
平成３０年第４回定例市議会提出案件の概要

議第１２２号　　平成３０年度中津市一般会計補正予算(第４号)

１．予算規模 (単位：千円)

２．歳入の概要

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

寄附金

繰入金

諸収入

現計予算額（Ｂ）

3,138 市立保育所保育料、市立保育所保育料（代理受領分）

0.81%

伸率(対当初Ａ)当初予算額（Ａ）

40,746,059 41,260,069

2,864 治山事業分担金、市町村営急傾斜地崩壊対策事業分担金、農地及び農業用施設災害復旧費分担金12.

13.

資　料　１

伸率(対現計Ｂ)

333,877 41,593,946 2.08%

今回補正額 合計（補正後予算額）

20.

157,142

4 障害者自立支援医療費県費負担金（過年度分）

18. 財政調整基金繰入金

2,420

14.
介護給付・訓練等給付費負担金、子ども・子育て支援整備交付金、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付
金、河川等災害関連事業費補助金　ほか

児童福祉指定寄附金、小学校指定寄附金、環境保全指定寄附金

介護給付・訓練等給付費負担金、土砂災害情報提供強化事業費補助金、病児保育施設整備事業費補助
金、大分県林道事業費及び林道災害復旧事業費等補助金、市町村営急傾斜地崩壊対策事業費補助金
ほか

17.

54,85815.

44,651
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市債

３．歳出の概要

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

災害復旧費

障害福祉サービス事業費、児童福祉施設整備事業費、保育所事業費、生活保護総務事業費　ほか

2.

11. 5,000
農地及び農業用施設災害復旧事業費（平成30年台風24号関連）、河川堤防災害復旧事業費（平成30年7月
豪雨関連）

36,257 ブロック塀緊急対策事業費、学習交流施設（現歴史民俗資料館）耐震・改修事業費　ほか10.

8. 29,055
建築基準法事業費、砂防事業費、まちづくり活動支援事業費（都市再生整備計画事業）（減）、景観形成補
助事業費（都市再生整備計画事業）、道路整備事業費（都市再生整備計画事業）　ほか

7. 2,104 観光施設管理事業費

6. 15,450 農業総務事業費（下水道課）、畜産業一般事業費、林道管理事業費、県単治山事業費

防災事業債、砂防事業債、ブロック塀緊急対策事業債、中津市歴史博物館（仮称）建設事業債、学習交流
施設（現歴史民俗資料館）耐震・改修事業債、農地及び農業用施設災害復旧事業債、河川堤防災害復旧
事業債　ほか

4. 2,062 予防事業費、母子保健事業費、水洗化率向上促進事業費

3. 199,151

情報管理事業費、防災事業費、知事県議会議員選挙事業費、市議会議員選挙事業費

68,800

9. 1,920 常備消防運営事業費

42,878

21.



