
平成３０年第３回定例市議会提出案件の概要

議第９９号　　平成３０年度中津市一般会計補正予算(第３号)

１．予算規模 (単位：千円)

２．歳入の概要

地方交付税

分担金及び負担金

国庫支出金

県支出金

寄附金

繰入金

繰越金

諸収入

10.

現計予算額（Ｂ）

18.

普通交付税

12. 1,407

0.63%

災害等廃棄物処理事業費補助金、社会資本整備総合交付金（減）、防災・安全交付金（減）、社会資本整備
総合交付金（都市再生整備計画事業）（減）、河川等災害関連事業費補助金

ふるさとなかつ応援寄附金、小学校指定寄附金

大分県小規模集落等支援事業費補助金、経営体育成支援事業費補助金、大分県地域活力づくり地域創生
事業費補助金、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金、農地及び農業用施設災害復旧費補助金　ほか

20.

14. △ 162,272

19. 790,491 繰越金

△ 598,012 財政調整基金繰入金（減）、国民健康保険事業特別会計繰入金、介護保険事業特別会計繰入金

61,050

障害児通所給付費等国庫負担金（過年度分）　ほか

資　料　１

伸率(対現計Ｂ)

256,443 41,260,069 1.26%

今回補正額 合計（補正後予算額） 伸率(対当初Ａ)

治山事業分担金、農地及び農業用施設災害復旧費分担金

当初予算額（Ａ）

40,746,059 41,003,626

41,94415.

17.

161,368

1,677

－1－　　　　　



－2－　　　　　

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

教育費

災害復旧費

予備費

21. △ 41,210
社会資本整備事業債（減）、道路長寿命化修繕事業債、公園新設事業債（減）、中津市歴史博物館（仮称）
建設事業債、臨時財政対策債（減）、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. 32,325 子ども医療費助成事業、災害等廃棄物処理事業　ほか

3. 80,276

財政管理事業、ファシリティマネジメント推進事業、基金管理事業、大学相互協力事業、ふるさとなかつ応援
寄附金推進事業、買い物支援事業、市民交通安全対策事業　ほか

社会福祉総務事業（社会福祉課）、地域福祉活動推進事業　ほか

2. 114,061

7. 43,766 観光事業、観光施設整備事業（減）、企業立地促進事業　ほか

6. 13,476 活力ある水田農業振興対策事業、経営体育成支援事業、農地耕作条件改善事業、県単治山事業　ほか

14. 100,000 予備費

1,052 学校基本調査事業、小学校管理事業10.

8. △ 241,043
建築基準法事業、道路橋りょう整備事業（減）、橋りょう長寿命化修繕事業、道路長寿命化修繕事業、社会資
本整備事業（減）、砂防事業、街路事業（減）、公園新設事業（減）、住宅建設改良事業（減）　ほか

11. 112,530
農地及び農業用施設災害復旧事業（平成30年7月豪雨関連）、林業用施設災害復旧事業（平成30年7月豪
雨関連）、道路災害復旧事業（平成30年7月豪雨関連）、河川堤防災害復旧事業（平成30年7月豪雨関連）、
その他公共施設等災害復旧事業（平成30年7月豪雨関連）



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 財政管理事業 1,925 1,925 予算書の様式変更に伴う財務会計システムの改修 財政課

2 予備費 100,000 100,000
危険ブロック塀の撤去等に伴う対応や7月豪雨災害対応により予備
費の不足が予想されるため増額

財政課

3 新規

【ファシリティマネジメント推進
事業】
公共施設等総合管理計画推
進事業

6,383 6,383
公共施設等総合管理計画（中津市公共施設管理プラン）に基づい
た個別施設計画を策定するため、施設状態の分析等を行う。

行政経営改革
室

4 拡充
【基金管理事業】
ふるさとなかつ応援基金管理
事業

60,000 60,000 0
ふるさと納税のポータルサイト追加及び広告等のPR効果で寄附金の
増額が見込まれるため、積立金を増額

総合政策課

5 拡充
ふるさとなかつ応援寄附金推
進事業

36,958 36,958
寄附件数の増加を図るためのインターネット広告料の増額
寄附の見込増に伴う決済手数料及び返礼品発送経費等の増額

総合政策課

6 大学相互協力事業 100 100
大学等の教員及び学生等で構成する団体が中津市内で行う調査研
究活動（フィールドワーク）等に要する経費を市が補助する。申請見
込みに応じた補助金の増額（新規2件）

総合政策課

7 新規
【観光事業】
観光宣伝活動事業

4,926 1,642 3,284

【耶馬溪町金吉地区山地崩壊災害関連】
土砂災害に伴う風評被害の早期払拭のため、県外でのPR活動やイ
ンターネット広告、イベント等を実施する。
大分県地域活力づくり地域創生事業費補助金（補助率：県1/3）

