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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］
令和３年度

予算額
令和２年度
予算額

増減額

29,570 30,663 ▲ 1,093

288,271 291,091 ▲ 2,820

63,640 8,028 55,612

10,351 6,970 3,381

（２）特別会計予算額 ［単位：千円］
令和３年度

予算額
令和２年度
予算額

増減額

（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

会計事務に要する経費 29,569

会計事務に要する経費 会計課

議会広報に要する経費 16,557

議会広報に要する経費 議会事務局

その他・行政委員会・行政委員

課名

会計課

議会事務局

行政委員会総合事務局

農業委員会事務局

事業概要

「別府市議会だより」や「市議会公式ホームページ」で
広く市民に議会活動の内容を広報すると共に、「ケーブ
ルテレビやインターネットでの議会中継」の実施や「市
民と議会との対話集会」を通じ市民に対し議会活動への
関心を高め、より開かれた議会の実現を目指します。

公金の収入・支出の執行手続き、決算の調製、
現金及び有価証券並びに物品に関する出納保管
等の事務を行います。
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

02 01 05 0126

款 項 目 事業

02 01 16 0162

【事業の目的】
　法令に基づき、会計事務の適正な執行を図ることを目的としています。

【事業概要】
　支払のため小切手を振り出した日から１年を経過したのちに当該債権者から償還の請求が
あった場合の支払に備えます。

予算額

29,569

地方債

事業名称 所管課

1 1

会計課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

【事業の目的】
　法令等の規定に基づき、会計事務の適正かつ効率的な執行を図ることを目的としています。

【事業概要】
　公金の収入・支出の執行手続き、決算の調製、現金及び有価証券並びに物品に関する出納保
管や支出負担行為の確認、支出命令の審査及び小切手に関する事務を行います。

【実施方法等】
　収入・支出の事務については指定金融機関制度を採用しており、税及び税外収入金の収入済
通知書等収納情報を全てデータ化するなど、事務の効率化を図っています。

所管課

会計課

事業名称

その他 一般財源

29,569

国県支出金

会計事務に要する経費

小切手未払償還金
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

01 01 01 0100

款 項 目 事業

01 01 01 0101

【事業の目的】
　議会運営の推進を図ります。
　
【事業内容】
　議会運営が円滑かつ活発にできるよう、その推進を図ります。

【事業実績】
・委員会に付託を受けた案件を３委員会で慎重審議を行いました。
①総務企画消防委員会　②観光建設水道委員会　③厚生環境教育委員会
・予算決算特別委員会を継続して設置し当初予算及び決算関連議案の集中審議を行いました。

事業名称 所管課

議会事務に要する経費 議会事務局

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

3,322 3,322

【事業の目的】
　二元代表制の一翼を担う議会活動の推進を図ります。

【事業内容】
　議員２５人に係る議員報酬や共済費、旅費、負担金、政務活動費交付金等により議員による
議会活動の推進を図ります。

【事業実績】
・政務活動費の適正な執行と透明性の一層の確保を図るため、領収書等を別府市議会のホーム
ページで公開するとともに、情報公開室での閲覧を行いました。
・別府市議会交際費の支出状況について別府市議会のホームページで公開を行いました。

事業名称 所管課

議員に要する経費 議会事務局

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

268,392 268,392
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

01 01 01 0102

【事業の目的】
　開かれた議会を目指し、市民に対して議会活動の広報を推進します。

【事業内容】
　「べっぷ市議会だより」の全戸配布、「本会議のテレビ放映」及び「本会議･会議録のイン
ターネット配信」等による広報活動、並びに「市民と議会との対話集会」の充実を図ることに
より、市民に対し議会活動の広報を推進します。

【事業実績】
・市議会公式ホームページ上で賛否の公表、政務活動費の領収書等の公開、議会交際費の支出
状況の公開を行いました。
・「べっぷ市議会だより」では、べっぷ市議会だよりリニューアル検討部会を立ち上げ、わか
りやすくて読みたくなる紙面の作成に取組み、第１５４号（２０２１年２月１日発行）からリ
ニューアルしました。

事業名称 所管課

議会広報に要する経費 議会事務局

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

16,557 16,557
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

02 01 09 0144 公平委員会に要する経費

款 項 目 事業

02 02 01 0164 固定資産評価審査委員会に要する経費

【事業の目的】
　固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査申出について審査を行う機関である固定資
産評価審査委員会の事務を行います。

