【事業内容】

【対象者数】

総合計画の施策体系 市政運営

事業名称 所管課

市民課

その他 一般財源

0

印鑑登録事務に要する経費

　印鑑を登録することにより、印鑑の印影を公に証明することができ、住民の日常生活
の権利及び取引の安全を守り、事故を防止することを目的とします。

　印鑑の登録及び証明書の交付事務を行います。

　平成２５年度末印鑑登録者数　　　　　７７，９１１人
　平成２５年度印鑑登録証明書交付件数　３０，６９２件
　平成２５年度印鑑登録再登録件数　　　　１，９３６件

外国人住民事務に要する経費

337

　適法に在留する外国人住民の住居地届出受理による住民基本台帳への記録を行いま
す。

　平成２６年３月末外国人登録者数　３，６８６人

総合計画の施策体系 市政運営

事業名称 所管課

市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

　別府市に住民登録されている外国人住民への利便の増進を図ります。

153 30 123

337 0

予算額 国県支出金 地方債
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 ２　事業概要（一般会計）

7 － 1

款 項 目 事業

02 03 01 0183

【事業の目的】

【事業内容】

【状況等】

7 － 1

款 項 目 事業

02 03 01 0184

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

総合計画の施策体系 市政運営

事業名称 所管課

市民課

その他 一般財源

0

その他市民課事務に要する経費

　窓口の効率・円滑化を図り、住民サービスの向上を図ることを目的としています。
　別府市に委託された葬斎場の使用許可、使用料の徴収等の業務を遂行します。

　県内他市町の住民票、印鑑登録、戸籍等を交付できる「おおいた広域窓口サービス」
を行います。
　葬斎場使用料の徴収及び徴収した使用料の納付を別杵速見地域広域市町村圏事務組合
秋草葬斎場受託事務として行います。

　おおいた広域窓口サービスは、平成２７年１月現在県内１５市町が参加しています。
　平成２７年度には豊後高田市が新たに参加予定です。

住居表示に要する経費

10,062

　住居表示に関する法律及び住居表示に関する条例に基づき、新築届による住居番号の
付番等の業務や新旧住所の証明書の交付をしています。

　平成２５年度住居表示件数　１１２件

総合計画の施策体系 市政運営

事業名称 所管課

市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

　合理的な住居表示を実施することで、市民生活の利便性や緊急車両の効率性等の向上
に資することを目的としています。

37 37

10,062 0

予算額 国県支出金 地方債
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 ２　事業概要（一般会計）

7 － 1

款 項 目 事業

02 03 01 0902

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

7 － 1

款 項 目 事業

02 03 01 1035

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

総合計画の施策体系 市政運営

事業名称 所管課

市民課

その他 一般財源

0

住民基本台帳ネットワークシステムに要する経費

　住民基本台帳の全国ネットワーク化により、住民負担の軽減とサービスの向上、及び
国・地方を通じた行政事務の効率・簡素化を図ります。

　住民基本台帳カードを利用した転入転出の手続き、及び住民票の広域交付等の事務を
取り扱います。平成２８年１月より個人番号カードが発行されることから、平成２７年
１２月末をもって住民基本台帳カードの発行は終了します。
　公的個人認証サービスの利用に必要な電子証明書の交付事務を行います。

　平成２５年度住基カード発行枚数　７１３枚
　平成２５年度末累計有効枚数　６，５９４枚
　平成２５年度電子証明書発行件数　２３９件
　平成２５年度末累計有効件数　　　６３０件

パスポート事務に要する経費

475 12

　旅券の発給等に関する申請受理、交付及びそれに伴う事務を行います。

　平成２５年度申請件数　１，７２９件

総合計画の施策体系 市政運営

事業名称 所管課

市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

　住民基本台帳担当課に旅券の受付交付窓口を設け、申請時における必要関係書類（戸
籍謄(抄）本）の取得と旅券申請窓口を一元化することにより、住民にとっての利便性向
上を図ることを目的としています。