観光推進課

8
【観光事業】
観光宣伝活動事業
（耶馬渓観光室）

413 413
台中フローラ世界博覧会（花博）訪問に係る事前視察及び台中市長
表敬訪問等関係経費の追加による増額

観光推進課

9 地域福祉活動推進事業 300 240 60
住民型有償サービス立上げに対する補助金（1件）
（補助率：県4/5、上限800千円）

社会福祉課

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 新規 子ども医療費助成事業 2,427 2,427
子ども医療費の助成対象拡大に伴うシステム改修等関係経費の計
上

地域医療対策
課

11 市民交通安全対策事業 1,061 1,061
運転免許自主返納者にバス・タクシー共通乗車券を交付。当初想定
の200名を超える見込のため、100名分の関係経費を増額

生活環境課

12 新規 災害等廃棄物処理事業 27,635 13,817 13,818

【耶馬溪町金吉地区山地崩壊災害関連】
土砂災害により全壊した家屋等の撤去処理（家屋4棟、倉庫7棟、自
動車4台　他）
（補助率：国1/2）

清掃課

13 企業立地促進事業（助成金） 43,496 43,496
企業における投資額等の確定及び新たに指定申請を行った企業に
対する助成の増額補正

企業誘致・港
湾課

14
【農業振興事業】
新規就農者支援事業費補助
金

600 300 300
新規就農者に対する、就農開始5年後の就農支援資金償還助成の
増額補正（対象1名）
（事業負担割合：県1/4・市1/4・事業主1/2）

農政振興課

15 多面的機能支払事業 2,500 1,875 625
農地及び農道、水路等の地域資源の保全管理活動を地域共同で行
う新規活動組織に対する助成の増額補正（対象5組織）
（事業負担割合：国1/2・県1/4・市1/4）

農政振興課

16
人・農地問題解決加速化支
援事業

400 200 200
農業経営の安定に向けた法人化への取組経費助成の増額補正（対
象１組織）
（事業負担割合：県1/2・市1/2）

農政振興課

17

【新農業人材確保・経営継承
対策事業】
親元就農給付金事業費補助
金

2,500 1,250 1,250
親元就農者に対し、就農前の研修段階及び就農初期段階の経営確
立を支援する資金（最長2年間）の助成に伴う増額補正（対象2名）
（事業負担割合：県1/2・市1/2）

農政振興課

18
【林業振興事業】
しいたけ生産新規参入者サ
ポート事業補助金

659 329 330

しいたけ生産者の中核的担い手を確保するため、原木しいたけ栽培
の新規参入者に対し、原木購入や生産設備導入などの初期投資費
用を助成する。（対象2名）
（事業負担割合：県1/3・市1/3・事業主1/3）

林業水産課



（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

19 新規
【林業振興事業】
しいたけ版ファーマーズス
クールに関する事業補助金

900 450 450

新規参入を促進するため、原木しいたけ栽培の新規参入者に対し、
養生期間である収穫までの2年間、就業準備金及び研修費用として
給付金を支給する。（対象1名）
（事業負担割合：県1/2・市1/2　（定額））

林業水産課

20 新規
【建築基準法事業】
危険ブロック塀等除却事業
補助金

1,400 1,400
災害時における被害の防止及び避難路を確保することを目的とし、
危険性の高いブロック塀等の解体費用の一部を補助する。
補助対象経費の1/2以内（上限70千円）

建築指導課

21 新規
【建築基準法事業】
がけ地近接等危険住宅移転
事業補助金

3,800 2,850 950

災害の未然防止を図るため、がけ地崩壊等による自然災害のおそ
れの高い土地からの住宅移転費用を支援する。
（事業負担割合：国1/2・県1/4・市1/4）
　・除却等費用　　 上限　   800千円
　・建設助成費用　上限　3,000千円

建築指導課

22
小学校管理事業（学校支援
センター）（中津地区）

1,050 1,050 0
図書類および管理備品の購入
※個人からの指定寄附金の充当事業

学校教育課

※【　】内は細目名称。【　】がない事業は事業名と細目名称が同一
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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 買い物支援事業 7,500 7,500 0
コアやまくに移動販売事業補助金
　（補助率：県3/4　上限年7,500千円（3年総額9,000千円））

地域振興・広
聴課

2

【活力ある水田農業振興対
策事業】
農業施設等復旧支援事業補
助金

4,670 2,335 2,335
【耶馬溪町金吉地区山地崩壊災害関連】
被災した農家の農業用機械及び農業倉庫の修理に対する補助金
（事業負担割合：県1/3・市1/3・事業主1/3）

