
令和２年第１回定例市議会提出案件の概要

議第１号　令和元年度 中津市一般会計補正予算(第６号)

１．予算規模 (単位：千円、％)

２．歳入の概要

市税

地方消費税交付金

地方特例交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

1.

14. △ 280 新博多町交流センター使用料（減）

15. 24,563
児童福祉運営費負担金（私立保育所）、児童手当負担金（減）、個人番号カード交付事業費補助金、プレミ
アム付商品券事業費補助金（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

160,604

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)

市民税、固定資産税

13. △ 15,758 団体営土地改良事業分担金（減）、ため池等整備事業分担金（減）

42,047,602 43,075,474 △ 295,110 42,780,364 1.74% △ 0.69%

6. △ 181,215 地方消費税交付金（減）

10. △ 50,287 子ども・子育て支援臨時交付金（減）

資　料　1
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県支出金

財産収入

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4. △ 35,359 地域医療対策事業、予防事業（減）、浄化槽推進事業（減）、ごみ処理施設事業（クリーンプラザ）（減）　ほか

2. 118,962
職員給与費、地域おこし協力隊活動事業（減）、なかつ情報プラザ管理事業（減）、市長選挙事業（減）　ほ
か

3. △ 103,379
社会福祉総務事業、プレミアム付商品券事業（減）、老人ホーム施設整備事業（減）、障害福祉サービス事
業、児童福祉施設整備事業（減）、児童福祉運営事業、認定こども園整備事業（減）、児童手当事業（減）、
障害児援護事業　ほか

22. △ 134,600
老人ホーム施設整備事業債（減）、農地管理事業県工事負担金債（減）、道路橋りょう新設改良事業債
（減）、社会資本整備事業債（減）、港湾改修事業債（減）、公営住宅整備事業債（減）、小学校施設長寿命
化改良事業債、大幡小学校グラウンド改修事業債、中学校施設大規模改造事業債　ほか

1. △ 1,300 議会運営事業（減）

640
福祉指定寄附金、図書及び図書館備品指定寄附金、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

19. △ 57,960
財政調整基金繰入金（減）、ふるさとなかつ応援基金繰入金（減）、耶馬の森林活性化基金繰入金（減） ほ
か

21. △ 9,548
遺跡調査業務受託事業収入（減）、団体営土地改良事業分担金（過年度分）、中津玖珠日本遺産推進協議
会補助金返戻金（減）、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（減）　ほか

18.

△ 48,724
国民健康保険基盤安定負担金、大分にこにこ保育支援事業補助金（私立保育所）、認定こども園施設整備
事業費補助金（減）、活力あふれる園芸産地整備事業費補助金（減）、担い手確保・経営強化支援事業費補
助金、参議院議員選挙費委託金（減）　ほか

16.

17. 17,455 財政調整基金運用収入、地域振興基金運用収入、市有地売払収入　ほか



農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

災害復旧費

４．令和元年度３月補正主要事業

1

2

3

4

総務課

社会福祉課

社会福祉課

保育施設運営室
公定価格の改定及び処遇改善等加
算率の改定に伴う補正

その他 一般財源

99,520 61,395

17,194 12,895
【障害福祉サービス事業】
介護給付・訓練等給付事業

(単位：千円)

事業費
財　源　内　訳

事　　業　　名 国・県
支出金

備　　　　　　　考 課　名
地方債

10. 379,728
教育振興事業（減）、小学校施設大規模改造事業、小学校施設空調設置事業、小学校施設長寿命化改良
事業、大幡小学校グラウンド改修事業、中学校施設大規模改造事業、緑ヶ丘中学校校舎増築事業（減）、長
者屋敷官衙遺跡整備事業（減）　ほか

11. 0 財源更正

№

金融対策事業（減）、観光施設整備事業（減）　ほか

8. △ 360,777
建築基準法事業（減）、道路橋りょう新設改良事業（減）、社会資本整備事業（減）、港湾改修事業（減）、街
路事業、住宅整備事業（減）、住宅建設改良事業（減）　ほか

9. △ 19,177 非常備消防施設整備事業（減）　ほか

6. △ 251,453
活力あふれる園芸産地整備事業（減）、畜産業振興事業（減）、農地管理事業（減）、中山間地域総合整備
事業（減）、林業振興事業（減）、漁港事業（減）　ほか