1,695 1,695

463 0

予算額 国県支出金 地方債
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 ２　事業概要（一般会計）

7 － 1

款 項 目 事業

02 05 02 0196

【事業の目的】

【事業内容】

総合計画の施策体系 市政運営

事業名称 所管課

市民課人口動態調査に要する経費

0

　統計法による基幹統計として人口動態の状況を把握し、人口及び厚生行政政策の基礎
資料に資することを目的としています。

　戸籍の届出を受けた出生・死亡・婚姻・離婚等についての調査票を作成して、毎月２
回県（保健所）へ報告しています。

その他 一般財源予算額 国県支出金 地方債

130 130
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 ２　事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

03 01 04 0257 人権同和対策に要する経費

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 08 0647 学校人権同和教育推進に要する経費

　
 【事業の目的】
　　　　基本的人権が等しく尊重される社会を希求し、団体、協議会等と連携し、人権教育・
　　　人権啓発の諸施策を推進することにより、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解消
　　　に努めます。
　
 【事業内容】
　　　　人権同和対策に関する協議会の推進及び審議会の運営です。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。

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

人権同和教育啓発課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

9,796 9,796

　
 【事業の目的】
　　　　学校における人権・同和教育を系統的・計画的に推進し、児童・生徒の人権を尊重す
　　　る態度や実践力の育成を目指します。
　
 【事業内容】
　　　　学校教育における人権・同和教育推進及び推進体制の充実を図ります。
　
 【実施方法等・実績等】
　　　　平成26年度は人権教育主任会5回に212名、学校人権研修として管理職研修2回に57
　　　 名、教職員・保護者対象の研修12回に521名の参加がありました。
　　　　市内すべての小・中学校において取り組まれた人権作品のうち市への提出は、人権
　　　作文112点、人権標語283点、人権ポスター121点　計516点です。
　

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

人権同和教育啓発課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

1,944 1,944
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 ２　事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 08 0648 人権教育総合推進に要する経費

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 08 0649 就学奨励に要する経費

　【事業の目的】
　　　　市民を対象にした人権問題に対する学習機会の拡充を図るために、あらゆる差別を
　　　なくすための人権教育・人権啓発の諸施策を継続して行います。
　
　【事業内容】
　　　　あらゆる差別をなくすための取組として市民対象の講座や企業・団体の研修等を推
　　　進します。
　
　【実施方法等・実績等】
　　　　主な事業としては、「身近な人権講座」（一般市民対象）年9回、「人権教育学級」
　　　（ＰＴＡ対象）年7回、じんけんフィルムふれあいフェスタ（主にこども対象）5会場
　　　を開催しました。また、企業・団体研修等の各種研修の実績は以下のとおりです。

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

人権同和教育啓発課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

5,064 5,064

研修回数（回） 受講人数（人）
平成23年度 110 5,053
平成24年度 114 4,931
平成25年度 171 6,541

 
　【事業の目的】
　　　　就学保障・教育の充実を目的に貸与された大分県地域改善対策奨学金の免除及び猶
　　　予申請の機会を債務者へ提供します。

　【事業内容】
　　　　大分県より権限移譲された（旧）大分県地域改善対策奨学金等貸与条例及び大分県
　　　の事務処理の特例に関する条例にかかる事務を行います。
　
　【実施方法等・実績等】
　　　　平成26年度は高校・大学進学奨学金返還事務対象者は4件です。
　　　　専修学校等技能修得奨学金返還事務対象者は1件です。

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

人権同和教育啓発課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

17 17 0

 11



 ２　事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 08 0650 人権啓発センター管理運営に要する経費

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 08 0884 地域人権啓発活動活性化に要する経費

　【事業の目的】
　　　　同和問題をはじめとしたさまざまな人権問題の解消を図るために、教育啓発事業等
　　　を展開し、人権尊重のまちづくりを目指します。
　
　【事業内容】
　　　　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。
　
　【実施方法等・実績等】
　　　　　毎週水曜日、春木っ子学習室（年間33回)、人権サークルふれあい(年7回）、
　　　　人権ミニ講座（年4回）を開催しました。
　　　　　人権ライブラリーの啓発教材の貸出を行い、市民の人権意識の向上に努めました。
　　　　　平成26年度も、大分県隣保館運営費補助金の広域隣保活動費1,209千円（県支出
　　　　金）が、本事業に充当される予定です。

