
（３）　主要な施策の成果について（福祉部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

同和対策課

本年度 675 675

前年度 2,583 2,583

増減額 △ 1,908 △ 1,908 １　同和対策事業の総合調整に関すること

２　教育委員会の所管に係る同和対策事業との連絡及

　　び協調に関すること

３　同和行政関係機関、団体との連絡・協調に関すること

４　人権擁護委員の推薦に関すること

同和対策課

本年度 4,897 4,897

前年度 5,166 5,166

増減額 △ 269 △ 269 １　部落解放同盟田川市協議会補助金

金４，２７５，０００円

２　部落解放田川市民共闘会議補助金

　　金２４３，０００円

３　田川人権擁護委員協議会負担金

　　金３７８，１８９円

　同和対策事業の総合調整及び同和行政関係機関、団体
との連携･協調に関することを行っている。

同和対策事務事業費

　田川市が遂行する同和行政に寄与する団体に対し、その
活動費を助成している。

同和対策助成事業費

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　名



（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源
担当課名 内　　　　　　　容

財　　　源　　　内　　　訳
金　額事　　業　　名

同和対策課

本年度 37,005 24,655 12,350

前年度 37,085 24,669 12,416 １　相談事業

増減額 △ 80 △ 14 △ 66 　　　地域住民に対し、生活上の相談、人権に関わる相談

　　　に応じ、適切な助言指導を行う。

２　各種講座開催

　　各種講座を開催し、文化活動を推進することにより、

　　教養文化水準の向上を図るとともに、これらの活動を

　　通じて住民相互の交流促進を図る。

３　啓発・広報活動

　　地域住民に対し、広く人権に関する理解を深めるため

　　日常生活に根ざした啓発・広報活動を行う。

同和対策課

本年度 1,904 1,426 478

前年度 1,270 951 319

増減額 634 475 159 １　交流促進講座開催事業

　  地域住民相互の交流をより一層促進するため、交流

　　促進講座を開催

　地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流
の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活
上の各種相談事業や人権課題の課題のための各種事業
を上伊田・中央・弓削田の３隣保館で行っている。

隣保館運営事業費

　交流促進講座として、独自のテーマを設定するなど地域
の実情に即した創意工夫のある講座を継続して開催し、地
域住民相互の理解と交流を一層促進する事業を上伊田・
中央・弓削田の３隣保館で行っている。

地域交流促進事業費



（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源
担当課名 内　　　　　　　容

財　　　源　　　内　　　訳
金　額事　　業　　名

同和対策課

本年度 2,922 2,922

前年度 2,600 2,600

増減額 322 322 同和対策集会所　　　 １４施設

納骨堂　　　　　　　　　 １６施設

共同浴場　　　　　　　 　１施設

不良環境集会所　　　　　３施設

低環境集会所　　　　　 　５施設

　　　合計 ３９施設

地区施設修繕料　　 　　１，３４７，７２７円

　

地区施設運営費補助金

　部落解放同盟２３支部

　５４，０００円×２３支部＝１，２４２，０００円

同和対策課

本年度 8,095 2,484 5,611

前年度 2,968 1,483 1,485

増減額 5,127 1,001 4,126 １　平成１３年度

　　高柳地区集会所大規模修繕事業

２　平成１４年度

　　上吉田地区集会所大規模修繕事業

　同和地区等における生活環境の改善を図るために設置
された施設の維持管理等を行っている。
また、部落解放同盟２３支部に対し、施設の維持管理を目
的とした補助金を支給している。

地区施設運営管理費

　経年劣化した施設全体の不具合を福岡県同和地区改善
施設整備事業により大規模修繕を行っている。

地区集会所大規模修繕事業



（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源
担当課名 内　　　　　　　容

財　　　源　　　内　　　訳
金　額事　　業　　名

同和対策課

本年度 6,910 5,565 1,345

前年度 19,891 15,548 4,343 内訳

増減額 △ 12,981 △ 9,983 △ 2,998

同和対策課

本年度 312 310 2

前年度

増減額 312 310 2 内訳　　１名８月申請

　　　郵便料　10,000円

　　　　　　　　　　　　　合計　　312,000円

　　　30,000円×1人×8月＝240,000円

・債権管理事務費　　　　       72,000円

　　　旅費　    5,000円

　　　消耗品　57,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　合計  　6,910,000円

将来、社会において有為な人材として活躍が期待されなが
ら、経済的な理由により、専修学校等において修業するこ
とが困難な者に対して技能習得資金の貸与を行うことによ
り、職業に必要な技能及び知識の習得を援助し、若年者
（新規中学校卒業生及び新規高等学校卒業生、若しくは前
年度高等学校中退者）の職業能力開発を推進するもの。
14年度新規事業

若年者専修学校等技能習得資金事業

・修学資金（貸付）

・債権管理事務費　　　　　　            79,000円

　　　旅費　　 10,000円

　　　消耗品　49,000円

　　　郵便料　20,000円

　　　37,750円×3人×12月　　　　 5,487,000円

　　　52,000円×3人×12月

・修学奨励金（給付） 14名

　　　　8000円×14人×12月　　　　1,344,000円

市内対象地域の同和関係者、又はその子弟であって、経
済的な理由により、専修学校等に修学することが困難な場
合、技能習得資金等を貸与（支給）し、雇用の促進と職業
の安定を図る。13年度末で制度が終了し、継続者のみ修
学年限の終了まで適用。

地域改善対策専修学校等技能習得資金事業

・修学資金（貸付） 14名

　　　23,500円×8人×12月



（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源
担当課名 内　　　　　　　容

財　　　源　　　内　　　訳
金　額事　　業　　名

同和対策課

本年度 224,803 54,170 249,324 △ 78,691

前年度 245,872 58,303 230,689 △ 43,120

増減額 △ 21,069 △ 4,133 18,635 △ 35,571

　　計　　　 　204,406,816円

住宅新築資金等貸付に伴い、借り受けた地方債の償還

償還元金　　145,546,983円

償還利子　　  52,887,817円

平成14年度収入済額

新築資金　 157,488,624円

改修資金 　  15,689,610円

宅地資金　   31,228,582円

歴史的社会的理由により、生活環境の向上が阻害されて
いる同和地区の環境整備の改善を図るため、昭和42年度
から住宅改修資金貸付制度を施行、昭和54年度から住宅
新築資金並びに宅地取得資金貸付制度が施行された。平
成8年度の地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特
例措置に関する法律の一部改正に伴い、平成9年度以降
は新規の貸付はなく、現在回収業務のみを行っている。

住宅新築資金等貸付特別会計

新築資金　貸付件数 558件　　3,305,400,000円

改修資金　貸付件数1349件　　2,649,340,000円

宅地資金　貸付件数 162件　　   732,500,000円

　　計　　　　　　　　 　2069件　　6,687,240,000円




