
平成３１年第１回定例市議会提出案件の概要

議第３号　　平成３０年度中津市一般会計補正予算(第７号)
１．予算規模 (単位：千円)

２．《歳入の概要》

市税

地方交付税

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入16. 17,767 財政調整基金運用収入、市有地売払収入、市有林売払収入（減）　ほか

15.

1.

△ 34,005
国民健康保険基盤安定負担金、後期高齢者医療保険基盤安定負担金（減）、農業委員会交付金、活力あ
る水田農業振興対策事業補助金（減）、機構集積協力金事業補助金（減）、担い手確保・経営強化支援事
業費補助金、地域活力づくり総合補助金（減）　ほか

13. △ 3,090 新博多町交流センター使用料（減）、証明閲覧手数料（減）、疾病事故診療手数料（減）

14. △ 67,067
国民健康保険基盤安定負担金、児童手当負担金（減）、道路災害復旧費負担金、河川堤防災害復旧費負
担金（過年度分）（減）、道路災害復旧費負担金（過年度分）（減）、プレミアム付商品券事業費補助金、災害
等廃棄物処理事業費補助金（減）、社会資本整備総合交付金（減）、学校施設環境改善交付金　ほか

資　料　1

当初予算額（Ａ） 現計予算額（Ｂ） 今回補正額 合計（補正後予算額） 伸率(対当初Ａ) 伸率(対現計Ｂ)

440,235 市民税、固定資産税、軽自動車税

10. 18,782 普通交付税

40,746,059 41,600,776 △ 472,515 41,128,261 0.94% △ 1.14%
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－2－

寄附金

繰入金

諸収入

市債

３．《歳出の概要》

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費6. △ 49,729
活力ある水田農業振興対策事業費（減）、機構集積協力金事業費（減）、担い手確保・経営強化支援事業
費、林業振興事業費（減）　ほか

4. △ 117,708
地域医療対策事業費（減）、予防事業費（減）、健康増進事業費（減）、浄化槽推進事業費（減）、ごみ処理
施設事業費（クリーンプラザ）（減）　ほか

5. 9 基金管理事業費

2. 83,785 職員給与費、コアやまくに施設整備事業費（減）、情報管理事業費（減）　ほか

3. △ 24,692
社会福祉総務事業費、後期高齢者医療対策事業費（減）、児童扶養手当事業費（減）、児童手当事業費
（減）、障害児援護事業費　ほか

21. △ 142,900
道路橋りょう新設改良事業債（減）、社会資本整備事業債（減）、街路事業県工事負担金債（減）、小学校施
設大規模改造事業債、中学校施設大規模改造事業債　ほか

1. △ 600 議会運営事業費

18. △ 679,317 財政調整基金繰入金（減）、減債基金繰入金（減）、職員退職手当基金繰入金（減）　ほか

20. △ 26,301
創業資金貸付金元利収入（元金）（減）、予防接種賠償責任保険金収入、市有林造林事業補助金精算金
（減）、中津玖珠日本遺産推進協議会補助金返戻金（減）、中津やばけい元気づくり補助金返戻金（減） ほ
か

17. 3,381 福祉指定寄附金、社会教育指定寄附金、小学校指定寄附金、中学校指定寄附金



商工費

土木費

消防費

教育費

災害復旧費

公債費12. △ 11,527 元金、利子（減）

10. 123,412 教育振興事業費（減）、小学校施設大規模改造事業費、中学校施設大規模改造事業費　ほか

11. △ 45,236
道路災害復旧事業費（平成29年7月豪雨関連）（減）、道路災害復旧事業費（平成30年4月土砂災害関連）、
河川堤防災害復旧事業費（平成29年7月豪雨関連）（減）　ほか

8. △ 366,947
道路橋りょう新設改良事業費（減）、社会資本整備事業費（減）、港湾改修事業費（減）、都市計画総務事業
費（減）、住宅整備事業費（減）、住宅建設改良事業費（減）　ほか

