
（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

高齢障害課

本年度 44,975 44,975

前年度 45,738 45,738

増減額 △ 763 △ 763

高齢障害課

本年度 27,341 27,341

前年度 26,337 26,337 ・75歳～76歳　　3,000円

増減額 1,004 1,004 ・77歳　　　　 　　6,000円

・78歳～84歳　　3,000円

・85歳～87歳　　6,000円

・88歳　　　　 　　9,000円

・89歳～98歳　　6,000円

・99歳　　　　 　10,000円

・100歳～　　　20,000円

福祉センターは地域住民に対し、社会福祉その他住民生
活の維持向上のための場をあたえるもので、教養・文化・レ
クリェーション等活動の場として提供する。事業内容は、老
人福祉に関すること、障害者の福祉に関すること、母子・寡
婦及び父子家庭等の福祉に関すること、児童福祉に関す
ること、その他福祉事業の推進に関すること。

老人福祉センター運営費

敬老の日に際し、多年にわたり社会の進展に寄与した高齢
者を敬愛し、長寿を祝う敬老祝を支給する。75歳以上の高
齢者に敬老祝として田川市商業振興券を配布する。敬老祝金支給事業費



（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

高齢障害課

本年度 21,725 8,812 4,102 8,811

前年度 25,825 10,146 5,534 10,145

増減額 △ 4,100 △ 1,334 △ 1,432 △ 1,334

高齢障害課

本年度 51,096 39,424 11,672

前年度 49,982 37,486 12,496 ○委託先

増減額 1,114 1,938 △ 824 ・ことぶき園

・愛の里白寿荘

・ふれ愛ビレッジ

・寿楽園

・社協在宅介護支援センター

・暖家の丘

・実りの里

介護を要する高齢者の福祉の向上を図るため、65歳以上
の高齢者を対象施設へ措置（市長寿園除く）した場合、入
所者本人及び扶養義務者の両方からその負担能力に応じ
て費用を負担してもらい、残りを国（1/2）及び市（1/2）の公
費（措置費）で負担している。費用（国・及び措置した市）の
内訳として
①事務費（職員の人件費、管理費等）
②事業費（入所者の飲食物費、光熱水料等）

老人保護措置事業費

他市町村の養護老人ホーム入所措置は、錦風荘（添田
町）、篠栗敬光園（篠栗町）、天郷荘（赤池町）、松月園（福
岡市）

在宅介護に関する総合的な相談に応じ、そのニーズに対
応した各種の保健福祉サービスが総合的に受けられるよう
に、関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等
の便宜を図る。７事業所に委託している。

在宅介護支援センター運営事業費



（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

高齢障害課

本年度 5,031 2,839 2,192

前年度 5,179 2,879 2,300 78単位老人クラブ

増減額 △ 148 △ 40 △ 108 会員数4,399人

高齢障害課

本年度 4,701 2,351 2,350

前年度 3,334 1,667 1,667 ○対象者　17名

増減額 1,367 684 683

高齢障害課

本年度 4,685 4,685

前年度 3,820 3,820 ○対象者　106名

増減額 865 865

高齢障害課

本年度 339 339

前年度 336 336 ○対象者　5名

増減額 3 3

寝たきり高齢者を常時介護している同居の介護者の精神
的・経済的負担を軽減するため、月額5,000円の手当を支
給する。在宅高齢者介護手当経費

外国人登録原票に登録され、田川市に10年以上居住して
いる者（大正15年4月1日以前に出生した満70歳以上の者）
で、年金の受給、生活保護法の適用を受けていない者につ
いて月額7,000円を支給する。

外国人高齢者福祉手当経費

老人クラブの組織等の育成と充実を図るため、老人クラブ
及び老人クラブ連合会活動に対して、補助金を支給する。

老人クラブ活動等社会活動促進事業費

在宅の要援護高齢者若しくは障害者又はこれらと同居する
世帯の家庭での自立を促進するとともに、介護者の身体
的、精神的な負担の軽減を図るため、高齢者等に配慮した
住宅に改造するための費用30万円を限度に助成する。改
修内容は、手すりの取付け、床段差の解消等。

