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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３１年度

予算額
平成３０年度

予算額
増減額

120,476 106,511 13,965

1,118,373 1,112,928 5,445

418,961 407,715 11,246

234,977 419,786 ▲ 184,809

2,008 381 1,627

4,000 4,000 0

1,395,869 616,375 779,494

（２）特別会計予算額 ［単位：千円］
平成３１年度

予算額
平成３０年度

予算額
増減額

2,061,000 2,535,000 ▲ 474,000

0

（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

立地適正化計画策定事業 13,849

立地適正化計画策定に要する
経費

都市政策課

南部振興（旧南小跡地整備）
事業

51,551

南部振興に要する経費 都市政策課

別府大学駅バリアフリー化助
成事業

3,000

交通バリアフリーの推進に要
する経費

都市政策課

地方道路整備事業 309,342

地方道路整備（交付金事業）
に要する経費

都市整備課

橋りょう長寿命化事業 98,000

橋りょう長寿命化に要する経
費

都市整備課

山田関の江線外道路整備事業 240,302

山田関の江線外道路整備に要
する経費

都市整備課

建設部

国が進めている利用者数が３，０００人
／日以上の鉄道駅のバリアフリー化事業
について補助金を交付します。

社会資本整備総合交付金を活用し、歩道
の新設、段差解消、舗装改修等の道路整
備を行い、歩行者の安全確保及び車両の
走行性向上を図ります。

社会資本整備総合交付金を活用し、道路
橋の修繕等を行うことで長寿命化を図
り、地域の道路網の安全性・信頼性の確
保を行います。

社会資本整備総合交付金を活用し、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、道路環境の改善、利
便性の向上を図ります。

課名

都市政策課

都市整備課

下水道課

建築指導課

道路河川課

公園緑地課

施設整備課

公共下水道事業特別会計

事業概要

旧南小学校跡地において、近隣の公共施設を複合
化し、併せて健康増進や交流の場となる「複合公
共施設」及び「広場」の整備や、移住・定住の受
け皿となる「住宅地」の整備等、旧南小学校跡地
活用事業を推進していきます。

都市の現状や将来動向の分析、市民アン
ケート調査の実施等を行い、居住誘導区
域や都市機能誘導区域の設定など、都市
の集約化にむけた計画を策定します。
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事業名 予算額

予算説明書の事業名 所管課

浜脇秋葉線道路整備事業 21,000

浜脇秋葉線道路整備に要する
経費

都市整備課

道路維持補修事業 255,320

道路維持に要する経費 道路河川課

鉄輪地獄地帯公園整備事業 6,002

鉄輪地獄地帯公園整備に要す
る経費

公園緑地課

公共下水道事業 375,551

管渠の整備に要する経費 下水道課

公共下水道事業 74,888

処理場の施設整備に要する経
費

下水道課

大規模建築物耐震診断・耐震
改修等助成事業

172,501

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

木造住宅耐震診断・耐震改修
補助事業

15,520

住宅等耐震診断・耐震改修等
に要する経費

建築指導課

空き家対策事業 7,953

空き家対策に要する経費 建築指導課

市営住宅整備事業 237,510

市営住宅整備に要する経費 建築指導課

亀川地区市営住宅集約建替事
業

785,341

亀川住宅建替に要する経費 建築指導課

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。

老朽化が進んでいる亀川住宅、浜田住宅
及び内竃住宅の集約建替事業をＰＦＩ事
業により実施します。

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。

事業概要

社会資本整備総合交付金を活用し、南部地区
の主要道路である都市計画道路「浜脇秋葉
線」を整備することで、道路環境の改善、歩
行者の安全性確保を図ります。

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。

１日中過ごせる公園の実現を目指して鉄
輪地獄地帯公園の拡大整備を実施するた
め、パークＰＦＩ事業による収益施設の
整備を行います。

別府市中央浄化センターの機能保全を図
るため、施設の機能高度化や設備の改築
更新工事等を実施します。

汚水管渠の機能保全及び公共下水道未普
及解消を図るため、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。