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

人権同和教育啓発課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2,706 1 2,705

　【事業の目的】
　　　　市民の人権問題に対する正しい認識を深め、人権のまちづくりを推進します。
　
　【事業内容】
　　　　人権啓発活動地方委託事業により、小中学校の１校を対象に「人権の花運動」を実
　　　施するほか、地域住民に対し、啓発活動を実施します。
　
　【実施方法等・実績等】
　　　　　8月22日にビーコンプラザ国際会議室にて、講師　国立療養所星塚敬愛園大分県人
　　　　会会長　白根九州男氏　人権擁護委員　渡邉明子氏 「ふるさとははるかに遠く」～
　　　　ハンセン病強制隔離政策がもたらしたもの～の演題で「差別をなくす市民の集い」を
　　　　開催し、470名の参加者でした。
　

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

人権同和教育啓発課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

315 315 0
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 ２　事業概要（一般会計）

1 － 2

款 項 目 事業

02 01 07 1168 新エネルギーの普及促進に要する経費

3 － 2

款 項 目 事業

04 01 01 1057 大所飲料水供給施設管理運営に要する経費

361 361

【事業の目的】
　別府市地域の新エネルギーのポテンシャル調査による基礎データを基に、本市の地域特性に
合致した新エネルギーの創出と、その導入に向けた促進策の展開を行い、有識者による検討委
員会の協議を経て本市の新エネルギービジョンを策定し、スマートコミュニティ構想を目指し
ます。

【事業内容】
  新エネルギービジョン推進委員会の開催など　361千円
　平成２６年度に策定された新エネルギービジョンを基に新エネルギー導入促進を図るととも
に、新エネルギーに係わる制度整備を図るため新エネルギービジョン推進委員会（６回予定）
を開催します。

総合計画の施策体系 生活環境

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

3,922 887 3,035

【事業の目的】
　大所飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例及び同施行規則に基づき、大所地区水道施
設を適正に管理運営し、安全な飲料水を長期的に安定供給できるよう努めます。

【事業内容】
　主な事業は、施設点検業務委託（1,536千円）、機械設備保守点検業務委託（935千円）、水
質検査手数料（325千円）、その他は電気代等の光熱水費や草刈業務等の経費です。
　使用料(給水料金)賦課収入は（882千円）の予定です。

【実績等】
　　平成23年度　2,941千円
　　平成24年度　3,087千円
　　平成25年度　3,040千円
　　平成26年度　3,790千円（見込み）

総合計画の施策体系 水道

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２　事業概要（一般会計）

3 － 2

款 項 目 事業

04 01 01 1155 専用水道・飲用井戸等に要する経費

1 － 2

款 項 目 事業

04 01 03 0320 環境衛生に要する経費

109 109

【事業の目的】
　水道法第3条第6項に基づく専用水道及び水道法で規制を受けない飲用井戸等の適正管理、水
質に関する定期的な検査、汚染時における措置及び汚染防止策についての指導監督を図りま
す。

【事業内容】
①立入検査や現地確認作業　53千円
　水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査し、水道の工事現場、事務所若
しくは水道施設のある場所を調査します。
②緊急時の対応　56千円（委託料）
　万一、水質汚染事故が発生した際の原因調査に要する経費で、水質分析業者に分析を委託し
ます。

【実績等】
　　平成25年度　 48千円
　　平成26年度　114千円（決算見込み）

総合計画の施策体系 水道

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

4,312 4,312

【事業の目的】
　市内全域を対象に、カ､ハエ等の衛生害虫を駆除することで、伝染病の発生を未然に防止し
ます。

【事業内容】
①殺虫剤散布器具の貸し出し、薬剤の無料配布　3,972千円
　殺虫剤散布の自主作業を希望する自治会に対し、散布作業用の機材を無料で貸し出すと同時
に、その際に使用する薬剤についても無料で配布します。また、平成26年度以降廃止となった
煙霧殺虫委託業務の代替措置として、引き続き、希望する自治会に対して発泡錠剤を無料配布
します。
②その他、管理に係る費用　340千円
　当該事業に使用する車両の維持管理等を行います。

