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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３０年度

予算額
平成２９年度

予算額
増減額

68,817 62,896 5,921

15,506 15,421 85

2,271,569 2,219,072 52,497

1,764,549 1,775,436 ▲ 10,887

（２）特別会計予算額 ［単位：千円］
平成３０年度

予算額
平成２９年度

予算額
増減額

14,456,000 18,036,000 ▲ 3,580,000

1,675,000 1,605,000 70,000

（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

市民課亀川出張所移転事業 10,398

亀川出張所事務に要する経費 市民課

小規模給水施設普及支援事業 5,880

小規模給水施設普及支援に要
する経費

環境課

汚泥再生処理センター建設事
業

1,508,561

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

82,489

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

22,748

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

特定健康診査等事業 77,599

特定健康診査等に要する経費 保険年金課

医療費適正化事業 34,211

医療費適正化に要する経費 保険年金課

保険年金課

  生活環境部

課名

市民課

人権同和教育啓発課

環境課

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

別府市公共施設再編計画に基づき、消防署亀
川出張所の現地建替工事に合わせて、市役所
亀川出張所をあすなろ館へ機能移転するため
に必要な施設整備等を行います。

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。

合棚地区（東山２区）の生活用水確保問題
を解決するため、老朽化した給水施設を整
備します。

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、現施設の建替えを行います。

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。

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。

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。
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 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】

事業名称 所管課

亀川出張所事務に要する経費 市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

11,352 11,352

　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。
　別府市公共施設再編計画に基づき、消防署亀川出張所の建替工事に合わせて平成３０年度
中に市民課亀川出張所の機能をあすなろ館内へ移転します。

　平成28年度取扱件数　24,555件

事業名称 所管課

朝日出張所事務に要する経費 市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

3,995 3,995

　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28年度取扱件数　26,471件
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 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】

事業名称 所管課

南部出張所事務に要する経費 市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2,798 2,798

　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28年度取扱件数　18,370件

事業名称 所管課

社会保障・税番号制度導入に要する経費 市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

30,012 18,718 2,580 8,714

　「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。平成３０年度は旧氏（旧姓）を併記できるようにするためのシステ
ム改修を行う予定です。

　平成２９年度末までの別府市でのマイナンバーカード申請数は通算で１５，０００枚程度
と見込まれます。
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 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】

事業名称 所管課

交通災害共済に要する経費 市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

25 25 0

　交通災害（人身事故）に遭った人を救済するための共済制度への加入を推進することによ
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28年度加入者数　1,866人

事業名称 所管課

市民課事務に要する経費 市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2,916 2,897 19

　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。

　平成28年度その他諸証明件数　　　　　　　1,679件
　九州管内都市市民課主管者会議出席　　　　　　1名
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 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】

事業名称 所管課

住民基本台帳事務に要する経費 市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

1,120 688 432

　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28年住民異動等取扱件数　　　17,983件
　平成28年度住民票写し等交付件数　52,087件

事業名称 所管課

戸籍事務に要する経費 市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2,068 1,438 630

　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。
　平成３０年度に紙媒体で保管している戸籍受附帳を電子化します。

　平成28年度戸籍関係届出等件数　　6,211件
　平成28年度戸籍関係交付件数　　 21,894件
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 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】

事業名称 所管課

印鑑登録事務に要する経費 市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

337 337 0

　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29年度9月印鑑登録者数　　　　　76,748人
　平成28年度印鑑登録証明書交付件数　 26,977件
　平成28年度印鑑登録再登録件数　　　　1,740件

事業名称 所管課

外国人住民事務に要する経費 市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

40 21 19 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。

　平成29年3月末外国人住民数　3,882人
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 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】

事業名称 所管課

その他市民課事務に要する経費 市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

12,247 12,247 0

　窓口の効率化・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には、平成３０年１月現在、姫島村を除く県内１７市町が参加
しています。

事業名称 所管課

住居表示に要する経費 市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

45 45 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。

　平成28年度住居表示件数　130件
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 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】

事業名称 所管課
住民基本台帳ネットワークシステムに要する経費 市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
34 34 0

　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及びマイナンバー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。

事業名称 所管課

パスポート事務に要する経費 市民課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

1,698 1,698 0

　戸籍事務・住民基本台帳事務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。

　平成28年度申請件数　2,161件
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 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】

130 130 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。

事業名称 所管課

人口動態調査に要する経費 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）

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

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

9,790 0 0 0 9,790

【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を行うとともに、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

1,878 0 0 0 1,878

【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２９年度は人権教育主任会、学校人権研修として管理職研修、教職員・保護者対象の研修を
実施しました。
　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１０１
点、人権標語２７３点、人権ポスター１０３点の計４７７点です。
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 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