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。

旅館・ホテル等の特定建築物の所有者に
対して耐震改修費の一部を助成すること
で、災害に強いまちづくりと建築物耐震
化を促進します。
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

02 05 03 1044 地籍調査に要する経費

款 項 目 事業

09 01 01 0137 土地利用規制に要する経費

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

48,226 36,063 12,163

【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を明確にすることにより、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
　産税の公平化、市の整備計画のきめ細やかな立案及び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　39,991千円
　　　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
　　境界及び地籍に関する測量を行い、地籍図及び地籍簿を作成します。
　
【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２９年度までに天間、南畑地区（完了）・内成地区・東山地区・鶴見地区の計
　　１０．５９ｋ㎡を調査済です。
　　また、平成２８年度から社会資本整備事業と連携する鶴見地区も調査を実施しています。

【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　266千円
　　　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。

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

266 266 0
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 01 01 0791 土木総務に要する経費

款 項 目 事業

09 05 01 0478 都市計画総務に要する経費

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

316 316

2,166 104 2,062

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

【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　316千円
　　　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図り住民の福祉に寄与します。

【実績等】
　　平成30年度　316千円

事業名称

【事業の目的】
　　快適で魅力の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
　都市づくりを推進するための経常的経費です。

【事業概要】
　・都市計画に関する事務費等　2,166千円
　　　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の印刷を行います。
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 05 01 0480 景観形成に要する経費

款 項 目 事業

09 05 01 0754 開発指導事務に要する経費

960 350 610

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

142 142 0

【事業の目的】
　　別府の豊かな緑、別府湾、湯けむり立ちのぼる美しい景観まちづくりの推進のための、
　一般的な事務経費や景観審議会開催のための経費です。

【事業概要】
　・景観審議会委員報酬　　　　167千円
　・景観審議会委員費用弁償　   12千円
　・景観支障木撤去委託料　　  735千円
　　景観に関する審議会への諮問を行い、専門家や各部門の代表者の意見を取り入れ、美しい
　まちづくり実現のための法制度に反映します。

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

【事業の目的】
　　開発行為及び宅地造成に関する計画について、許可審査及び助言・指導を行い、
　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に
　寄与します。

【事業概要】
　・開発指導事務に係る一般事務　　142千円

【実施方法等・実績等】
　　都市計画法による開発許可
　　　　・平成29年度（26件）・平成28年度（21件）　・平成27年度（18件）
　　宅地造成等規正法による宅地造成許可
　　　　・平成29年度（9件） ・平成28年度（12件）　・平成27年度（12件）
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 05 01 1323 立地適正化計画策定に要する経費

款 項 目 事業

09 05 02 1240 南部振興に要する経費

13,849 6,825 7,024

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

51,551 2,877 14,700 33,974

【事業の目的】
　都市再生特別措置法等の改正（平成26年8月1日施行）により、各市町村が立地適正化計画の
策定ができるように制度化されました。この計画の策定により、人口減少、少子高齢化が進む
中、限られた資源の集中的・効率的な利用で持続可能な都市・社会の実現を目指します。

【事業概要】
  都市の現状や将来動向の分析、市民アンケート調査の実施等を行い、居住誘導区域や都市機
能誘導区域の設定など、都市の集約化に向けた計画を策定します。

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

【事業の目的】
　南部地区の産業、歴史、文化、伝統を掘り下げ、未来につなげる振興策を実施することで、
別府の中心として栄えた南部地区の振興を図り、別府市全体の発展につなげていくことを目的
とします。

【事業概要】
  旧南小学校跡地において、近隣の公共施設を複合化し、併せて健康増進や交流の場となる
「複合公共施設」及び「広場」の整備や、移住・定住の受け皿となる「住宅地」の整備等、旧
南小学校跡地活用事業を推進していきます。平成31年度は「複合公共施設」の設計業務及び解
体・造成工事等に着手します。
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 05 02 1324 交通バリアフリーの推進に要する経費

