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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２９年度

予算額
平成２８年度

予算額
増減額

62,896 59,338 3,558

15,421 15,347 74

2,219,072 713,276 1,505,796

1,775,436 1,675,181 100,255

（２）特別会計予算額 ［単位：千円］
平成２９年度

予算額
平成２８年度

予算額
増減額

18,036,000 18,314,000 ▲ 278,000

1,605,000 1,544,000 61,000

（３）　所管の重点施策 ［単位：千円］

事業名 予算額

予算説明書の事業名 所管課
汚泥再生処理センター建設事
業

1,596,106

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
境整備事業

17,259

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

保険税適正賦課収納率向上特
別対策事業

31,996

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事業 25,602

医療費適正化特別対策に要す
る経費

保険年金課

特定健康診査等事業 75,822

特定健康診査等に要する経費 保険年金課

1

課名

市民課

人権同和教育啓発課

環境課

保険年金課

国民健康保険事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

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。

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。

生活環境部

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。

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。

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　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

02 01 01 0109

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

款 項 目 事業

02 01 01 0110

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

2

　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２７年度取扱件数　２７，５５１件

その他 一般財源

4,186 4,186

予算額 国県支出金 地方債

朝日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２７年度取扱件数　２４，５３２件

予算額

1,523

事業名称 所管課

市民課

所管課

市民課

事業名称

その他 一般財源

1,523

国県支出金 地方債

亀川出張所事務に要する経費



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

02 01 01 0111

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

款 項 目 事業

02 01 07 1187

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

3

2,798

　「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月に通知カードの送付開始、平成２８年１月からマイナンバーカード
の発行が開始されています。

　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２７年度取扱件数　１７，９９７件

2,798

　平成２８年度末迄の別府市でのマイナンバーカード申請数は通算で１２，０００枚程
度と見込まれます。

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

社会保障・税番号制度導入に要する経費

34,437 15,680 2,580 16,177

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

南部出張所事務に要する経費



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

02 01 12 0993

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

款 項 目 事業

02 03 01 0177

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

4

0

　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。

　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。

　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２７年度加入者数　２，１６０人

25 25

　平成２７年度その他諸証明件数　　　　１，５０９件
　九州管内都市市民課主管者会議出席　　　　　　１名

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

市民課事務に要する経費

2,779 2,760 19

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

交通災害共済に要する経費



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

02 03 01 0178

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

款 項 目 事業

02 03 01 0179

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

5

0

　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。

　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。

　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２７年住民異動等取扱件数　　　１４，６７７件
　平成２７年度住民票写し等交付件数　５１，１６４件

688 688

　平成２７年度戸籍関係届出等件数　　６，２４４件
　平成２７年度戸籍関係交付件数　　２２，４００件

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

戸籍事務に要する経費

2,201 2,201 0

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

住民基本台帳事務に要する経費



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

02 03 01 0180

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

款 項 目 事業

02 03 01 0182

【事業の目的】

【事業内容】

【対象者数】

6

0

　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。

　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。

　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２８年度９月印鑑登録者数　　　　７７，０７５人
　平成２７年度印鑑登録証明書交付件数　２７，０５１件
　平成２７年度印鑑登録再登録件数　　　　１，８１５件

337 337

　平成２８年３月末外国人登録者数　３，９４９人

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

外国人住民事務に要する経費

45 26 19 0

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

印鑑登録事務に要する経費



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

02 03 01 0183

【事業の目的】

【事業内容】

【状況等】

款 項 目 事業

02 03 01 0184

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

7

0

　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。

　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。

　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２９年１月現在、姫島村を除く県内１７市町が参
加しています。

11,957 11,957

　平成２７年度住居表示件数　１４５件

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

住居表示に要する経費

45 45 0

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

その他市民課事務に要する経費



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

02 03 01 0902

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

款 項 目 事業

02 03 01 1035

【事業の目的】

【事業内容】

【実績等】

8

0

　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。

　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。

　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、個人番号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月よりマイナンバーカードが発行されたことから、平成２７年１２月を
もって住民基本台帳カードの新規発行は終了しています。

47 47

　平成２７年度申請件数　１，６９０件

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

パスポート事務に要する経費

1,698 1,698 0

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

住民基本台帳ネットワークシステムに要する経費



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

02 05 02 0196

【事業の目的】

【事業内容】

9

　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。

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

人口動態調査に要する経費

130 130 0



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

03 01 04 0257 人権同和対策に要する経費

款 項 目 事業

11 05 08 0647 学校人権同和教育推進に要する経費

10

【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２８年度は人権教育主任会５回に１９３名、学校人権研修として管理職研修２回
　　　に４７名、教職員・保護者対象の研修７回に６５９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１０４点、人権標語２７２点、人権ポスター１０４点　計４８０点です。