4．事業概要一覧表
＜ソフト事業　主なもの＞

（単位：千円）

国・県 起債 その他 一般財源

1
まちづくり活動支援事業（都
市再生整備計画事業）

△ 3,455 △ 1,700 △ 1,755
都市再生整備計画事業に係る事業効果分析調査の外部委託中止
に伴う減額

まちづくり推進
室

2 情報管理事業 751 751
市役所本庁舎のＬＡＮポートの整備及び中津市歴史博物館（仮称）
の行政ネットワーク設定作業

情報管理課

3
観光施設管理事業（山国支
所）

2,104 2,104 道の駅やまくにの施設老朽化に伴う修繕
山国支所地域
振興課

4
【障害福祉サービス事業】
介護給付・訓練等給付費負
担金

57,040 42,780 14,260 福祉サービスの利用者増に伴う補正 社会福祉課

5
【生活保護総務事業】
国県支出金精算返還金

116,774 116,774
平成29年度生活扶助費等の実績額による国県支出金の精算返還
金

社会福祉課

6
子どもいきいきプレイルーム
運営事業

1,374 1,374 利用者が当初の見込みより大幅に上回ったことに伴う補正 子育て支援課

7
【基金管理事業】
子育て支援基金積立金

1,180 1,180 0
子育て支援基金積立金
※個人及びB＆C（美容福祉団体）からの寄附金の充当事業

子育て支援課

8
【保育所事業】
八千代保育園指定管理委託
料

12,192 3,138 9,054 八千代保育園の入所児童数増に伴う指定管理委託料の補正
保育施設運営
室

9 予防事業 666 666
子どものインフルエンザ及びロタワクチン等の予防接種者増による補
正

地域医療対策
課

課　名新/拡 補正額 事業内容
一連
番号

事　　業　　名
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（単位：千円）

国・県 起債 その他 一般財源
課　名新/拡 補正額 事業内容

一連
番号

事　　業　　名

10
【予防事業】
結核対策事業

219 219 結核検診受診者数の増による補正
地域医療対策
課

11 新規
【林道管理事業】
林道点検診断委託料

13,148 13,148 0 林道の橋梁を対象とした健全性や耐震性に係る点検診断 林業水産課

12
【道路橋りょう整備事業】
道路等点検調査事業

△ 792 △ 436 △ 356 橋りょう長寿命化修繕事業費（普通建設事業）に予算を組替え 道路課

13
【建築基準法事業】
木造住宅耐震診断・改修促
進事業

1,050 787 263
旧建築基準法に基づき建築された木造住宅の所有者等が行う耐震
診断及び耐震改修について、費用の一部を補助する。補助金申請
件数の増及び補助金交付要綱改正に伴う交付決定により増額補正

建築指導課

14
【児童生徒援助事業】
準要保護児童生徒援助事業

2,112 2,112 認定者の増による補正 体育・給食課

15
【教育振興事業】
教育業務サポートスタッフ活
用事業

2,481 2,315 166
スクールサポートスタッフ3名（小学校1名、中学校2名）の配置
大分県の「教育事業サポートスタッフ活用事業補助金」の交付決定
に伴う補正（※7月より実施済）

学校教育課

16
小学校管理事業（学校支援
センター）（中津地区）

1,000 1,000 0
図書及び学校備品等の購入
※個人からの指定寄附金の充当事業

学校教育課

17 常備消防運営事業 1,920 1,920 平成31年4月1日付け新規採用職員の制服ほか一式
消防本部総務
課



（単位：千円）

国・県 起債 その他 一般財源
課　名新/拡 補正額 事業内容

一連
番号

事　　業　　名

18 知事県議会議員選挙事業 3,588 3,588 0
大分県知事及び県議会議員の任期満了による選挙執行
3/21告示、4/7投票日を想定した平成30年度中における投票日まで
の準備に係る経費及び期日前投票期間の選挙事務に係る経費

選挙管理委員
会事務局

19 市議会議員選挙事業 348 348
市議会議員の任期満了による選挙執行
4/14告示、4/21投票日を想定した平成30年度中における投票日ま
での準備等の選挙事務に係る経費

選挙管理委員
会事務局

※【　】内は細目名称。【　】がない事業は事業名と細目名称が同一
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＜普通建設事業　主なもの＞
（単位：千円）

国・県 起債 その他 一般財源

1 排水施設管理事業 23,819 23,800 19 排水ポンプの排水能力の強化（角木・大塚地区）
防災危機管理
課

2 防災設備管理事業 14,372 10,700 3,672 屋外防災放送設備修繕（三光地区、耶馬溪地区）
防災危機管理
課

3
【児童福祉施設整備事業】
病児保育施設整備補助金

14,436 9,624 4,812
病児保育施設の新設整備に係る補助金
事業主：のまさ小児科
負担割合：国3/10、県3/10、市3/10、事業主1/10

子育て支援課

4 水洗化率向上促進事業 1,160 1,160
汲み取り便所や浄化槽などを改造し、下水道や農業集落排水に繋
ぎ込みをする家庭に補助金を交付するもの
当初の見込みより申請者が増加したことによる補正