【事業の目的】
　別府市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱（平成18年5月18日告示第158号）に
基づき、鉄道事業者が行う鉄道駅バリアフリー化設備の整備について補助金を交付するもので
す。

【事業概要】
  補助費　3,000千円（設計費）
　国が進めている利用者数が３，０００人／日以上の鉄道駅のバリアフリー化事業について補
助金を交付するものであり、ＪＲ別府大学駅のバリアフリー化の平成３１年度事業費１８，０
００千円に対し、その１/６を交付します。
　　（負担割合　国1/3、事業者1/3、県1/6、市1/6）

3,000 3,000

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
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 02 03 0460

・道路工事費　　　　 　　16,800千円

・その他（事務費等）　　　　265千円

・北鉄輪羽室台高校線

・妙診～鉄輪線

款 項 目 事業

09 02 03 1045

・測量設計等委託料　　　 26,300千円

・道路工事費　　　　　  216,461千円

・用地・補償費　　　　 　65,000千円

・その他（事務費等）　　　1,581千円

　　・鉄道南北１号線 　　・浜脇観海寺線

　　・志高～野尾原太郎丸線 　　・旧坊主別府線

　　・中島町線外 　　・南野地１号線外

0 28,589

　【実施予定箇所】

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

その他 一般財源

17,065 0 0 0 17,065

　【事業の目的】

　　　交通事故の未然防止、市民生活の基盤整備を図るために道路網の整備を行い、市民

　　及び観光客の方に安全・安心なまちづくりを推進します。

事業名称 所管課

都市整備課

予算額 国県支出金 地方債

　道路新設改良（単独事業）に要する経費

　【事業内容】

　【実施予定箇所】　

　　　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、

　　舗装改修等の道路整備を行い、歩行者の安全確保及び車両の走行性向上を図ります。

　【事業内容】

　　　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。

　地方道路整備（交付金事業）に要する経費

　【事業の目的】

309,342 158,753 122,000
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 02 03 1160

　【県施行予定路線】

　　・別府山香線（野田工区）

　　・東山庄内線（城島工区）

　　・国道500号 （明礬工区）

　【実績等】

　

款 項 目 事業

09 02 05 1059

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、道路橋の修繕等を行う

　　ことで長寿命化を図り、地域の道路網の安全性・信頼性の確保を行います。

・測量設計等委託料　　37,000千円

・補修工事費　　　　　61,000千円

　【実施予定箇所】

・補修設計(１橋)　　八ツ川橋

・補修工事(２橋)　　桑名橋、小野谷橋

・法定点検　　　　　全橋りょう（１７１橋）

　　　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、

　　　工事費の一部を市が負担します。

　　大分県が道路整備を行います。

28,268千円 10,855千円

3/20

事業名称 所管課

17,503 0 15,600 0

負担率

3/20

1,903

　【事業の目的】

平成28年度 平成29年度 平成30年度(見込)

　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

事業名称 所管課

橋りょう長寿命化に要する経費

　【事業内容】

負担金額 19,728千円

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】

98,000

3/20

　【事業内容】

51,150 37,600 0 9,250
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 04 01 0475

　【事業の目的】

款 項 目 事業

09 04 02 0476 　県施行負担金

　【県施行予定箇所】

・海岸環境整備（関の江地区）

　　　・港湾改修（的ヶ浜地区）

　　　・港湾改修（石垣地区）

　　　・港湾環境整備（北浜地区）

　【実績等】

 1/6

0 800 6,366

事業名称 所管課

　港湾管理に要する経費 都市整備課

国県支出金 地方債 その他

　【事業内容】

7,982 816

64,340 0 48,300 0 16,040

　　　　（餅ケ浜海浜公園の海岸漂着物の処理、餅ケ浜桟橋ゲート開閉業務）

　【事業の目的】

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

所管課

都市整備課

予算額 一般財源

　　　・港湾等管理業務　　　　4,479千円

　【事業内容】

平成28年度 平成29年度 平成30年度(見込)

