
平成３０年第２回定例市議会提出案件の概要

議第７１号　　平成３０年度中津市一般会計補正予算(第２号)

１．予算規模 (単位：千円)

２．歳入の概要

国庫支出金

県支出金

繰入金

諸収入

市債

３．歳出の概要

総務費

民生費

21. 7,500
児童福祉施設整備事業債、ごみ処理施設事業債（減）、農地及び農業用施設災害復旧事業債（過年度
分）、林業用施設災害復旧事業債（過年度分）、河川堤防災害復旧事業債（過年度分）、道路橋りょう災害復
旧事業債（過年度分）

3. 37,050

総務一般管理事業、テレワーク等推進事業

児童福祉施設整備事業、生活保護総務事業

65,469 財政調整基金繰入金、育英基金繰入金

子ども・子育て支援整備交付金

資　料　１

18.

現計予算額（Ｂ）当初予算額（Ａ）

40,746,059 40,813,313

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)

190,313 41,003,626 0.63% 0.47%

中津やばけい元気づくり補助金返戻金

2. 3,404

9,15020.

14. 106,361
河川堤防災害復旧費負担金（過年度分）、道路災害復旧費負担金（過年度分）、橋りょう災害復旧費負担金
（過年度分）、子ども・子育て支援整備交付金、生活困窮者自立相談支援事業費等補助金

1,83315.
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衛生費

農林水産業費

商工費

教育費

災害復旧費

４.　事業概要一覧表

＜ソフト事業　主なもの＞ （単位：千円）

※【　】内は細目名称　【　】がない事業は細目と事業名が同一名称

11. 227,388
農地及び農業用施設災害復旧事業（平成２９年７月豪雨関連）、林業用施設災害復旧事業（平成２９年７月
豪雨関連）、道路災害復旧事業（平成２９年７月豪雨関連）、河川堤防災害復旧事業（平成２９年７月豪雨関
連）、橋りょう災害復旧事業（平成２９年７月豪雨関連）

300 奨学金事業10.

7. 13,726 観光事業

6. 1,906 中山間地域総合整備事業

4. △ 93,461 ごみ処理施設事業（旧下毛第一清掃センター）（減）

一連
番号 事業名 補正額 事業内容

国県 地方債 その他 一般財源

4,576
土砂災害の風評被害対策として、夏休み以降の観光シーズンの
誘客を図り、福岡市を中心とした誘客ＰＲ活動及び“やばけい観
光ツアー”造成・販売に取り組む

1 テレワーク等推進事業 2,137

0
就学困難者に対する奨学金給付における新規奨学生を拡充す
る経費

2,137
サテライトオフィスやテレワークを推進し、旧下毛地域への移住
施策を進めるにあたり課題となっている「仕事」の確保に取り組む

2
【観光事業】
観光宣伝活動事業

13,726 9,150

3 奨学金事業 300 300



＜普通建設事業＞ （単位：千円）

＜災害復旧事業＞ （単位：千円）

一連
番号 事業名 補正額 事業内容

国県 地方債 その他 一般財源

4 児童福祉施設整備事業 35,150 30,657 3,600 893 児童クラブ施設整備補助金

5 ごみ処理施設事業 △ 93,461 △ 93,400 △ 61
旧下毛第一清掃センター解体工事について、２ヵ年での事業計
画としたため、後年度に係る事業費を減額

1,906
本耶馬渓屋形地区営農飲雑用水事業
（県営中山間地域総合整備事業）

6 中山間地域総合整備事業 1,906

一連
番号 事業名 補正額 事業内容

国県 地方債 その他 一般財源

7
農地及び農業用施設災害
復旧事業

60,710 31,800 28,910 平成２９年７月に発生した豪雨災害の復旧

8 林業用施設災害復旧事業 17,400 2,700 14,700 平成２９年７月に発生した豪雨災害の復旧

9 道路災害復旧事業 65,042 37,646 23,400 3,996 平成２９年７月に発生した豪雨災害の復旧

10 河川堤防災害復旧事業 68,415 28,390 34,800 5,225 平成２９年７月に発生した豪雨災害の復旧

670 平成２９年７月に発生した豪雨災害の復旧11 橋りょう災害復旧事業 15,821 10,551 4,600
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報告第１０号　　平成３０年度中津市一般会計補正予算(第１号)

１．予算規模 (単位：千円)