農政振興課

3

【活力あふれる園芸産地整
備事業】
低コスト・省力化対策事業補
助金

1,384 691 693
農業用機械の整備に対する補助金
（事業負担割合：県1/4・市1/4・事業主1/2）

農政振興課

4
【経営体育成支援事業】
農業施設等復旧支援事業補
助金

6,125 3,675 2,450

【耶馬溪町金吉地区山地崩壊災害関連】
被災した農家の農業用機械購入（田植機、乾燥機等）に対する補助
金
（事業負担割合：国1/6・県1/3・市1/3・事業主1/6）

農政振興課

5
【畜産業振興事業】
低コスト肉用牛地域活性化
事業費補助金

360 180 180
【耶馬溪町金吉地区山地崩壊災害関連】
被災した農家の牛舎施設整備（改造）に対する補助金
（事業負担割合：県1/3・市1/3・事業主1/3）

農政振興課

6
【農地維持事業】
水路橋整備事業

3,700 3,700 三光臼木・内ヶ畑水路橋の崩壊等の危険性について調査を行う。 耕地課

7 農地耕作条件改善事業 4,000 3,000 1,000
三光原口・西秣地区（県がモデル地区として設定）の農地基盤整備
（暗渠排水整備）

耕地課

8
大分県有害鳥獣被害対策関
係事業

491 220 271
【平成29年7月九州北部豪雨災害関連】
流出・破損した防護柵の復旧に対する補助金
（事業負担割合：県45/100・市55/100）

林業水産課

9
【県単治山事業】
県単補助治山事業（耶馬溪
地区）

2,363 436 1,927
治山工事（排水路整備）
（耶馬溪町金吉・伊福地区）

林業水産課

補正額 事業内容 課　名
一連
番号

事　　業　　名



（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
【観光施設整備事業】
福澤旧居レストハウス整備事
業

△ 8,859 △ 7,900 △ 959 福澤旧居レストハウスの解体工事中止 観光推進課

11
【観光施設整備事業】
下郷宿場整備事業

3,770 1,500 2,270 下郷宿場のトイレ洋式化工事
耶馬溪支所
地域振興課

12 橋りょう長寿命化修繕事業 28,601 15,179 11,200 2,222 道路等点検調査事業から予算組替え 道路課

13 道路長寿命化修繕事業 53,000 46,800 6,200
新大塚三百間線道路舗装事業及び永添上池永線外2線道路整備
事業から予算組替え

道路課

14
【道路橋りょう新設改良事業】
新大塚三百間線道路舗装事
業

△ 7,000 △ 6,300 △ 700 道路長寿命化修繕事業へ予算組替え 道路課

15
【社会資本整備事業】
山ノ中小平線外1線道路改
良事業

△ 15,464 △ 8,650 △ 6,100 △ 714 国庫の内示に伴う減額補正 道路課

16
【社会資本整備事業】
万田沖代線道路整備事業

△ 17,150 △ 9,975 △ 6,500 △ 675 国庫の内示に伴う減額補正 都市整備課

17
【社会資本整備事業】
栃木線（津民小橋）橋りょう整
備事業

△ 45,311 △ 21,730 △ 23,500 △ 81 国庫の内示に伴う減額補正 道路課

18
【社会資本整備事業】
八面山線道路改良事業

△ 62,249 △ 31,568 △ 30,700 19 国庫の内示に伴う減額補正 道路課

19
【社会資本整備事業】
諸田中央線道路改良事業

30,518 9,759 17,700 3,059 国庫の内示に伴う増額補正 道路課

－7－
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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