負担率

1.4/20

 1/5

　　　市が管理する港湾・海岸の施設の維持管理等を行います。

　　　防災、利便性向上、港の魅力アップを図るため、大分県が港湾施設等の整備・延命化

　　を行います。

事業名称

　　　　（別府国際観光港多目的広場、亀川浜田町及び古市町緑地、古市グラウンド等）

　　　・施設管理等業務　　　　2,573千円

　　　・その他（事務費等）　　　930千円

1.25/10 

　　　工事費の一部を市が負担します。

負担金額 26,187千円 35,147千円 28,099千円
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 04 02 1001

　　　国直轄事業負担金　　

　　　　港湾改修事業（別府港第４埠頭沖防波堤）

款 項 目 事業

09 04 02 1019

　　　平成30年度：鋼管杭被覆防食、定期点検

　　　平成29年度：鋼管杭被覆防食

　　　平成28年度：鋼管杭被覆防食

　【実績等】

事業名称

　【事業の目的】

平成28年度 平成29年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源

　　　・沖防波堤　　　 整備中

　【実績等】

162,500 0 146,200 0 16,300

　　　・泊地（-10ｍ）　完成　（平成20年度）

　【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

　　図るための事業を行います。

　【事業内容】

　　　・岸壁（-10ｍ）　完成　（平成21年度）

　【事業内容】

予算額 国県支出金 地方債 その他

平成30年度(見込)

負担金額 63,625千円 51,750千円 20,000千円

所管課

　国直轄事業負担金 都市整備課

予算額

　海岸整備に要する経費 都市整備課

　　・餅ケ浜桟橋補修　

8,900 0 0

　　　　桟橋の存続に伴う漁協への負担金

0 8,900

事業名称 所管課

　　　　鋼管杭被覆補修等

　　・漁業施設維持管理運営負担金

一般財源

　　　国土交通省が実施する港湾事業に対して、費用の一部を市が負担します。

　　　　※大分県国直轄港湾工事負担金徴収条例により、負担率は１２．５％と規定
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 04 02 1239

款 項 目 事業

09 05 01 1162

　　・地下埋設管測量設計等委託　　　4,200千円

　　・道路関係団体等負担金　　　　　　584千円　　　　　

　　　（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）

　　・その他（補修工事、事務費等）　　996千円

　【実績等】

・平成30年度　地下埋設管状況調査

・平成29年度　地下埋設管布設替外工事

・平成28年度　調査用入孔設置（1箇所）

事業名称 所管課

　【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。

　【事業内容】

　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

　【事業内容】

450 0 0 0 450

　【事業の目的】

5,780 0 0 0 5,780

　　・利用促進のための環境整備

　べっぷの海辺にぎわい創生に要する経費 都市整備課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

　　　美しい海岸を維持し利活用の推進を図り、海辺のにぎわいを創生します。

事業名称 所管課
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 08 01 0511

　【県施行予定路線】

　・富士見通南立石線（南立石）

　・南立石亀川線（鶴見）

　・富士見通南立石線（南立石：県単独事業分）

　・山田関の江線（西野口町：県単独事業分）

　【実績等】

款 項 目 事業

09 08 01 1165

　【事業の目的】

・測量設計等委託料　　　 　14,361千円

・用地・補償費　　　　　　225,175千円

・その他（事務費等）　　　　　766千円

　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

事業名称 所管課

　【事業内容】

16,809

　【事業の目的】

　　　別府市の主要街路等の新設・改良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。

　【事業内容】

　　　工事費の一部を市が負担します。

負担率

1/10

1/10

1/ 4

1/ 4

27,056

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

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

240,302 112,246 101,000 0

負担金額 125,988千円 73,507千円 93,282千円

165,209 0 148,400

平成30年度(見込)

0

　　　社会資本整備総合交付金（国土交通省都市局所管）を活用し、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、道路環境の改善、利便性の向上を図