9. 9,350 常備消防運営事業費、非常備消防運営事業費　ほか

7. △ 72,632 金融対策事業費（減）、観光施設整備事業費（減）　ほか
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平成３０年度３月補正主要事業

教育総務課

【国の2号補正対応分】
県営工事（海岸保全防潮堤改修）負
担金

【国の2号補正対応分】
小学校トイレ洋式化（北部小、和田
小、秣小、樋田小）

【国の2号補正対応分】
中学校トイレ洋式化（中津中、東中津
中）

備　　　　　　　　　　　　　　　考 課　名

耕地課

社会福祉課

農政振興課

企業誘致・港湾課

教育総務課

地方債 その他 一般財源

4 9,170 9,100

1

2 7,215 7,215プレミアム付商品券事業新規

(単位：千円)

№ 事業費
財　源　内　訳

事　　業　　名新/拡 国・県
支出金

0

中津港改修事業

3 12,875 12,875

193

担い手確保・経営強化支援事業
補助金

0

70

136

【国の2号補正対応分】
プレミアム付商品券発行の準備に係
る事務費等（国10/10）

【国の2号補正対応分】
農業機械導入補助
（トラクター、田植機、コンバイン 等）

6 中学校トイレ改修事業 75,100 23,907 51,000

5

1,504 502

小学校トイレ改修事業 95,800 30,364 65,300

【国の2号補正対応分】
土砂災害ハザードマップ作成委託

防災管理事業（平成30年4月土
砂災害関連）

2,006

500

県と連携し、市民ミュージカル「山国川
奇譚 鶴市愛歌」の再演のため、主催
する中津市文化協会へ開催経費の補
助を行う。

社会教育課7 市民ミュージカル開催補助金 500



平成３０年度３月補正予算　特別会計の状況

議第４号　平成３０年度中津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）
＜事業勘定＞

※ 実績見込みによる増額補正

（歳入） 県支出金 △16,001、財産収入 1,274、基盤安定繰入金 43,398、基金繰入金 △22,155

（歳出） 保険給付費 10,574、保健事業費 △10,659、直診勘定繰出金 7,826、その他 △1,225

＜直診勘定＞

※ 実績見込による減額補正

（歳入） 診療収入 △26,900、県支出金 △4,360、一般会計繰入金 18,268、事業勘定繰入金 7,826、市債 △4,400

（歳出） 一般管理費 △540、研究研修費 △310、施設整備費 △8,716

議第５号　平成３０年度中津市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）
＜公共下水道事業＞ (単位：千円)

※ 実績見込みによる減額補正

（歳入） 国庫補助金 △1,100、県補助金 △4,440、財産運用収入 42、一般会計繰入金 △1,471、基金繰入金 14,533、

　　　　  公共下水道建設事業債 △36,000

（歳出） 一般管理事業費 5,189、終末処理場管理事業費 △4,121、ポンプ場管理事業費 496、公共下水道建設事業費 △30,000

＜特定環境保全公共下水道事業＞ (単位：千円)

※ 実績見込みによる減額補正

（歳入） 一般会計繰入金 △3,607、基金繰入金 3,397

（歳出） 一般管理事業費 1,590、浄化センター管理事業費 △1,800　

6,516 9,563,944

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計
2,325,824 2,093,446 △ 28,436 2,065,010

当初予算額
118,492 △ 210 118,282

現計予算額 今回補正額 計

今回補正額 計現計予算額

252,991

(単位：千円)
当初予算額
9,027,914 9,557,428

(単位：千円)

当初予算額
263,446 262,557 △ 9,566

現計予算額 今回補正額 計
118,492
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議第６号　平成３０年度中津市駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
(単位：千円)

※ 実績見込みによる増額補正

（歳入） 駐車場使用料 2,800、基金利子・運用収入 285

（歳出） 一般管理事業費（豊田町駐車場） △500、一般管理事業費（新博多町駐車場） △50、基金積立金 3,350、基金利子積立金 285

議第７号　平成３０年度中津市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）
(単位：千円)