20
【社会資本整備事業】
下池永西大新田線外1線道
路改良事業

81,620 33,310 43,500 4,810 国庫の内示に伴う増額補正 道路課

21
【社会資本整備事業】
成恒西秣線道路改良事業

△ 37,600 △ 20,680 △ 16,900 △ 20 国庫の内示に伴う減額補正 道路課

22
【社会資本整備事業】
永添上池永線外2線道路整
備事業

△ 50,000 △ 27,500 △ 20,200 △ 2,300 国庫の内示に伴い道路長寿命化修繕事業へ予算組替え 道路課

23
【砂防事業】
市町村営急傾斜地崩壊対策
事業

6,000 6,000 0
山国町草本地区
山国町大坪地区
山国町屋田川地区

耕地課

24
【街路事業】
宮永角木線街路事業

△ 15,481 △ 8,515 △ 6,300 △ 666 国庫の内示に伴う減額補正 都市整備課

25 公園施設長寿命化対策事業 △ 7,000 △ 3,500 △ 3,500 国庫の内示に伴う減額補正 都市整備課

26

【道路整備事業（都市再生整
備計画事業）】
豊後町姫路町線道路改良事
業

△ 6,000 △ 2,800 △ 2,900 △ 300 国庫の内示に伴う減額補正 都市整備課

27
【道路整備事業（都市再生整
備計画事業）】
三ノ丁線道路改良事業

11,000 2,500 3,100 5,400 国庫の内示に伴う増額補正 都市整備課

28
【公園新設事業】
永添運動公園整備事業

△ 74,000 △ 37,000 △ 33,300 △ 3,700 国庫の内示に伴う減額補正 都市整備課

29
【住宅建設改良事業】
高瀬住宅建替事業

△ 33,122 △ 15,206 △ 18,000 84 国庫の内示に伴う減額補正 建築課

※【　】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7月豪雨関
連）

49,350 14,975 12,500 971 20,904 平成30年7月に発生した豪雨災害の復旧 耕地課　ほか

2
林業用施設災害復旧事業
（平成30年7月豪雨関連）

20,808 8,700 12,108 平成30年7月に発生した豪雨災害の復旧
三光支所
農林建設課

ほか

3
道路災害復旧事業（平成30
年7月豪雨関連）

8,600 8,400 200 平成30年7月に発生した豪雨災害の復旧 道路課　ほか

4
河川堤防災害復旧事業（平
成30年7月豪雨関連）

31,750 18,676 12,200 874 平成30年7月に発生した豪雨災害の復旧 耕地課　ほか

5
その他公共施設災害復旧事
業（平成30年7月豪雨関連）

2,022 1,700 322 平成30年7月に発生した豪雨災害の復旧
本耶馬渓支所
地域振興課

112,530 33,651 43,500 971 34,408合　計

課　名
一連
番号

事　　業　　名 補正額 事業内容

－9－
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議第１００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１号）
＜事業勘定＞

※決算剰余による繰越金、一般・退職被保険者国民健康保険税の減額、国民健康保険の保険給付に要する経費、償還金、一般会計繰出金の計上

(歳入) 一般被保険者国民健康保険税△35,800、退職被保険者等国民健康保険税△4,700、繰越金547,860

(歳出) 一般被保険者療養給付補助金250,000、一般被保険者療養補助金20,000、一般被保険者高額療養補助金71,464、償還金147,753、

一般会計繰出金18,143

＜直診勘定＞

※決算剰余による繰越金、一般会計繰入金、備品購入費（槻木診療所）の計上

(歳入） 一般会計繰入金219、繰越金268

(歳出） 備品購入費487（槻木診療所医療機器）

議第１０１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１号）
＜公共下水道事業＞

※決算剰余による繰越金、国庫の内示に伴う事業費の減額等の計上

(歳入） 国庫支出金△94,624、県支出金4,440、一般会計繰入金△36,027、繰越金34,482、市債△140,700

(歳出） 下水道整備促進基金積立金4,440、公共下水道建設事業（測量及び設計委託・工事請負費等）△236,869

＜特定環境保全公共下水道事業＞

※決算剰余による繰越金の計上

(歳入）一般会計繰入金△10,578、繰越金10,578

議第１０２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１号）

※決算剰余による繰越金、公共枡布設工事の計上

(歳入） 一般会計繰入金△17,178、繰越金19,178

(歳出）公共枡布設工事2,000

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計
9,027,914 9,027,914 507,360 9,535,274

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計
263,446 263,446 487 263,933

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計
2,325,824 2,325,824 △ 232,429 2,093,395

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計
118,492 118,492 0 118,492

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計
347,353 347,353 2,000 349,353



議第１０３号　平成３０年度中津市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）
＜保険事業勘定＞

※決算剰余による繰越金、支払基金交付金、国・県支出金精算返還金、一般会計繰出金等の計上

(歳入) 介護給付費交付金（過年度分）3,523、地域支援事業支援交付金（過年度分）804、介護給付費負担金（過年度分）24,593

その他一般会計繰入金△2,000、繰越金74,753

(歳出) 介護給付費準備基金積立金327、保険料還付金597、国・県支出金精算返還金99,339、一般会計繰出金1,410

＜サービス事業勘定＞

※決算剰余による繰越金の計上

(歳入) やすらぎ荘財政調整基金繰入金△4,550、繰越金4,550

議第１０４号　平成３０年度中津市小規模集合排水事業特別会計補正予算（第１号）

※決算剰余による繰越金の計上

(歳入）一般会計繰入金△30、繰越金30

議第１０５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１号）

※決算剰余による繰越金、普通徴収保険料滞納繰越分、一般会計繰入金の減額、後期高齢者医療広域連合納付金の計上

(歳入） 普通徴収保険料滞納繰越分1,267、一般会計繰入金△886、繰越金14,831

(歳出） 後期高齢者医療広域連合納付金15,212

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計
7,614,650 7,614,650 101,673 7,716,323

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計
8,809 8,809 0 8,809

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計
1,599 1,599 0 1,599

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計
986,104 986,104 15,212 1,001,316

－11－