【事業の内容】
①固定資産評価審査委員会　294千円（委員報酬）、38千円(費用弁償）
　固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査申出について審査を行うため、委員会を開
　催します。（委員６人、１０回）
②固定資産評価審査委員会運営研修会への参加（開催地　熊本市内）
　報酬5千円、費用弁償25千円（委員１人）、旅費25千円（職員１人）、研修テキスト代4千円
　（消耗品費）
　固定資産評価審査に係る最新の情報の取得及び事例の調査研究のため、固定資産評価審査委
　員会運営研修会に参加します。

事業名称 所管課

行政委員会総合事務局

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

401 401

【事業の目的】
　職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求及び職員への不利益処分に対す
る審査請求について審査し、及び必要な措置を講ずる機関である公平委員会に関する事務を行
います。
【事業の内容】
①公平委員会の開催　103千円（報酬費）、6千円（費用弁償）
　職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求及び職員への不利益処分に対す
る審査請求について審査を行う等のため、委員会を開催します（委員３人、５回開催予定）。
②人事公平制度に関する最新の情報の取得及び事例の調査研究のための各種会議への出席
　ア　全国公平委員会連合会九州支部総会（開催地　沖縄県）
　　　費用弁償86千円（委員１人）、旅費85千円（職員１人）
　　　出席負担金10千円（委員１人、職員１人）
　イ　大分県公平委員会連絡会総会（開催地　豊後高田市）
　　　出席負担金15千円（委員３人、職員２人）

事業名称 所管課

行政委員会総合事務局

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

346 346
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

02 04 01 0185

①
②

款 項 目 事業

02 04 01 0186

 【事業の内容】
①
②

　選挙人名簿の登録（年４回）・抹消（年１２回）、在外選挙人名簿の登録・抹消、別府地区
明るい選挙推進協議会連合会の運営

385 10 375

【事業の目的】
　選挙を公正かつ適正に管理執行するため、選挙の管理執行等に係る委員会の開催運営に関す
る事務や選挙人名簿の調製を行うとともに、市外各市町村の選挙管理委員会と選挙事務に必要
な情報を共有し、資質向上を図ります。

選挙人名簿の調製
在外選挙人名簿の調製

【事業計画】

　選挙管理委員会の開催（年１２回及び随時開催）、九州都市選挙管理委員会連合会及び全国
市区選挙管理委員会連合会主催の会議へ役員として出席

事業名称 所管課

選挙管理委員会事務局に要する経費 行政委員会総合事務局

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

【事業計画】

2,024 2,024

【事業の目的】
　選挙を公正かつ適正に管理執行するため、選挙の管理執行等に係る委員会の開催運営を行い
ます。

【事業の内容】
選挙管理委員会の開催経費
選挙管理委員が役員を務める各種連合会主催の会議への出席

事業名称 所管課

選挙管理委員会に要する経費 行政委員会総合事務局

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

02 04 02 0187

① 事業概要

② 事業効果

款 項 目 事業

02 04 02 0738

① 事業概要
② 事業効果

　公用車用啓発パネルの設置、街頭啓発活動、新聞広告の掲載、選挙啓発チラシの配布

169 169 0

【事業の目的】
　衆議院議員選挙に際し、有権者の政治意識の向上を図り、明るく正しい選挙の実現と投票率
の向上を目指します。

【事業の内容】
衆議院議員選挙に関する啓発・周知活動
衆議院議員選挙に際し、有権者の政治意識の向上を図り、明るく正しい選
挙の実現と投票率の向上を目指す

【事業計画】

事業名称 所管課

衆議院議員選挙啓発推進に要する経費 行政委員会総合事務局

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

　明るい選挙啓発ポスター・標語の募集及び審査、街頭啓発活動、市内各種学校への選挙出前
授業の実施

24 24

【事業の目的】
　　有権者の政治意識の向上を図るため、啓発運動を推進し、明るく正しい選挙の実現を目標に
投票棄権の防止並びにきれいな選挙を目指します。

【事業の内容】
明るい選挙及び投票率向上のため、啓発ポスターの募集、推進協議会の設
置、街頭啓発活動、各種研修会を実施します。
有権者の政治意識の向上を図り、明るく正しい選挙の実現と投票率の向上
を目指します。