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

1,894 1,894

【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。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。

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

9,681 9,681



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 05 08 0648 人権教育総合推進に要する経費

款 項 目 事業

11 05 08 0649 就学奨励に要する経費

11

【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２８年度は高校・大学進学奨学金返還事務対象者は４名です。
　　　専修学校等技能修得奨学金返還事務対象者は１名です。

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

64 64 0

平成２６年度 173 6,055
平成２７年度 184 6,672

研修回数（回） 受講人数（人）
平成２５年度 171 6,541

【事業の目的】
　　　市民を対象と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（主に子ども対象）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。

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

817 817



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 05 08 0650 人権啓発センター管理運営に要する経費

款 項 目 事業

11 05 08 0884 地域人権啓発活動活性化に要する経費

12

【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、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】
　　　平成２８年８月１８日にビーコンプラザ国際会議室にて、講師　大分県爽風館高等学校
　　通信制教諭　一法師　英昭　氏　「気づくことからはじめてみませんか」～自分の周りを
　　みわたしてみよう～　の演題で「差別をなくす市民の集い」を開催し、参加者４３９名で
　　した。
　　　小学生が花の栽培を通じて人権に対する理解を深めるよう、「人権の花運動」を行いま
　　す。

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

【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】
　　　春木っ子学習室（年間３４回）、じんけんふれあい教室（年８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。

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

2,650 880 1 1,769



 ２　事業概要（一般会計）

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

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
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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

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

1,534 1,534

【事業の目的】
　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。

【事業内容】
①温泉発電等対策審議会　322千円
　平成２８年度に実施した別府市温泉エネルギー事業可能性検討調査の結果を基に、温泉発電
等の導入可能性を評価・検討するとともに、温泉発電等の導入に伴う影響、評価及び施策につ
いて審議会（年７回予定）を開催します。

②家庭用燃料電池普及促進補助金　1,000千円
　家庭用燃料電池システムの設置に関して費用（付帯設備及び工事費用含）の補助を行いま
す。
　＠100,000×10件＝1,000,000円

3,897 881 3,016

【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（1,797千円）、機械設備保守点検業務委託（935千円）、水
質検査手数料（313千円）、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（881千円）の予定です。

【実績等】
　　平成25年度　3,040千円
　　平成26年度　3,189千円
　　平成27年度　3,348千円
    平成28年度　3,655千円（見込）



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

04 01 01 1155 専用水道・飲用井戸等に要する経費

款 項 目 事業

04 01 01 1234 鳥越地区給水施設維持管理に要する経費
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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

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

90 90

【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　34千円
　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　 34千円
　　平成27年度   59千円
　　平成28年度　 95千円（見込）

1,140 1,140

【事業の目的】
　鳥越地区住民及び市営芝尾・笹川墓地利用者の安全な飲料水等を確保します。

【事業内容】
　鳥越地区住民及び市営芝尾・笹川墓地利用者の安全な飲料水等を確保するため、鳥越地区給
水施設の維持管理を行います。（年間維持管理費　1,140千円）

【実績等】
　　平成28年度　1,300千円（見込）



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

04 01 03 0320 環境衛生に要する経費

款 項 目 事業

04 01 03 0321 狂犬病予防に要する経費
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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

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

3,209 3,209

【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　2,825千円
　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、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　157千円
　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　　　　　　薬剤配布町数　器具の貸出台数　発泡錠剤配布町数
　　平成25年度　6,633千円     　　　　　 －　　　　　　175台　　　　　  －
　　平成26年度　2,421千円          　   77町　　　　　 176台            77町
　　平成27年度　2,733千円　　　　　　   74町　　　　　 176台            45町
　　平成28年度　3,209千円（見込み）　   51町　　　　　 160台            72町

1,342 1,342 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】
  犬の登録及び予防注射等管理業務　1,342千円
　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。

【実績等】
　　　　　　　　　決算額　　　　　　　犬の頭数　　注射頭数　　注射率（％）
　　平成25年度　1,269千円　　　　　　　6,652　　　　3,633　　　54.6
　　平成26年度　1,253千円　　　　　　　6,606　　　　3,538　　　53.5
　　平成27年度　1,094千円          　　6,566　　　　3,512　　　53.5
　　平成28年度　1,511千円（見込み）　　6,703　　　　3,410　　　50.9（12月末日現在）