【実績等】
　　　　　　　　　決算額　　　　　　　業務委託町数　薬剤配布町数　器具の貸出台数
　　平成23年度　5,935千円　　　　　　　 　120町　　　　　－　　　　　　143台
　　平成24年度　5,717千円　　　　　　　 　120町　　　　　－　　　　　　148台
　　平成25年度　6,633千円          　　 　121町　　　　　－　　　　　　175台
　　平成26年度　2,453千円（見込み）　　 　廃止　　　　　77町　　　　　 176台

総合計画の施策体系 生活環境

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２　事業概要（一般会計）

1 － 2

款 項 目 事業

04 01 03 0321 狂犬病予防に要する経費

1 － 2

款 項 目 事業

04 01 06 0336 墓地管理に要する経費

1,316 1,316 0

【事業の目的】
　狂犬病予防法に基づき、犬の登録事務及び狂犬病予防注射等の管理事務を獣医師会と連携し
て行い、狂犬病の発生を未然に防止します。また、犬の飼い主に対し、飼い主としてのマナー
を啓発します

【事業内容】
①犬の登録及び予防注射等管理業務　1,238千円
　犬の登録及び予防注射についての情報を管理します。また、動物病院での予防注射時に犬の
登録も同時に行えるよう、登録事務の一部を動物病院に委託します。
②動物愛護、飼育等に係るマナー啓発　78千円
　市報掲載、啓発物品の配布、犬のしつけ方教室等による啓発活動を行います。

【実績等】
　　　　　　　　　決算額　　　　　　　犬の頭数　　注射頭数　　注射率（％）
　　平成23年度　1,348千円　　　　　　　6,810　　　　3,957　　　58.1
　　平成24年度　1,294千円　　　　　　　6,574　　　　3,819　　　58.1
　　平成25年度　1,269千円　　　　　　　6,652　　　　3,633　　　54.6
　　平成26年度　1,343千円（見込み）　　6,606　　　　3,538　　　53.5（12月末日現在）

総合計画の施策体系 生活環境

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

6,433 680 5,753

【事業の目的】
　墓地、埋葬等に関する法律に基づく墓地管理業務を行い、市営墓地（５箇所）の墓地使用者
が、支障なく埋蔵及び収蔵を行えるよう維持・管理すると共に、墓参者のために墓地内の環境
を整えます。
【事業内容】
　墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可に関する事務を行います。
　市営墓地の埋蔵・収蔵及び墓参が快適に行えるように、墓地内の通路の除草・清掃及びごみ
集積所からのごみ回収作業、墓地内樹木の剪定・伐採、給水設備及びトイレの維持管理等を行
います。
　また、年に１回墓地区画の使用者募集（公募）を行い、墓地使用者を決定して墓地使用料を
徴収します。

【実績等】墓地に係る申請手続等実績
　　　　　　　　　　　　平成24年度　　　　平成25年度
　継承申請　　　　　　　　　85件　　　　　　　73件
　改葬手続　　　　　　　　　34件　　　　　　　61件
　工事届出　　　　　　　　　29件　　　　　　　31件
　返還届出　　　　　　　　　13件　　　　　　　16件
　使用許可申請（うち公募）　16件（9件）　　　 20件（7件）
　使用者住所変更等　　　　　 5件　　　　　　　 3件

総合計画の施策体系 生活環境

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２　事業概要（一般会計）

1 － 2

款 項 目 事業

04 01 07 0338 環境保全審議会・環境監視員に要する経費

1 － 1

款 項 目 事業

04 01 07 0339 快適環境推進に要する経費

903 903

【事業の目的】
　別府市環境保全条例第108条に基づく環境保全審議会及び同条例第9条に基づく環境監視員制
度により、別府市地域の環境保全を推進するため調査審議、又は地域環境の把握及び監視に努
めます。