　　ります。

平成28年度 平成29年度
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 08 01 1325

　【事業の目的】

・測量設計等委託料　　　21,000千円

　　環境の改善を図ります。

　【事業内容】

21,000 11,000 8,100 0 1,900

　　　社会資本整備総合交付金（国土交通省都市局所管）を活用し、南部地区の主要道路

　　である都市計画道路「浜脇秋葉線」を整備することで、歩行者の安全性確保及び道路

事業名称 所管課

浜脇秋葉線道路整備に要する経費 都市整備課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 02 01 0455 道路管理に要する経費

款 項 目 事業

09 02 01 0456 市街灯管理に要する経費

14,132 50 14,082

［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ます。
　
 [事業概要]
　・道路占用料賦課、徴収業務（印刷製本費、通信運搬費）　    242千円
　　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、損害保険料、表示板設置工事費）　382千円
　　「べっぷ道路里親制度」に基づき、参加団体へ道路清掃活動に係る消耗品等を支給し、
　　市民と市が一体となった道路の環境美化活動を推進します。

　・寄附に伴う分筆手数料　　1,892千円
　　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　　　　5,196千円
　　市道管理のため、道路台帳の補正を行います。

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

59,530 59,530

［事業の目的］
　交通安全及び防犯に寄与するため、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　43,700千円
　　別府市内の市街灯の電気料を支払います。

　・市街灯保守委託料　　　　15,500千円
　　別府市内に設置している市街灯について、街灯機器の取替えや修繕を行います。

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
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 02 02 0457 道路維持に要する経費

款 項 目 事業

09 02 03 0461 県施行負担金

255,320 2,100 253,220

［事業の目的］
　市道の舗装、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　　　　　　230,000千円
　　市道の舗装改修、側溝の新設及び改修、維持補修等を行います。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や側溝の浚渫等を行います。
　　　（内訳）
　　　　測量設計等委託料　　　　8,000千円
　　　　市道維持業務委託料　　 22,000千円
　　　　維持補修等工事費　　　200,000千円

　・北浜地下道清掃委託　　　　　1,129千円
　　北浜地下道の維持管理のため清掃等を実施します。

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

4,700 4,700

［事業の目的］
　市民生活の安全性の向上を図るため、大分県が実施する急傾斜崩壊対策事業に係る事業費の
一部を負担します。

　[事業概要]
　砂防費負担金　4,700千円
　　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。

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
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 02 04 0468 交通安全施設整備に要する経費

款 項 目 事業

09 03 01 0755 河川管理に要する経費

29,800 29,800

［事業の目的］
　市民及び観光客の安全を確保するため、交通安全施設を整備します。

　[事業概要]
　交通安全施設工事費等　29,800千円
　　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。

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

1,652 1,278 374

［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（印刷製本費、通信運搬費）　　92千円
　　　普通河川における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。
　
　・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。
　

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
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 03 02 0801 河川整備に要する経費

款 項 目 事業

09 05 01 1027 駅前広場管理に要する経費

4,800 4,800

［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　4,800千円
　　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。

　　・河川しゅんせつ等委託料　　　　　　　2,400千円
　　・河川改修等工事費　　　　　　　　　　2,400千円

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

11,948 182 11,766

［事業の目的］
　別府駅及び亀川駅の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、駐輪場を適切に管理し、駅周辺歩道等にお
ける放置自転車の解消を図ります。

　[事業概要]
　・光熱水費　　2,780千円
　　　別府駅の高架下駐輪場、公衆便所、街灯や亀川駅の自由通路、エレベーターなどの
　　　電気料、別府駅及び亀川駅の公衆便所の上下水道料を支払います。

　・駅前広場管理委託料　8,138千円
　　　別府駅の自転車駐車場の維持管理、公衆便所の清掃、亀川駅のエレベーターの保守
　　　点検、自由通路や公衆便所等の清掃、別府駅及び亀川駅の植栽管理などを行います。