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

04 01 06 0336 墓地管理に要する経費

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
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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

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

8,659 680 7,979

【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26年度　　　　平成27年度
　継承申請　　　　　　　　　56件　　　　　　　73件
　改葬手続　　　　　　　　　45件　　　　　　  52件
　工事届出　　　　　　　　　38件　　　　　　　29件
　返還届出　　　　　　　　　21件　　　　　　　21件
　使用許可申請（うち公募）　23件（11件）　  　19件（10件）
　使用者住所変更等　　　　　 9件　　　　　　　 7件

1,063 1,063

【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　437千円
　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　626千円
　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



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

04 01 07 0339 快適環境推進に要する経費

款 項 目 事業

04 01 07 0341 自然保護に要する経費
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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

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

3,978 3,978

【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　3,355千円
　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啓発事業等　232千円
　こども環境絵画・作文展の開催等各種啓発イベントを継続して行います。

【事業の実績等】
　平成28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」作成
　・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　120件（12月末日現在）

374 374

【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環境保全審議会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　100千円
　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）
　　平成27年度　中須賀のホルトノキ（市指定保護樹）の保全（100千円）
    平成28年度　朝見のバクチノキ（市指定保護樹）の保全（100千円）
　　平成28年度　内成のイチョウ（大分県特別保護樹木）の保全（550千円：見込）



 ２　事業概要（一般会計）

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

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
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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

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

799 799

【事業の目的】
　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。
【事業内容】
①協働による環境イベント実施など　138千円
　複数の民間団体や市民団体と共に協力して環境イベントを開催し、参加した市民や地域の
方々の環境保全意識の高揚、関連団体との連携の促進を図ります。

②環境新聞の発行　661千円
　市民に環境に対して興味、関心を持ってもらい、環境保全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２８年度
　・キャンドルナイト（節電イベント）の開催（参加者１００人程度）
　・七夕クールアースデー（別府駅前での節電街頭啓発活動）（チラシ等２００枚配布）
　・おおいたうつくし感謝祭(大分県主催、環境課ブース来場者２３０人程度）
　・環境新聞「エコ湧～く」発行（年４回）

3,682 3,682

【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助成金　1,750千円
　飼い主のいない猫の繁殖抑制のために、別府市に登録している活動グループが主体となり、
対象の猫の避妊去勢手術を行い、市がその費用に対し助成金を交付します。
　（一頭あたりの助成額：オス猫　10,000円、メス猫　20,000円）

【事業の実績等】
　猫の不妊去勢手術頭数
　　平成27年度　109頭　　　　　　1,810千円
　　平成28年度　 81頭（見込み）　1,520千円



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

04 02 01 0348 清掃管理に要する経費

款 項 目 事業

04 02 01 0350 清掃事務所維持管理に要する経費
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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

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

2,246 460 1,786

【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25年度　3,049千円
　　平成26年度　2,297千円
　　平成27年度　2,147千円
　　平成28年度　2,697千円（見込み）

7,802 426 7,376

【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25年度　7,464千円
　　平成26年度　8,470千円
　　平成27年度　8,114千円
　　平成28年度　9,423千円（見込み）



 ２　事業概要（一般会計）

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
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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

28,881 27,472 1,409

【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　1,826千円
　ごみの地区別の収集日及び分別方法等を記載したカレンダーを作成し、配布及びホームペー
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
及びホームページ上に掲載します。

②資源回収委託料　16,784千円
　古紙・古布を分別回収し、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　288千円
　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に委託します。

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　1,000千円
　ごみに関する事業を行う自治会へ補助金を交付し、美しいまちづくりを推進します。

⑦その他ごみ減量及びリサイクル推進に要する費用　262千円
　３Ｒ推進のための啓発、リサイクル講座の開催、再商品化施設実地確認、ペットボトル
キャップの輸送等を行います。



 ２　事業概要（一般会計）

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　5,836千円 10,839人 60トン 2,279人 16トン

平成27年度　6,055千円 10,409人 71トン 2,255人 13トン

平成28年度　4,046千円（見込み） 7,034人 12トン （雨天） 1,979人 32トン
※収集量は小数点第1位を四捨五入

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】 決算額 施設利用者数
平成24年度 5,896千円 8,115人

平成25年度 3,396千円 8,780人

平成26年度 2,978千円 9,126人

平成27年度 2,624千円 8,721人

平成28年度 2,994千円（見込み） 8,401人（12月末現在）
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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

事業名称 所管課

環境課

4,248 339 3,909

【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　461千円
　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　424千円
　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　3,363千円
　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。