7. △ 22,355

児童福祉運営事業
（保育所等運営費）

【障害児援護事業】
障害児通所給付事業 4,902 サービス利用者数の増に伴う補正

サービス利用者数の増及び基準単価
の増額に伴う補正

204,725

4,299

38,125

19,608 14,706

退職者数の増に伴う補正職員給与費（退職手当） 204,725
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令和元年度３月補正予算　特別会計の状況

議第２号　令和元年度 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＞

※ 実績見込みによる減額補正

（歳入） 県支出金 △17,842、財産収入 597、一般会計繰入金 19,369、基金繰入金 △61,480

（歳出） 総務費 △1,711、保険給付費 △55,200、保健事業費 △1,183、基金積立金 597、諸支出金 △1,859

13

14

7

8

9

10

11

12

5

6

＜国の追加内示による前倒し＞
トイレ洋式化改修工事（城北中）

教育総務課

＜国の追加内示による前倒し＞
教室棟の老朽改修工事及び校舎・体
育館のトイレ洋式化改修工事

教育総務課

【中学校施設大規模改造事業】
中学校トイレ改修事業 42,700 14,200 21,300 7,200

【中学校施設大規模改造事業】
豊陽中学校施設大規模改造事業 145,346 46,849 73,400 25,097

＜国の追加内示による前倒し＞
教室棟の老朽改修工事

教育総務課

大幡小学校グラウンド改修事業 64,000 14,186 37,200
＜国の追加内示による前倒し＞
グラウンド改修及び駐車場整備工事

教育総務課

117

12,614

【小学校施設大規模改造事業】
鶴居小学校施設長寿命化改良事業 208,026 58,789 127,800 21,437

9,213

小学校施設空調設置事業 23,675 7,858 教育総務課

農政振興課

経営基盤強化対策経費の増額及び
実績見込み等に伴う補正

＜国の補正1号に伴う前倒し＞
農業機械導入助成

都市整備課

＜国の補正1号に伴う前倒し＞
和田小及び三郷小の空調改修工事

0 ＜国の補正1号に伴う増額＞

地域医療対策課

15,700

13,500

【小学校施設大規模改造事業】
小学校トイレ改修事業 54,720

9,813,500

13,200

9,242,599

宮永角木線街路事業

当初予算額 今回補正額 計

(単位：千円)

現計予算額

0担い手確保・経営強化支援事業

【地域医療対策事業】
病院事業会計繰出金 9,534 9,534

18,207 27,300

16,500

5,000

13,200

都市整備課
都市計画総務事業
（県工事負担金） 5,980 980

＜国の補正1号に伴う増額＞
県工事負担金（外馬場錆矢堂線）

30,000

教育総務課
＜国の追加内示による前倒し＞
トイレ洋式化改修工事（沖代小）

△ 59,356 9,754,144



＜直診勘定＞

※ 実績見込による減額補正

（歳入） 診療収入 △18,400、県支出金 △126、一般会計繰入金 9,442、事業勘定繰入金 △1,859、市債 △100

（歳出） 総務費 △640、医業費 △10,000、施設整備費 △403

議第３号　令和元年度 中津市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

※ 実績見込みによる減額補正

（歳入） 財産収入 △48、一般会計繰入金 △600

（歳出） 総務費 △48、農業集落排水整備費 △600

議第４号　令和元年度 中津市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）
＜保険事業勘定＞

※ 実績見込みによる増額補正

（歳入） 介護保険料 25,295、使用料及び手数料 △40、国庫支出金 42,269、支払基金交付金 23,068、県支出金 9,273、財産収入 653

 一般会計繰入金 7,476、基金繰入金 △23,067、諸収入 81

（歳出） 総務費 △1,321、保険給付費 106,157、地域支援費 △20,481、基金積立金 653

＜サービス事業勘定＞

※ 実績見込による増額補正

（歳入） 財産収入 177、基金繰入金 7,600、市債 △7,600

（歳出） 基金積立金 177

221,281

7,722,528

当初予算額

13,288

当初予算額

177

計

計

△ 11,043

322,560 △ 648

現計予算額 今回補正額当初予算額

15,732

219,558

(単位：千円)

7,814,689 85,008 7,899,697

322,560

今回補正額

321,912

(単位：千円)

(単位：千円)

現計予算額

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

208,515

(単位：千円)