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
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 07 01 0508 水路整備等に要する経費

37,079 37,079

［事業の目的］
　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。

[事業概要]
　水路整備事業　　　　　　　　　　34,800千円
　　・雨水渠しゅんせつ等委託料　　17,000千円
　　・水路補修等工事費　　　　　　17,800千円

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
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

04 01 07 0342 みどり監視員に要する経費

款 項 目 事業

09 06 01 0488 公園緑地総務に要する経費

333 333

　【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　　333千円
　　　　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。
　
　【実績等】
　　・監視実施回数（延べ）
　　　　平成29年度　209回
　　　　平成28年度　210回
        平成27年度　203回
　

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

497 497 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及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、法人及び個人により
　　　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、都道府県及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30年度　　遊具の日常点検講習会（北九州市）
　　　平成29年度　　第51回公園緑地講習会（東京都）

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
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 06 01 0489 都市公園維持管理に要する経費

款 項 目 事業

09 06 01 0491 街路樹維持管理に要する経費

153,669 7,828 145,841

　【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　　18,092千円
　　　　市内各公園の電気及び上下水道使用料です。

　　・各公園施設維持管理事業　　83,861千円
　　　　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　　22,000千円
　　　　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を行い
　　　ます。
　
　【実績等】
　　・平成29年度末　公園数　170公園（91.21ha）

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

24,010 24,010

　【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　　24,010千円
　　　　市内全域の市道（２１路線）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29年度）　　26,388千円

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
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 06 01 0492 公園愛護会に要する経費

款 項 目 事業

09 06 02 0494 普及啓発活動に要する経費

4,028 4,028

　【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　　4,028千円
　　　　公園周辺の自治会等で結成された公園愛護会に公園の清掃活動をしていただいており
　　　公園数及び面積に応じて、報奨金を支払います。
　　　　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29年度　69団体、104公園
　　　　平成28年度　68団体、105公園
　　　　平成27年度　68団体、103公園
　

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

170 170

　【事業の目的】
　　　市民と一体となって観光都市別府の美しいまち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）開催しています。
　
　　・苗木、花苗無料配布　　155千円
　　　　苗木、花苗の無料配布を年３回実施しています。
　
　【実績等】
　　・ガーデニング教室（平成29年度）
　　　　開催数　全4回、延べ参加人数　　46名
　　・苗木、花苗無料配布（平成30年度）
　　　　平成30年春（温泉祭）　　　　：（苗木） 18種  300本　（花苗） 2種  660本
　　　　平成30年夏（浜脇地区夏祭り）：（花苗） 400本
　　　　平成30年秋（農業祭）　　　　：（苗木） 12種  300本　（花苗） 1種  600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います。
　　　　※農業祭では、（一社）別府市緑化協会が同時に花苗等の配布を実施しています。

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
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 06 02 0495 植栽管理に要する経費

款 項 目 事業

09 06 02 0496 神楽女湖菖蒲園に要する経費

27,001 27,001

　【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　　24,279千円
　　　　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　　1,968千円
　　　　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いただき
　　　ます。
　
　【実績等】
　　・植栽管理委託料（平成29年度）　　27,113千円
　　　　別府公園、春木川フラワーパーク　外
　　・花苗配布本数（平成29年度）
　　　　　33,351本、116町

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

6,287 6,287

　【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　　5,500千円
　　　　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、花菖蒲の鑑賞会
　　　　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】
　　・神楽女湖花菖蒲維持管理委託料（平成29年度）　　9,851千円

　　・花菖蒲無料配布（平成30年度）　　125名

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
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 ２　事業概要（一般会計）

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

款 項 目 事業

09 06 03 0506 その他都市公園整備に要する経費

6,002 6,002

　【事業の目的】
　　拡大整備に着手し、その一部に民間事業者による公園利用者のための収益施設等の設置を
　行います。この事業により公園の機能拡充や利便性の向上を図り「1日中過ごせる公園」の
　整備を実現しようとするものです。