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

3,584 34 3,550

【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　1,972千円
　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　1,612千円
　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。



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

04 02 02 0354 ごみ収集に要する経費

【実績等】
平成25年度 281,709千円 24,922トン
平成26年度 317,814千円 24,771トン
平成27年度 313,894千円

平成28年度 343,803千円(見込み）

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
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335,895 119,051 216,844

【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　219,952千円
　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　115,943千円
　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。

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

2,276 2,276

【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
施設の施設整備を行います。

【事業内容】
①施設整備工事　2,026千円
　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25年度　　867千円
　　　平成26年度　1,711千円
　　　平成27年度　1,783千円
　　　平成28年度　2,276千円（見込み）

　決算額 年間収集量

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　事業概要（一般会計）

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

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
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2,883 41 2,842

【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25年度　2,908千円
　　平成26年度　3,038千円
　　平成27年度　3,439千円
　　平成28年度　2,849千円（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

152,534 152,534

【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計上しています。

【実績等】
　　平成25年度　138,068千円
　　平成26年度　142,579千円
　　平成27年度　142,229千円
　　平成28年度　143,284千円（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



 ２　事業概要（一般会計）

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

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25年度  8件 2,820千円
平成26年度  8件 2,656千円
平成27年度 5件 1,660千円
平成28年度  12件 4,446千円 （見込み）
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3,486 3,486

【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　2,608千円
　し尿処理場春木苑の施設を維持するため、補修工事を行います。
②施設の修膳等　878千円　（修膳料、消耗品費、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。

【実績等】
　　平成25年度　16,871千円
　　平成26年度　 7,426千円
　　平成27年度　17,173千円
　　平成28年度　 5,155千円（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

4,480 1,952 2,528

【事業の目的】
　生活排水による公共用水域の水質汚濁防止のため、くみ取り便槽又は既設単独処理浄化槽
（し尿のみを処理する浄化槽）から合併処理浄化槽（し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化
槽）に設置替えする市民に対し、助成を行います。

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　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

04 02 03 1141 し尿収集運搬に要する経費

款 項 目 事業

04 02 03 1235 汚泥再生処理センター建設に要する経費
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27,625 12,118 15,507

【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　3,998千円
　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25年度　31,069千円
　　平成26年度　27,315千円
　　平成27年度　27,536千円
　　平成28年度　27,599千円（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

1,596,106 476,219 980,200 139,687

【事業の目的】
　昭和４４年に供用を開始し老朽化の進んだ施設であるし尿処理場春木苑につきまして、環境
省の循環型社会形成推進交付金を活用し、し尿、浄化槽汚泥及び生ごみ等の有機性廃棄物を併
せて処理するとともに資源を回収する施設である汚泥再生処理センターの建設を行います。

【事業内容】
①汚泥再生処理センター建設工事　1,569,732千円
　当該建設工事を行います。
②設計施工監理業務　23,134千円
　上記建設工事に対する監理業務を委託し行います。

【スケジュール】
　26年度　　　施設整備基本計画等策定
　27年度　　　地質調査、測量、生活環境影響調査、発注支援業務（仕様書等作成）
　28年度　　　入札、契約（設計施工一括発注方式：28～30年度）、実施設計
　29～30年度　工事施工（30年度末供用開始予定）

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　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

04 02 03 1283
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事業名称 所管課

17,259 12,500 4,759

【事業の目的】
　建替えを行う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行います。

【事業内容】
①実施設計等委託　9,875千円
　地域交流センター建設、既存プール解体、多目的広場整備に係る実施設計等を行います。
②既存プール解体工事　7,354千円
　地域交流センター建設のため既存プールの解体を行います。

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

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

02 01 07 1192 社会保障・税番号制度導入に要する経費

款 項 目 事業

03 01 05 0260 基礎年金事務に要する経費

［事業の目的］
　相互扶助を原則とする拠出年金制度を保持し、加入者の年金受給権の確保をサポートする事
業です。また、法定受託事務として国民年金加入者や受給者の各種届出を受理し処理します。

［対象者］

　国民年金加入者及び受給者

［予算内訳］
　旅費 ４千円
　需用費 ２８１千円
　役務費 ６０千円
　委託料 ２，４８４千円
　負担金補助及び交付金 ８千円

［平成27年度実績］
　旅費 ２８千円
　需用費 ３０３千円
　役務費 ６６千円
　負担金補助及び交付金 ８千円
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2,837 2,837 0