【事業内容】
①環境保全審議会の調査審議　269千円
　別府市地域の自然環境及び生活環境の保全に係る重要な事項を調査審議します。

②環境監視員による環境監視パトロールの実施　634千円
　地域環境の変化を捉え、公害の未然防止や不良個所等の早期発見、早期対応を行うために、
校区内の環境監視パトロールを行います。
　
【事業関係者】
　環境保全審議会委員　18名
　環境監視員　　　　　17名

総合計画の施策体系 生活環境

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

3,242 3,242

【事業の目的】
　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。

【事業内容】
①公害防止対策　2,539千円
　公害を監視するための環境モニタリング調査を継続して行います。
②環境保全対策　130千円
　環境白書の発行により本市の環境データを公表し、市民の環境問題への理解及び関心を深め
る取組をします。
③啓発事業等　573千円
　こども環境絵画・作文展の開催やポイ捨てキャンペーン等各種啓発イベントへ参加します。

【事業の実績等】
平成26年度
・別府湾地先海域水質調査（4回・5定点）、河川水質調査（4回・7定点）
・環境騒音調査（21定点）　・自動車騒音の常時監視（市内全域）
・環境白書「別府市の環境」の発行
・こども環境絵画・作文展の表彰及び展示の実施　　・苦情相談件数　80件（12月末日現在）

総合計画の施策体系 自然保全

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２　事業概要（一般会計）

1 － 1

款 項 目 事業

04 01 07 0341 自然保護に要する経費

1 － 2

款 項 目 事業

04 01 07 0343 環境パートナーシップに要する経費

625 625

【事業の目的】
　市民に親しまれている、または由緒ある樹木・樹林で、美観・風致を維持するために保護す
ることが必要なものを指定して、必要な処置を講じます。
　市指定の保護樹の所有者に対し、保護樹林保護のために必要な助成措置を講じます。
　海外から導入された繁殖力の強い、在来生物の生態系に著しい影響を与える特定外来生物の
防除策を講じ、自然環境の保全を図ります。

【事業内容】
①環境保全専門調査員による調査　168千円
　3名の専門調査員へ依頼し、新たに保護が必要な樹木・樹林や既に指定されているものの現
状についての調査を行います。
②保護樹の維持管理に要する経費の助成及び看板設置等　430千円
　樹木の剪定など保護樹の維持管理に必要な経費について助成します。また、選定される保護
樹の看板を設置します。
③自然保護対策費等　27千円
　アライグマ等の特定外来生物を捕獲する体制づくりを行います。

【事業の実績等】
　　平成25年度　東山のシダレザクラ（大分県特別保護樹木）の保全（420千円）

総合計画の施策体系 自然保全

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

887 887

【事業の目的】
　各主体との環境パートナーシップの構築を促進するとともに、地域住民や環境保全団体との
有機的な連携を目指します。
【事業内容】
①アースデイおおいた実行委員会との協働啓発事業等　47千円
　複数の民間団体と協働し、市民をはじめ来場者に対して環境保全意識の高揚を図るためのイ
ベントを開催します。
②緑のカーテン普及推進事業　146千円
　市内各幼稚園・小学校へ普及推進用物品を配布することで、緑のカーテンを推進するととも
に、緑のカーテンを育ててもらうことで夏季における節電に取り組んでもらいます。
③キャンドルナイト（節電イベント）の開催　33千円
　地域の方や子どもたちと不要な電気を使わないイベントを開催することで、環境教育・環境
学習に取り組みます。
④環境新聞の発行　661千円
　環境に対する市民意識の高揚を図るためのツールとして、環境新聞を発行します。
【事業の実績等】　平成26年度
　・アースデイおおいた２０１４（来場者3,000人以上）
　・緑のカーテンへの取り組み数（幼稚園5園、小学校5校、本庁舎1か所）
　・キャンドルナイト(節電イベント）の開催（参加者100人程度）
　・環境新聞「エコ湧～く」発行（4回）