　【事業概要】
　　・PPP事業支援委託業務　　5,897千円
　　　発注者支援業務のなかで事業者の選定に必要な提案書類の審査から事業者の決定までを
　　行います。
　
　　委託業務契約額　　15,984千円
　　H30年度執行予定額 10,087千円
　　H31年度予算額    　5,897千円

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

12,980 7,600 5,380

　【事業の目的】
　　　ラグビーワールドカップの開催に伴い、キャンプ地となる実相寺中央公園に向かう
　　車両や人の混雑が想定されるため、遊歩道の拡張を行い、道路交差点の視認性高め、
　　歩行者の安全の確保を行います。
　　　また、7箇所の公園にある危険なブロック塀を撤去し、フェンスや擁壁につくり
　　かえて公園利用者や隣接者の安全の確保を行います。

　【事業概要】
　　・実相寺公園散策の森整備事業　5,000千円

　　・ブロック塀撤去等工事費      7,980千円

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
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 01 01 1292 施設総務に要する経費

款 項 目 事業

09 01 01 1322 公共施設保全事務に要する経費

［事業の目的］
　別府市公共施設保全実行計画を推進し、市有建物等の維持管理コストの縮減に努めます。
 
 [事業概要]
・保全計画に関する事務費等　    417千円
・施設図面電子データ化委託料　1,210千円
  保全実行計画対象施設の図面等の電子データ化を行い、資料を整備します。

予算額

381

地方債

事業名称 所管課

1,627 1,627

施設整備課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

［事業の目的］
　市民や施設利用者等が、安全に安心して市有建物等の利用が出来るように、適切に営繕を行
います。
 
 [事業概要]
・施設整備に関する事務費等　381千円
　市有建物等の所管課と連携し、環境面や福祉面など、各施設が必要とする機能に配慮した営
繕工事（設計・施工監督等）を行います。

所管課

施設整備課

事業名称

その他 一般財源

381

国県支出金
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 02 03 0880 道路改良に要する経費

所管課

下水道課

事業名称

その他 一般財源

4,000

国県支出金予算額

4,000

地方債

　
　【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。

　【事業内容】
　　 　道路改良工事費　4,000千円
　　　　 公共下水道工事施行に伴う付帯舗装工事を行います。

　【実績等】
　　 平成２７年度　天満町８番、浜町３番、新別府４組、荘園６組、東荘園５丁目２組、
　　　　　　　　　 石垣西１０丁目９番２１号、桜ヶ丘３－３、石垣西４丁目４番等
　　　　　　　　　 １９箇所　3,231,981円
　　 平成２８年度　光町１６番、石垣西５丁目、西野口町７番、山の手町４番、楠町４番、
　　　　　　　　　 石垣東２丁目７番、上人ヶ浜町８番、石垣東４丁目、新別府４組等
　　　　　　　　　 ２５箇所　3,028,122円
　　 平成２９年度　富士見町８番、石垣東１丁目、石垣東２丁目、南立石八幡町４組、
　　　　　　　　　 光町１２番、亀川浜田町１３番、上人西３組、南荘園町１８組等
　　　　　　　　　 ２６箇所　3,763,665円
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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 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

特別会計名 公共下水道特別会計 下水道課

6,202

991,024

予算額 予算額

701,190

484,739

75,000

872,071

2,092

2,061,0002,061,000

【事業概要】

　①地方公営企業法適化事業　　22,677千円
　　平成３２年度からの地方公営企業法への適用に伴い、企業会計システムの構築と移行
　支援業務の委託を行います。

　②処理場等維持管理事業　　468,378千円
　　別府市中央浄化センター及び各ポンプ場の運転管理・保守点検業務を実施し、下水道
　汚水処理を適正に行うことで水質環境の保全を図ります。

　③公共下水道管渠整備事業　375,551千円
　　汚水管渠の機能保全及び公共下水道未普及解消を図るため、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。
　
　④処理場等施設整備事業　　74,888千円
　　別府市中央浄化センターの機能保全を図るため、施設の機能高度化や設備の改築更新
　工事等を実施します。