事業名称 所管課

保険年金課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

［事業の目的］
  　社会保障・税番号制度導入に必要な国民年金システムの改修を行います。

 [事業内容]
　　日本年金機構（以下「機構」という。）における社会保障・税番号制度導入に伴い、機構
の
　新システムとの連携に対応するため、国民年金システムの改修を行います。

　　国民年金システム改修業務委託料　２，４８４千円

事業名称 所管課

保険年金課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2,484 2,484



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

03 02 07 1038 後期高齢者医療に要する経費
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［事業の目的］
　大分県後期高齢者医療広域連合に対し、療養給付費及び事務費の市負担金の支払いを行いま
す。
　また、被保険者に対し、はり・きゅう・マッサージ施術費の補助を行います。

①療養給付費負担金　1,674,019千円
　被保険者が医療機関で受診した一部負担金を除く法定給付分のうち、市町村負担分（一般被
保険者の　保険給付費額の１／１２)を後期高齢者医療広域連合に支払うものです。
　平成２７年度実績　1,530,084千円

②はり・きゅう・マッサージ施術費補助金　19,494千円
　被保険者の健康増進のため、はり・きゅう・マッサージ施術のための補助を行います。
　一人ひと月４回まで　一回当たり1,100円
　平成２７年度実績　18,644千円

事業名称 所管課

保険年金課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

1,770,115 6,000 1,764,115



 ３　事業概要（特別会計）

所管課

【歳入歳出予算】

款 款

01 国民健康保険税 01 総務費

02 一部負担金 02 保険給付費

03 使用料及び手数料 03 後期高齢者支援金等

04 国庫支出金 04 前期高齢者納付金等

05 療養給付費等交付金 05 老人保健拠出金

06 前期高齢者交付金 06 介護納付金

07 県支出金 07 共同事業拠出金

08 共同事業交付金 08 保健事業費

09 財産収入 09 基金積立金

10 繰入金 10 公債費

11 繰越金 11 諸支出金

12 諸収入 12 予備費

①保険給付費 10,954,923千円 平成27年度実績 11,002,590千円
　被保険者が医療機関で受診した一部負担金を除く法定給付を行います。

②後期高齢者支援金 1,712,562千円 平成27年度実績 1,718,188千円
　75歳以上の市民が加入する後期高齢者医療の財源を拠出するものです。

③前期高齢者納付金 6,381千円 平成27年度実績　　 1,169千円
　前期高齢者（65歳～74歳）の偏在による保険者間の負担の不均衡を加入者数に応じて
調整することを目的に納付するものです。

④介護納付金 608,867千円 平成27年度実績 601,903千円
　介護保険制度の財源とするために、介護保険第2号被保険者（40歳～64歳）から国保
税介護分を徴収し介護納付金として納付するものです。

⑤共同事業拠出金 4,318,214千円 平成27年度実績 4,023,444千円
　増大する国保医療費負担に対し、市町村国保の保険料の標準化、財政の安定化を図る
ため、都道府県単位で調整する制度により拠出するものです。

⑥保健事業費 108,119千円 平成27年度実績 89,985千円
　被保険者が受診したレセプトデータ・健康診査情報等を専門職が活用し、重症化予防
・進行遅延などを行うことにより、将来的な保険給付費を減少させることを目的に実施
するものです。
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36,364

108,119

1

1,000

12,713

10,000

4,055,586

4,744,408

4,180,633

1

1,652,246

特別会計名 国民健康保険事業特別会計 保険年金課

2,316,876

2

18,036,00018,036,000歳入　計 歳出　計

予算額 予算額

303,120

10,954,923

882,462

1,712,562

4,318,214

608,867

6,381

164,420 100

3,000



 ３　事業概要（特別会計）

所管課

【歳入歳出予算】

款 款

01 後期高齢者医療保険料 01 総務費

02 使用料及び手数料 02 後期高齢者医療広域連合納付金

03 繰入金 03 諸支出金

04 繰越金

05 諸収入

30

歳入　計 1,605,000 歳出　計 1,605,000

　
　①総務費　　6,317千円　　　　　　　　　　　　　平成27年度実績　　　10,738千円
　　後期高齢者医療保険料を徴収するために必要な消耗品・印刷製本費等を支出するもの
　です。

　②後期高齢者医療広域連合納付金　1,595,328千円　平成27年度実績　1,502,069千円
　　市町村が徴収した後期高齢者医療保険料を後期高齢者医療広域連合に納付するもので
　す。

3,360

613 1,595,328

402,393 3,355

1

1,198,633 6,317

特別会計名 後期高齢者医療特別会計 保険年金課

予算額 予算額