総合計画の施策体系 生活環境

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２　事業概要（一般会計）

1 － 2

款 項 目 事業

04 01 07 1200 人と猫が共生するまちづくりに要する経費

1 － 2

款 項 目 事業

04 02 01 0348 清掃管理に要する経費

3,768 3,768

【事業の目的】
　市内における飼い主のいない猫を適正に管理することにより、市民の良好な生活環境の保持
を推進するとともに、飼い主のいない猫の適正な飼育と動物愛護への理解及び環境美化意識の
向上を図ります。

【事業内容】
　飼い主のいない猫の不妊去勢手術にかかる費用の助成を行うため、助成金の交付要綱及び飼
い主のいない猫の適正な飼育のための活動の指針を制定し、市、自治会、市内開業獣医師との
連携により実施します。

総合計画の施策体系 生活環境

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2,390 460 1,930

【事業の目的】
　市民の健康で快適な生活環境を確保するため、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るための清掃管理事務を行います。

【事業内容】
　清掃事務所で行う業務に係る、コピー用紙等の消耗品費、粗大ごみ納入通知書送付等の通信
運搬費、各種負担金等の管理費を予算計上しています。

【実績等】
　　平成23年度　2,135千円
　　平成24年度　2,226千円
　　平成25年度　3,049千円
　　平成26年度　2,569千円（見込み）

総合計画の施策体系 生活環境

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２　事業概要（一般会計）

1 － 2

款 項 目 事業

04 02 01 0350 清掃事務所維持管理に要する経費

1 － 2

款 項 目 事業

04 02 01 0351 ごみ減量化及びリサイクル推進に要する経費

9,319 310 9,009

【事業の目的】
　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使用する清掃事務所の維持管理を行います。
【事業内容】
　清掃事務所の維持管理に係る、ボイラー等の燃料費、電気料や下水道使用料の光熱水費、事
務所設備の維持のための修繕料及び工事請負費、電話・ＦＡＸの通信運搬費、事務所の清掃や
警備等の各種委託料等の経費を予算計上しています。
【実績等】
　　平成23年度　7,248千円
　　平成24年度　6,910千円
　　平成25年度　7,464千円
　　平成26年度　9,105千円（見込み）

総合計画の施策体系 生活環境

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

29,193 29,193 0

【事業の目的】
　資源循環型社会の形成のため、利便性に富んだライフスタイル等の見直しを啓発しながら、
ごみの減量化を推進するとともに、リサイクルによる限りある資源の有効利用を図ります。
【事業内容】
①ごみ収集カレンダーの作成・配布　1,838千円
　ごみの分別方法及び地区別の収集日を記載したカレンダーを作成し、配布及びデータをホー
ムページ上に掲載します。また、同様に外国人用のごみ収集カレンダーも作成し市民課窓口等
で配布します。
②資源回収委託料　16,784千円
　古紙・古布を回収し、ごみの減量及びリサイクルを促進します。
③資源中間処理委託料　6,561千円
　回収した缶類・びん類・ペットボトルをリサイクルするために選別等の中間処理業務を委託
します。
④分別基準適合物再商品化実施委託料　334千円
　回収したガラスびんの再商品化実施を日本容器包装リサイクル協会を通して委託します。
⑤資源回収奨励補助金事業　2,160千円
　ごみの減量及び資源循環を推進するため、有価物を回収する登録団体に補助金を交付しま
す。
⑥別府市美しいまちづくり奨励事業補助金　1,200千円
　美しいまちづくりを推進するため、ごみに関する事業を行う自治会へ補助金を交付します。
⑦その他ごみ減量及びリサイクル推進に要する費用　316千円
　３Ｒ推進のための啓発、リサイクル講座の開催、リサイクル再商品化実地確認、ペットボト
ルキャップの輸送及びアンケート等を行います。