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

1,239 165 0 0 1,074

【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の実施や企業・団体の研修等を推
　進します。

【実施方法等・実績等】
　平成２９年８月２２日にビーコンプラザ国際会議室にて、講師　福岡県田川地区人権セ
　ンター参与　福岡人権研究所副理事長　堀内　忠　氏「もう一度立ち止まって人権問題
　を考えてみよう」～部落差別解消推進法を中心に～　の演題で「差別をなくす市民の集
　い」を開催し、参加者４０２名でした。
　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。

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

32 32 0 0 0

【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２９年度は高校・大学進学奨励金返還事務対象者は３名です。
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 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

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

2,567 978 0 1 1,588

【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３５回）、じんけんふれあい教室（年８回）、センターチャレン
　ジ教室（年６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。
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 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

5,446 5,446

【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、本市域内における地球温暖化対策をまとめた別府市地球温暖化対策率先実行計画（区域
政策編）を策定していきます。

【事業内容】
①温泉発電等対策審議会　275千円
　平成２９年度に引き続き、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６回予定）を開催します。

②別府市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定支援業務委託料　4,972千円
　別府市域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事
項（再生可能エネルギーの利用促進、住民の省エネ活動の促進、地域環境の整備、循環型社会の形
成など）を定めた別府市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定します。

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

4,377 945 3,432

【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（1,555千円）、機械設備保守点検業務委託（1,716千円）、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（940千円）の予定です。

【実績等】
　　平成26年度　3,189千円
　　平成27年度　3,348千円
    平成28年度　3,406千円
    平成29年度　3,897千円（見込）

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）

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

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、水量及び必要な帳簿書類の検査や、水道の工事現場、事務所及び水道施
設のある場所の調査を行います。
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26年度　 34千円
　　平成27年度   59千円
　　平成28年度　 30千円
    平成29年度　 90千円（見込）

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

763 763

【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　763千円）

【実績等】
　　平成28年度　　145千円
    平成29年度　1,140千円（見込）

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）

款 項 目 事業

04 01 01 1299

款 項 目 事業

04 01 03 0320 環境衛生に要する経費

事業名称 所管課

小規模給水施設普及支援に要する経費 環境課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

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

5,880 2,940 324 2,616

【事業の目的】
　別府市上水道給水区域外（以下「未給水地域」という。）に居住する住民の生活環境の改善及び
公衆衛生の向上に寄与するため、未給水地域におけるインフラを整備し、生活の用に供される水を
確保します。

【事業内容】
　東山２区合棚地区にある給水施設が老朽化し、配管の詰まりや漏れが発生しているため、水源地
にある取水場の整備、受水槽の改良及び配管の取替工事を行います。

　　測量設計委託料：　　　　　　436千円
　　給水施設等整備工事費：　  5,444千円

3,185 3,185

【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　2,729千円
　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　109千円
　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　2,257千円　　　　　　   51町　　　　　 160台            72町
    平成29年度　3,209千円（見込）       90町　　　　　 154台　　　　　　61町
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

04 01 03 0321 狂犬病予防に要する経費

款 項 目 事業

04 01 06 0336 墓地管理に要する経費

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

1,315 1,315 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　1,315千円
　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　1,435千円　　　　　　　6,469　　　　3,455　　　53.4
    平成29年度　1,342千円（見込）      6,356        3,270      51.4（12月末日現在）

8,594 2,720 5,874

【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　　　　平成28年度
　継承申請　　　　　　　　　56件　　　　　　　73件　　　　　　　97件
　改葬手続　　　　　　　　　45件　　　　　　  52件　　　　　　　87件
　工事届出　　　　　　　　　38件　　　　　　　29件　　　　　　　25件
　返還届出　　　　　　　　　21件　　　　　　　21件　　　　　　　30件
　使用許可申請（うち公募）　23件（11件）　  　19件（10件）　　　20件（11件）
　使用者住所変更等　　　　　 9件　　　　　　　 7件　　　　　　　 4件
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 ２　事業概要（一般会計）

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

款 項 目 事業

04 01 07 0339 快適環境推進に要する経費

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

898 898

【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　264千円
　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

3,111 3,111

【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　2,490千円
　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　241千円
　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29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　125件（12月末日現在）
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

04 01 07 0341 自然保護に要する経費

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

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

369 369

【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等　173千円
　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、保護樹の標柱を設置
します。
③自然保護対策費等　28千円
　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）

122 122

【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】
　協働による環境イベント実施など　122千円
　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。
　
　
【事業の実績等】
平成29年度
　・アースデイ別府２０１７（来場者3,000人以上）
　・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）
　・環境新聞「エコ湧～く」発行（年４回）
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 ２　事業概要（一般会計）

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

款 項 目 事業

04 02 01 0348 清掃管理に要する経費

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

3,678 575 3,103

【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　　　　　　1,520千円
    平成29年度  103頭（見込）　  1,750千円

2,586 160 2,426

【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26年度　2,297千円
　　平成27年度　2,147千円
　　平成28年度　2,440千円
    平成29年度　2,246千円（見込）
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