※ 実績見込みによる減額補正

（歳入） 農業集落排水使用料 △1,722、基金利子・運用収入 12、一般会計繰入金 22

（歳出） 一般管理事業費 12、管路施設建設事業費 △1,700

議第８号　平成３０年度中津市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）
＜保険事業勘定＞

※ 実績見込みによる減額補正

（歳入） 介護保険料 19,613、国庫負担・補助金 △3,658、支払基金交付金 △92、県負担・補助金 △348、一般会計繰入金 △4,619、

 基金繰入金 △18,263、その他 1,112

（歳出） 一般管理費 △400、賦課徴収費 △600、認定調査費 △3,000、介護サービス等諸費 53,960、高額介護サービス費 3,000、

 高額医療合算介護サービス費 △15,550、介護予防・生活支援サービス事業費 △41,390、包括的支援事業・任意事業費 △1,580、その他 △695

＜介護サービス事業勘定＞

※ 実績見込による減額補正

（歳入） 財産運用収入 238、基金繰入金 △507

（歳出） 施設整備費 △507、基金積立金 238

今回補正額 計

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計
30,500 30,500 3,085 33,585

当初予算額 現計予算額
350,749 △ 1,688 349,061

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

347,353

△ 6,255 7,710,068

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

7,614,650 7,716,323

8,809 8,809 △ 269 8,540



議第９号　平成３０年度中津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）
(単位：千円)

※ 実績見込みによる減額補正

（歳入） 特別徴収保険料 2,898、普通徴収保険料 △25,707、一般会計繰入金 △430、保険基盤安定繰入金 △10,019、その他 △350 

（歳出） 徴収事業費 △500、後期高齢者医療広域連合納付金 △32,828、その他 △280

議第１０号　平成３０年度中津市ケーブルネットワーク事業特別会計補正予算（第２号）

※ 実績見込みによる増額補正

（歳入） 財産運用収入 240、ケーブルネットワーク基金繰入金 13,975、ケーブルネットワーク整備事業債 △4,500

（歳出） 設備更新委託料 △4,525、伝送路引込及び移設工事 14,000、基金積立金 240

議第１１号　平成３０年度中津市病院事業会計補正予算(第３号)　

収益的収入 (単位：千円) (単位：千円)

※補正理由 ※補正理由
他会計補助金の減額 材料費の増額及び経費の減額

資本的収入 (単位：千円) (単位：千円)

※補正理由
土地購入費の減額

806,128 0 806,128 1,680,341 1,680,341 △ 59,850 1,620,491

現計予算額

資本的支出

265,710 283,459 9,715 293,174

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

(単位：千円)

986,104 1,001,316 △ 33,608 967,708

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

今回補正額 合　　　計

7,124,466 7,124,466 △ 18,397 7,106,069 6,999,072 7,011,448 △ 16,899 6,994,549

収益的支出

当初予算額 現計予算額 合　　　計 当初予算額 現計予算額今回補正額

合　　　計

806,128

合　　　計 当初予算額当初予算額 現計予算額 今回補正額今回補正額
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議第１２号　平成３０年度中津市水道事業会計補正予算(第１号)　

収益的収入 (単位：千円) (単位：千円)

※補正理由
退職給付費及び減価償却費の決算見込額による増額

資本的収入 (単位：千円) (単位：千円)

※補正理由 ※補正理由
事業費確定による補助金の増額 人件費の決算見込額による増額

議第１３号　平成３１年度中津市一般会計予算
(単位：千円)

258,481 258,481 12,950 271,431 1,064,224 1,064,224 1,635 1,065,859

現計予算額

資本的支出

当初予算額 現計予算額 合　　　計 当初予算額今回補正額 今回補正額

今回補正額 合　　　計

1,645,888 1,645,888 0 1,645,888 1,434,953 1,434,953 6,989 1,441,942

合　　　計

Ｈ30当初予算額 増（減）額 伸率

今回補正額

収益的支出

当初予算額 現計予算額 合　　　計 当初予算額

42,047,602 40,746,059 1,301,543 3.19%

現計予算額

Ｈ31当初予算額