総合計画の施策体系 生活環境

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２　事業概要（一般会計）

1 － 2

款 項 目 事業

04 02 01 0352 クリーン運動推進に要する経費

【実績等】 決算額

平成23年度　5,311千円 8,478人 21トン （雨天） 2,344人 20トン

平成24年度　5,641千円 11,822人 72トン 2,422人 38トン

平成25年度　5,404千円 2,245人 14トン （雨天） 2,326人 9トン

平成26年度　5,926千円（見込み） 10,839人 60トン 2,279人 16トン

1 － 2

款 項 目 事業

04 02 01 0353 リサイクル情報センターに要する経費

【実績等】 施設利用者数
9,469千円 7,929人

5,896千円 8,115人

総合計画の施策体系 生活環境

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

参加
人数
及び
収集量

全市一斉清掃 海岸海浜清掃

総合計画の施策体系 生活環境

事業名称 所管課

6,162 67 6,095

【事業の目的】
　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。

【事業内容】
①全市一斉清掃・海岸海浜清掃　467千円
　市民や事業者の環境問題への関心を高め、協力して環境保全活動に取り組みます。
②不法投棄防止対策　277千円
　近年増加傾向にある不法投棄を防止するため、警告看板を設置し、不法投棄防止用監視カメ
ラの維持補修を行います。
③環境美化のための清掃委託　5,418千円
　市内主要幹線道路沿い及び観光地周辺の清掃委託並びに別府市地域環境美化条例で指定され
た空き缶・吸い殻等散乱防止地域の清掃委託を実施します。

※収集量は小数点第1位を四捨五入

3,229 44 3,185

【事業の目的】
　市民のごみ問題に対する認識を深めるため、ごみ減量・リサイクル推進に関する情報及び学
習の場を提供します。

【事業内容】
①ごみ減量及びリサイクル推進に関する情報の提供及び啓発活動　1,253千円
　リサイクル抽選会、リユースマーケット、啓発用冊子の配布等を実施します。
②リサイクル情報センター施設の維持管理等　1,976千円
　ごみ減量・リサイクル推進の拠点施設として、施設の維持管理を行います。

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

決算額
平成23年度 ※平成23年度決算額のうち

7,035千円は、リサイクル情報
センターの空調設備改修に係
る工事費となっています。

平成24年度

平成25年度 3,396千円 8,780人

平成26年度 3,767千円（見込み） 7,102人（12月末現在）
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 ２　事業概要（一般会計）

1 － 2

款 項 目 事業

04 02 02 0354 ごみ収集に要する経費

【実績等】
平成23年度 215,405千円 25,543トン
平成24年度 226,839千円
平成25年度 281,709千円
平成26年度 328,138千円（見込み）

1 － 2

款 項 目 事業

04 02 02 0356 南畑不燃物埋立場施設整備に要する経費

総合計画の施策体系 生活環境

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

　決算額 年間収集量

25,495トン

24,922トン

総合計画の施策体系 生活環境

325,458 121,525 203,933

【事業の目的】
　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。

【事業内容】
①家庭系ごみの収集運搬業務　209,317千円
　山間・狭隘部を除いた市内全域の家庭系可燃物収集運搬業務を民間委託します。また、不燃
物、粗大ごみ、一時多量ごみ等の収集運搬業務を行います。平成26年度以降、不燃物収集時に
小型家電及び危険物のピックアップ回収を実施しています。
②指定ごみ袋による多分別収集　116,141千円
　入札等により指定ごみ袋を購入し、市内の指定ごみ袋取扱店にて販売することにより、多分
別収集を徹底します。

2,243 2,243

【事業の目的】
　廃棄物の減量推進及び廃棄物の適正処理をすることにより、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、南畑不燃物埋立場の施設整備を
行います。

【事業内容】
①施設整備工事　1,993千円
　南畑不燃物埋立場の汚水処理施設を維持するため、設備更新等の工事を行います。
②施設の修膳　250千円
　汚水処理施設の機械設備にトラブルが発生した場合の応急処置及び設備の修繕を行います。

【実績等】
　　平成23年度　2,017千円
　　平成24年度　3,507千円
　　平成25年度　　867千円
　　平成26年度　1,770千円（見込み）

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２　事業概要（一般会計）

1 － 2

款 項 目 事業

04 02 02 0357 南畑不燃物埋立場管理に要する経費

1 － 2

款 項 目 事業

04 02 03 0358 し尿処理場春木苑管理に要する経費

3,024 50 2,974

【事業の目的】
　廃棄物の減量推進及び廃棄物の適正処理をすることにより、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、南畑不燃物埋立場及び汚水処理
施設の維持管理を行います。