04 02 01 0350 清掃事務所維持管理に要する経費

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

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

7,687 363 7,324

【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、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26年度　8,470千円
　　平成27年度　8,114千円
　　平成28年度　8,162千円
    平成29年度　7,802千円（見込）

107,022 94,183 12,839

【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　1,951千円
　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　62,145千円
　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　39,075千円
　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　387千円
　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資源回収奨励事業補助金　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　304千円
　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。
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 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　3,950千円 7,034人 12トン （雨天） 1,979人 32トン
平成29年度　4,248千円（見込） 11,298人 50トン 2,358人 17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 2,687千円 11,101人
平成29年度 3,584千円（見込） 8,721人（12月末日現在）

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

4,242 317 3,925

【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　437千円
　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　351千円
　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　3,454千円
　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

3,223 42 3,181

【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　1,194千円
　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　2,029千円
　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。

21



 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26年度 317,814千円 24,771トン
平成27年度 313,894千円 24,335トン
平成28年度 331,824千円 23,939トン
平成29年度 335,895千円（見込）

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

336,402 110,448 225,954

【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　214,925千円
　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　121,477千円
　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

4,187 4,187

【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　3,937千円
　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26年度　1,711千円
　　　平成27年度　1,783千円
　　　平成28年度　1,198千円
　　　平成29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
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 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

3,060 41 3,019

【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26年度　3,038千円
　　平成27年度　3,439千円
　　平成28年度　2,568千円
　　平成29年度　2,883千円（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

139,121 139,121

【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26年度　142,579千円
　　平成27年度　142,229千円
　　平成28年度　140,233千円
　　平成29年度　152,534千円（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）

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 7件 2,406千円
平成29年度  12件 4,446千円 （見込み）

2,078 2,078

【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　1,200千円
　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26年度　 7,426千円
　　平成27年度　17,173千円
　　平成28年度　 1,853千円
　　平成29年度　 3,486千円（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

4,484 2,575 1,909

【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
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 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

28,599 11,855 16,744

【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　4,972千円
　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26年度　27,315千円
　　平成27年度　27,536千円
　　平成28年度　27,412千円
　　平成29年度　27,625千円（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

1,508,561 278,995 981,100 248,466

【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　1,474,249千円
　当該建設工事を行います。
②設計施工監理業務　29,560千円
　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）

【実績等】
　　平成28年度　   99,588千円
　　平成29年度　1,596,106千円（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）

款 項 目 事業

04 02 03 1283

61,300 21,189

【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地域交流センター建設工事費　74,447千円
　当該建設工事を行います。
②多目的広場整備工事費　7,398千円
　地域交流センター建設に伴い、建設予定地の整備工事を行います。

事業名称 所管課

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

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

82,489
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

03 01 05 0260 基礎年金事務に要する経費

【事業の目的と概要】
　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 63千円
　需用費 281千円
　役務費 60千円
　委託料 2,407千円
　負担金補助及び交付金 23千円

【平成28年度実績】
　旅費 44千円
　需用費 271千円
　役務費 57千円
　備品購入費 22千円
　負担金補助及び交付金 8千円

款 項 目 事業

03 02 06 1038 後期高齢者医療に要する経費

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

2,834 2,101 733

1,761,715 6,000 1,755,715

　【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　1,656,330千円
　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28年度実績　1,551,067千円

②はり・きゅう・マッサージ施術費補助金　18,007千円
　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28年度実績　17,780千円

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
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 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 国民健康保険事業費納付金

04 療養給付費等交付金 04 保健事業費

05 県支出金 05 基金積立金

06 財産収入 06 公債費

07 繰入金 07 諸支出金

08 繰越金 08 予備費

09 諸収入

①保険給付費 10,529,889千円 平成28年度実績 10,283,338千円

　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国民健康保険事業費納付金
3,493,350千円 平成28年度実績 0円

　平成３０年度の国保運営の都道府県化に伴い新たに創設されたものです。
　市町村は県へ国保事業費納付金を支払い、県は各市町村に対して保険給付費の全額を
交付します。

③保健事業費 136,733千円 平成28年度実績 90,635千円
　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。

2,101,102 272,057

特別会計名 国民健康保険事業特別会計 保険年金課

予算額 予算額

2 10,529,889

3,000 3,493,350

1 136,733

10,705,282 257

257 1,000

1,609,990 12,714

歳入　計 14,456,000 歳出　計 14,456,000

2 10,000

36,364
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 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 04 予備費

05 諸収入

1,254,402 6,737

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

400 1,656,463

418,392 1,800

1 10,000

　①総務費　　6,737千円　　　　　　　　　　　　　平成28年度実績　　　4,060千円
　　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　1,656,463千円　平成28年度実績　1,541,820千円
　　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。

1,805

歳入　計 1,675,000 歳出　計 1,675,000
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