上下水道部総
務課

5 県単治山事業（耶馬溪地区） 637 64 573 排水路整備工事（耶馬溪町金吉・伊福地区） 林業水産課

6 橋りょう長寿命化修繕事業 792 436 300 56 道路等点検調査事業より予算を組替え 道路課

7
【砂防事業】
市町村営急傾斜地崩壊対策
事業

23,000 7,800 12,900 2,300 0 山国町草本地区、大坪地区、屋田川地区 耕地課

8 景観形成補助事業 3,000 1,500 1,300 200 水道橋塗装工事（蛎瀬橋）にかかる水道事業会計負担金
まちづくり推進
室

9
【道路整備事業】
豊後町姫路町線道路改良事
業

3,500 200 3,300 道路照明の増設による補正 都市整備課

補正額 事業内容 課　名
一連
番号

事　　業　　名
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（単位：千円）

国・県 起債 その他 一般財源
補正額 事業内容 課　名

一連
番号

事　　業　　名

10
ブロック塀緊急対策事業
（小学校費）

4,716 1,572 3,100 44

国の平成30年度第１次補正予算対応事業で、大阪北部地震で安
全性が問題となったブロック塀について、対策が必要な学校・幼稚
園についてフェンス設置を行うもの。（国補助率１/3）
※特例措置として、事前着工した事業（完了した事業も含む）も対象
とする。
【対象学校】　北部小学校、真坂小学校

教育総務課

11
ブロック塀緊急対策事業
（中学校費）

9,560 3,186 6,300 74
同上
【対象学校】　中津中学校、城北中学校

教育総務課

12
ブロック塀緊急対策事業
（幼稚園費）

5,724 1,908 3,800 16
同上
【対象幼稚園】　南部幼稚園、和田幼稚園

教育総務課

13
学習交流施設（現歴史民俗
資料館）耐震・改修事業

10,664 4,900 4,300 1,464 躯体補強工事の追加 社会教育課

※【　】内は細目名称。【　】がない事業は事業名と細目名称が同一



＜災害復旧事業＞
（単位：千円）

国・県 起債 その他 一般財源

1
農地及び農業用施設災害復
旧事業（平成30年台風24号
関連）

2,000 1,000 500 500 0 台風24号による災害の復旧事業 耕地課

2
河川堤防災害復旧事業（平
成30年7月豪雨関連）

3,000 2,001 1,000 △ 1 7月に発生した豪雨災害の復旧事業 耕地課

5,000 3,001 1,500 500 △ 1合　計

課　名
一連
番号

事　　業　　名 補正額 事業内容



議第１２３号　中津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）
＜事業勘定＞

※健康管理システム改修委託料、国民健康保険税還付金、償還金の計上

(歳入） 国民健康保険基金繰入金22,154

(歳出） システム改修委託料1,275、一般被保険者保険税還付金3,000、償還金17,879

議第１２４号　中津市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）
＜公共下水道事業＞

※公共枡修繕の5件追加による修繕料の計上

(歳入） 一般会計繰入金1,500

(歳出） 管渠維持管理修繕料1,500

議第１２５号　中津市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

※燃料費（重油）単価の高騰及び光熱水費の増による処理場費（燃料費、光熱水費）の計上

(歳入） 一般会計繰入金1,396

(歳出） 処理場費　燃料費315、光熱水費1,081

議第１２６号　中津市ケーブルネットワーク事業特別会計補正予算（第１号）

※中津日田道路整備に伴う伝送路引込及び移設工事の計上

（歳入） 繰入金11,694、諸収入6,055

（歳出） 伝送路引込及び移設工事17,749

議第１２７号　中津市病院事業会計補正予算（第１号）

債務負担行為補正

事　　　　　　　　　　　　　　項 期　　　　　間 限　度　額

中津市民病院総合施設維持管理委託業務（増築分） 平成34年度まで 58,600千円以内

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計
9,027,914 9,535,274 22,154 9,557,428

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計
2,325,824 2,093,395 1,500 2,094,895

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計
347,353 349,353 1,396 350,749

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計
265,710 265,710 17,749 283,459
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