【事業内容】
　不燃物の埋立処分をするとともに、埋立場より浸出する汚水を処理することにより、協定を
結んでいる下流域（宇佐市）の水質保全に努めます。
　埋立処分に係る機械車等の燃料費、汚水処理施設動力電気代及び汚水処理に係る水質分析手
数料等の経費を計上しています。

【実績等】
　　平成23年度　2,465千円
　　平成24年度　2,678千円
　　平成25年度　2,908千円
　　平成26年度　2,937千円（見込み）

総合計画の施策体系 生活環境

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

144,840 144,840

【事業の目的】
　廃棄物の減量推進及び廃棄物の適正処理をすることにより、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、し尿処理場春木苑の維持管理を
行います。

【事業内容】
　し尿処理場の維持管理に係る、電気料や下水道使用料等の光熱水費、活性炭取替や清掃、警
備等の各種委託料、車両等に係る燃料費等の経費を予算計上しています。

【実績等】
　　平成23年度　136,598千円
　　平成24年度　138,164千円
　　平成25年度　138,068千円
　　平成26年度　144,450千円（見込み）

総合計画の施策体系 生活環境

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２　事業概要（一般会計）

1 － 2

款 項 目 事業

04 02 03 0359 し尿処理場春木苑施設整備に要する経費

1 － 2

款 項 目 事業

04 02 03 0360 合併浄化槽に要する経費

【実績等】 助成件数 助成金額
平成21年度 － －
平成22年度 － －
平成23年度 4件 1,410千円
平成24年度  8件 2,902千円
平成25年度  8件 2,820千円
平成26年度  8件 2,656千円 （見込み）

39,335 11,289 28,046

【事業の目的】
　廃棄物の減量推進及び廃棄物の適正処理をすることにより、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、し尿処理場春木苑の施設整備を
行います。

【事業内容】
①施設整備工事　3,716千円
　し尿処理場春木苑の施設を維持するため、設備更新等の工事を行います。
②施設の修繕等　1,749千円　（修膳料、燃料費、消耗品費、容器使用料、補修資材費）
　機械設備にトラブルが発生した場合の応急処置及び設備の修繕等を行います。
③発注支援業務等　27,087千円
　施工者（プラントメーカー）選定のための発注仕様書、積算資料の策定及び総合評価方式の
ための評価基準の策定を行います。また、そのために必要な調査（測量業務及び生活環境影響
調査を含む）を行います。
④地質調査業務　6,783千円
　し尿処理場春木苑施設更新事業の建設工事における構造計算の基礎資料として、地質調査を
実施します。

【実績等】
　　平成23年度　14,469千円
　　平成24年度　17,684千円
　　平成25年度　16,871千円
　　平成26年度　11,574千円（見込み）

総合計画の施策体系 生活環境

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

4,482 1,952 2,530

【事業の目的】
　生活雑排水による公共用水域の水質汚濁防止のため、し尿と生活雑排水を併せて処理する合
併浄化槽を設置する市民に対し、助成を行います。

総合計画の施策体系 生活環境

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２　事業概要（一般会計）

1 － 2

款 項 目 事業

04 02 03 1141 し尿収集運搬に要する経費

27,602 14,280 13,322

【事業の目的】
　廃棄物の減量推進及び廃棄物の適正処理をすることにより、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、し尿収集業務の業務委託及びし
尿くみ取り手数料の徴収事務等管理を行います。

【事業内容】
①し尿収集運搬業務　23,627千円
　生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るために行うし尿の収集運搬業務を業者に委託しま
す。
②し尿くみ取り手数料徴収事務　3,975千円
　廃棄物の適正処理を行うため、し尿のくみ取りに係る手数料を徴収します。

【実績等】
　　平成24年度　24,941千円
　　平成25年度　31,069千円
　　平成26年度　27,718千円（見込み）

総合計画の施策体系 生活環境

事業名称 所管課

環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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