２．歳入の概要

県支出金

繰入金

市債

３．歳出の概要

総務費

民生費

４.　事業概要一覧表 （単位：千円）

※【　】内は細目名称　【　】がない事業は細目と事業名が同一名称

当初予算額 今回補正額 合計（補正後予算額） 伸率(対当初)

233

40,746,059 67,254 40,813,313 0.17%

その他

3,000 ・　支援対象：全壊住宅２件

15. 9,482 大分県災害弔慰金等補助金、大分県災害被災者住宅再建事業費補助金、大分県災害救助費補助金

2
【災害救助事業】
災害被災者住宅再建支援
金

6,000

一般財源

防災事業

18. 38,672 財政調整基金繰入金

事業名 補正額

災害救助事業

一連
番号 事業内容

48,289 19,100 29,189

（避難所及び対策本部の開設等に要した経費　11,132千円）
・　簡易トイレ・簡易シャワー設置
・　避難所運営に係る諸費　　ほか
（被害者救出に要した経費　18,000千円）
・　土砂等撤去委託料
（土砂災害に対する安全対策　19,157千円）
・　ハザードマップ作成委託料

国県 地方債

1 防災事業

21. 19,100 防災事業債

2. 48,289

3. 18,965

【災害救助事業】
被災者の避難場所としての
住宅借上料

465 232

3,000

・　住宅借上料、火災保険料

4
【災害救助事業】
災害弔慰金

12,500 6,250 6,250 ・　生計維持者４名（@2,500千円）　その他2名（@1,250千円）

3



報告第５号　　平成２９年度中津市一般会計繰越明許費繰越計算書
（単位：円）

調定済未収入金額 調定未済額 調定済未収入金額 調定未済額 調定済未収入金額 調定未済額

997,370,127 0 0 893,700,000 0 4,179,530

＜繰越事業　主なもの＞
（単位：円）

翌年度繰越額 翌年度繰越額

131,466,780 131,977,000

474,410,145 139,540,100

96,300,000 659,736,359

報告第６号　　平成２９年度中津市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書
（単位：円）

調定済未収入金額 調定未済額 調定済未収入金額 調定未済額 調定済未収入金額 調定未済額

94,904,000 0 0 181,000,000 0 0

報告第７号　　平成２９年度中津市ケーブルネットワーク事業特別会計繰越明許費繰越計算書
（単位：円）

調定済未収入金額 調定未済額 調定済未収入金額 調定未済額 調定済未収入金額 調定未済額

0 0 0 0 0 0

災害復旧事業費

地方債

事　　業　　名

その他

小学校トイレ改修事業費

893,700,000 4,179,530

事　　業　　名

児童館整備事業費（都市再生整備計画事業）

道路橋りょう新設改良費（26路線）

７１件 2,801,000 301,854,294

件　数 既収入
特定財源

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

一般財源
未　　収　　入　　特　　定　　財　　源

国・県支出金 地方債
翌年度繰越額

2,199,904,951
997,370,127

北部幼稚園改築事業費

中津市歴史博物館（仮称）建設事業費

件　数 翌年度繰越額

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

既収入
特定財源

未　　収　　入　　特　　定　　財　　源
一般財源国・県支出金 その他

１件 276,000,000 0
94,904,000 181,000,000 0

96,000

件　数 翌年度繰越額

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

既収入
特定財源

未　　収　　入　　特　　定　　財　　源
一般財源国・県支出金 地方債 その他

5,289,348１件 5,289,348 0
0 0 0
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報告第８号　　平成２９年度中津市水道事業会計予算繰越計算書
（単位：円）

※　湯屋農道１５１号線配水管布設工事　ほか

報告第９号　　平成２９年度中津市病院事業会計予算繰越計算書
（単位：円）

※　中津市民病院新病棟・リハビリ棟増築工事　ほか

不用額
企業債 補助金

損益勘定
留保資金

11,318,600

款 項

265,000,000

翌年度
繰越額

左の財源内訳

34,592,000 141,533,4001　資本的支出 1　建設改良費 441,125,400

予　算
計上額

744,293,000 291,849,000

件数
支払義務
発　生　額

２件

款 項

1　資本的支出 1　建設改良費 13,353,000 166,825,680 0

件数
左の財源内訳

不用額
企業債

負担金
出資金

損益勘定
留保資金

予　算
計上額

翌年度
繰越額

３件 280,178,680

支払義務
発　生　額

0 100,000,000280,178,680