現計予算額

15,909

今回補正額 計
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議第５号　令和元年度 中津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

※ 実績見込みによる減額補正

（歳入） 保険料 5,868、一般会計繰入金 △6,026、諸収入 △300 

（歳出） 総務費 △550、広域連合納付金 392、諸支出金 △300

議第６号　令和元年度 中津市ケーブルネットワーク事業特別会計補正予算（第３号）

※ 実績見込みによる増額補正

（歳入） 財産収入 81、基金繰入金 9,153、諸収入 897、市債 △700

（歳出） 伝送路引込及び移設工事 10,000、基金積立金 81、その他 △650

議第７号　令和元年度 中津市病院事業会計補正予算(第２号)　

収益的収入 (単位：千円) (単位：千円)

※補正理由 ※補正理由
他会計補助金の増等による補正 給与費の減及び材料費の増等による補正

資本的収入 (単位：千円) (単位：千円)

※補正なし ※補正なし

7,876,0237,876,023

当初予算額

977,041

当初予算額

現計予算額

52,017 388,265 388,26552,017 388,265

980,703

今回補正額

0 0

収益的支出

△ 458

現計予算額

資本的支出

今回補正額 合　　　計

12,465 7,888,488

現計予算額

7,710,820 7,710,820 23,350 7,734,170

当初予算額 合　　　計今回補正額

当初予算額

合　　　計現計予算額当初予算額

合　　　計

52,017

現計予算額

当初予算額 現計予算額

今回補正額

今回補正額 計

(単位：千円)

(単位：千円)

981,161

今回補正額 計

235,991 251,256 9,431 260,687



議第８号　令和元年度 中津市診療所事業会計補正予算(第１号)　

収益的収入 (単位：千円) (単位：千円)

※補正理由 ※補正理由
他会計負担金の減等による補正 給与費の減等による補正

資本的収入 (単位：千円) (単位：千円)

※補正なし ※補正なし

議第９号　令和元年度 中津市水道事業会計補正予算(第２号)　

収益的収入 (単位：千円) (単位：千円)

※補正理由 ※補正理由

下水道工事に伴う受託工事収益減による補正 減価償却費等の増による補正

資本的収入 (単位：千円) (単位：千円)

※補正理由 ※補正理由

三口浄水場整備にかかる国庫補助金増による補正 企業債償還金増による補正

285,159

当初予算額

1,663,242

0

収益的支出

1,152,148

今回補正額 合　　　計

1,378,430

1,152,210

現計予算額 合　　　計

285,159 9,519 294,678 1,152,148

資本的支出

現計予算額

62

合　　　計 当初予算額今回補正額 今回補正額

121,980

現計予算額

資本的支出

△ 15,577 106,403

合　　　計

現計予算額 今回補正額 合　　　計

1,663,716 △ 12,755 1,650,961

合　　　計

1,361,141 1,363,173 15,257

今回補正額

120,627 120,627

当初予算額

△ 14,922

今回補正額 合　　　計

0 0 0 3,000 3,000 0 3,000

当初予算額

105,705

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

現計予算額

当初予算額 現計予算額 今回補正額 当初予算額 現計予算額

121,980
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議第１０号　令和元年度 中津市下水道事業会計補正予算(第３号)　

収益的収入 (単位：千円) (単位：千円)

※補正理由 ※補正理由

補正なし 下水道変更全体計画策定委託を資本的支出に組替え

資本的収入 (単位：千円) (単位：千円)

※補正理由 ※補正理由

受益者負担金及び国庫補助金の増による補正 下水道変更全体計画策定委託を収益的支出から組替え

議第１１号　令和２年度 中津市一般会計予算
(単位：千円、％)

41,556,353

871,928

当初予算額

当初予算額

現計予算額

現計予算額 今回補正額 合　　　計 当初予算額

収益的支出

R1当初予算額 増（減）額 伸　　　率R2当初予算額

42,047,602 △ 491,249 △ 1.17%

当初予算額 現計予算額 今回補正額

2,030,348 2,030,348 0 2,030,348 2,019,319 2,019,319

今回補正額 合　　　計

△ 23,144 1,996,175

現計予算額

合　　　計

資本的支出

25,000 1,803,460969,123 24,141 993,264 1,635,094 1,778,460

今回補正額 合　　　計