　⑤雨水渠整備事業　　34,300千円
　　下水道認可区域内の雨水渠の整備を行います。

歳入　計 歳出　計

101,950

519,200

3,330 3,000

226

1

361,975
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 ２　事業概要（一般会計）

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】

【実施方法等・実績等】

年度 件数 金額 件数 金額 件数 金額
H26 117 4,389 17 529 96 2,664
H27 153 2,769 5 214 79 2,963
H28 175 2,781 7 269 39 873
H29 344 2,873 7 199 27 694

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

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

（単位：千円）
建築確認等 中間検査 完了検査

7,390 3,963 0 2,873 554

　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。

1 0 0 1 0

　　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。

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

　　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。
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 ２　事業概要（一般会計）

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　3,520千円（35件）

②木造住宅耐震改修等補助事業　12,000千円（15件）

【実施方法等・実績等】
件数

診断 11件
改修 10件
診断 81件
改修 42件
診断 11件
改修 24件

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大規模建築物耐震改修補助金　　　 172,501千円（2棟）

15,520 11,640 0 0 3,880

木造住宅耐震診断補助事業と木造住宅耐震改修等補助事業を組合せ、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。

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

H27
542 483

19,102 11,868

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。

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。

（単位：千円）
区　分 補助対象額 補助額

H29
606 330

38,805 16,624

H28
4,305 2,339
78,000 31,459

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

　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。

172,501 108,373 0 0 64,128

旅館・ホテル等の特定建築物の所有者に対して耐震改修費の一部を助成することで、災害に強
いまちづくりと建築物耐震化を促進します。
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 01 01 1202 空き家対策に要する経費

【事業の目的】

【事業概要】
①空き家対策協議会の開催　 38千円

②空き家事業委託料　 　   812千円

③老朽空き家除却補助　　2,000千円　　

款 項 目 事業

09 09 01 0517 市営住宅管理に要する経費

事業名称 所管課

建築指導課

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。

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

7,953 1,000 0 139 6,814

169,653 0 0 169,653 0

【事業の目的】
　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。
【事業内容】
・現在管理している２，５４１戸（平成３０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います。
・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います。
・未納家賃の滞納整理を行い、円滑な管理運営を図ります。
・市営住宅の管理を大分県住宅供給公社に委託し、県営住宅との連携による住替えの促進
　などの利便性の向上、窓口開所時間の延長による入居者に対するサービスの向上を図り
　ます。

【実施方法等・実績等】
　平成31年度住宅管理委託料　　　158,862千円

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
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

09 09 02 0518 市営住宅整備に要する経費

款 項 目 事業

09 09 02 1294 亀川住宅建替に要する経費

237,510 42,219 60,800 134,491 0

【事業の目的】
　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。

【事業内容】
・施設整備工事費（外壁剥離防止工事、住宅解体工事等）　　　　　 　162,915千円
・給排水設備工事費（住戸内給水設備改修工事、揚水設備改修工事）　　14,260千円
・電気設備整備工事費（テレビ共聴設備改修工事等）　　　　　　　　　23,625千円

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

785,341 392,600 300,900 0 91,841

【事業の目的】
　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、浜田住宅を現亀川住宅に集約
　建替えを行います。
　亀川住宅には浴室がなく、集約建替えを行うことにより、住民の住環境の向上・改善が
　図れ、住民の生活の質の向上と満足度の向上が期待でき、さらに市営住宅管理戸数の削減
　も行うことができます。
　また、亀川地区は海抜が低く津波等の被害にあう可能性が高いため、近隣の一時避難施設
　となり近隣住民の安全性の確保が図れます。

【事業内容】
・ＰＦＩ事業モニタリング業務委託料　　　6,237千円
・市営住宅購入費
　　施設整備費　　　　　　　　　　　　589,347千円
　　移転支援費　　　　　　　　　　　　189,617千円

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
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