【事業計画】

事業名称 所管課

選挙啓発に要する経費 行政委員会総合事務局

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

02 04 03 0188

① 事業概要

② 事業効果

款 項 目 事業

02 06 01 0222 監査委員に要する経費

【事業の目的】
　　行財政運営について監察的見地から検査し、正否を調査することによって公正で合理的
　かつ効率的な行財政運営の確保に寄与することを目的としています。

【事業内容】
　　地方自治法により与えられた権限に基づき、一般監査、特別監査及び住民監査請求等に
　係る監査を実施します。

事業名称 所管課

行政委員会総合事務局

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

4,182 4,182

　第４９回衆議院議員総選挙及び第２５回最高裁判所裁判官国民審査に関する諸事業を、国県
支出金により実施します。

【事業の内容】
ポスター掲示場設置、投票所入場整理券発送、選挙公報発送、選挙人名簿
作成、期日前投票受付、不在者投票受付、個人演説会会場事務手続、投・
開票所の設置及び投・開票事務、期日前投票所設置及び期日前投票事務

法令に基づき公正かつ効率的な管理執行を行うことにより、市民の意見を
正しく国政に反映することができます。

【根拠法令】
公職選挙法第２６３条

【事業計画】
・期日前投票所２ヶ所設置（市役所、市内商業施設）
・予定開票所　　　　別府市民体育館

【事業の目的】
　

事業名称 所管課

衆議院議員選挙執行に要する経費 行政委員会総合事務局

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

55,302 55,302 0
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

02 06 01 0223 監査事務に要する経費

【事業の目的】
　　監査委員の事務を補佐することによって、行財政運営の適法性及び妥当性の確保に寄与
　することを目的としています。

【事業内容】
　　監査委員の事務を補助し、法令等に基づき、一般監査、特別監査及び住民監査請求等に
　係る監査を実施します。

事業名称 所管課

行政委員会総合事務局

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

807 807
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

06 01 01 0376 農業委員に要する経費

款 項 目 事業

06 01 01 0377 農業委員会事務に要する経費

【事業の目的】
　農業委員及び農地利用最適化推進委員の活動を補佐し、農業者の意見発表により農業の振興
　と農村の活性化を目指すと共に、農業委員会に係る業務全般の効率的な運営を推進します。

【事業内容】
　①毎月１回農業委員会総会を開催し、農地法に基づく農地等の申請、許可、受理通知の送付
　　事務や農業の振興、農業者の意見発表、農地等の利用関係あっせん等の審議、決定に関す
　　る事務を行います。

　②各種研修、会議等による農村の活性化及び品質向上意欲の強化、農業者年金に関する資料
　　作り及び農家への説明を行います。

事業名称 所管課

農業委員会事務局

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

502 169 0 256 77

【事業の目的】
　毎月１回農業委員会総会を開催し農地法に基づく農地等の申請・許可を審議し、優良農地の
確保・保全に努め、違反転用を防止します。

【事業概要】
　①毎月１回の農業委員会総会及び農地農業相談の開催、研修会等への出席をします。

　②農業委員会総会で農地法の規程による農地の所有権移転や農地の転用に対しての審議をし
　　ます。

　③地域における農地の利用集積を図るため、農地利用最適化推進委員と協力して利用権設定
　　や利用集積、農地利用の最適化の推進をします。

事業名称 所管課

農業委員会事務局

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

5,560 3,446 0 0 2,114
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

06 01 01 1285 農地利用最適化推進委員に要する経費

【事業の目的】
　農地法に基づく現地調査により、農地等の利用適正化の推進をし、遊休農地対策として担い
手への集積・集約化を図り、農地の保全を目的とします。

【事業内容】
　①必要に応じて農業委員会総会での意見報告及び研修会等へ出席します。

　②農地パトロールをすることにより、遊休農地の発生防止・解消を進め、農地の出し手、受
　　け手へのアプローチを行い、農地利用の集積・集約化を図ります。

　③地域における農地の利用集積を図るため、農業委員と協力して利用権設定や利用集積、農
　　地利用の最適化の推進をします。

事業名称 所管課

農業委員会事務局

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

4,289 2,182 0 0 2,107

11