住宅改造費助成事業費



（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

高齢障害課

本年度 38,293 21,480 11,174 5,639

前年度 39,254 20,415 11,719 7,120

増減額 △ 961 1,065 △ 545 △ 1,481 ○実施事業

・移送サービス事業　35名

・配食サービス事業　247名、27,664食

・生きがいデイサービス事業　19名

・生きがい公民館事業　29館

・家事援助事業　2名

・緊急通報体制等整備事業　92名

・生活管理指導短期宿泊事業　利用なし

・成年後見制度利用支援事業　1名

・世代間交流事業　2教室

高齢障害課

本年度 1,132 1,132

前年度 1,067 1,067 ○対象者　34名

増減額 65 65

要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者並びにその家族等
に対し、各種サービスを提供することにより自立した生活と
質の確保を図るとともに、在宅の高齢者に対する生きがい
や健康づくり活動及び寝たきり予防のための知識の普及啓
発等により、健やかで活力ある地域づくりを推進し、要援護
高齢者等の総合的な保健福祉の向上を図る。

介護予防・生活支援事業費

一人暮しの高齢者に、福祉電話を貸与することにより、当
該高齢者の安否の確認等を関係機関及び地域住民の協
力を得て行い、精神的な安心感を与えるとともに不慮の事
故を防止する。市の負担は設置料、基本料金、通話料900
円まで。

老人福祉電話費



（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

高齢障害課

本年度 1,938 1,938

前年度

増減額 1,938 1,938

高齢障害課

本年度 690 690

前年度 1,864 1,864 ○実施農園

増減額 △ 1,174 △ 1,174 ・下伊田農園

・川宮農園

・位登農園

高齢障害課

本年度 1,777 456 1,321

前年度 1,630 462 1,168 ○講座

増減額 147 △ 6 153

高齢者福祉対策の一環として、高齢者の趣味を生かした
技術又は技能を修得することにより、心身の機能低下を防
止するとともに、高齢者福祉の向上に寄与する。現在13教
室で１講座年間22回開催する。

シルバー趣味の教室事業費

民踊、民謡、陶芸、書道（Ａ，Ｂ）、俳句、きめこみ人形、レク
レーションダンス、詩吟、紙人形、園芸、英会話、さしこ

老人保健福祉計画は、平成2年6月の老人福祉法及び老人
保健法の一部改正により作成を義務づけられたもので、市
町村と都道府県がそれぞれ計画を作成している。地域にお
ける高齢者全体の状況や保健福祉施策への要望などを把
握し、今後必要となる保健予防や生きがい対策、一人暮ら
し老人の支援等高齢者の保健福祉サービスや制度全般に
ついての計画を定めるもので、市が保健福祉事業を行って
いくうえでの基本指針となるものである。計画は３年ごとに
見直しを行う。

高齢者保健福祉計画策定事業

高齢者の体力に応じた農作業を行い、高齢者自ら健康で
明るい生活と生きがいを見出すことを目的し、市内3園で実
施している。老人農園事業費



（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

高齢障害課

本年度 323 75 248

前年度 553 76 477

増減額 △ 230 △ 1 △ 229

高齢障害課

本年度 1,388 237 1,151

前年度 1,221 392 829 ひとり暮らしバスハイク（春）　249名

増減額 167 △ 155 322 シルバーバスハイク(秋）　237名

高齢障害課

本年度 316 316

前年度

増減額 316 316

年２回バスハイクを実施し、高齢者相互の親睦を深める。

バスハイク事業費

全国健康福祉祭（ねんりんピック）は、長寿社会における高
齢者の生きがいと健康づくりに関する国民意識の啓発、高
齢者の社会参加の促進、或いは、長い人生の歩みの中で
培ってきた知識や経験を活かした世代間のふれあいや交
流を通じて、心豊かで活力にあふれる長寿社会を築くこと
を目的として、官民が一体となって開催する全国的な祭典
である。福岡県は平成17年度開催される。

全国健康福祉祭（ねんりんピック）事業

9月15日の敬老の日には、多年にわたり社会の進展に寄
与した高齢者を敬愛し、その長寿を祝う「敬老の日」祝典を
開催する。敬老大会実施事業費



（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

高齢障害課 社会福祉団体活動助成事業

本年度 1,607 1,607

前年度 22,815 22,815 　補助金の交付先、交付額

増減額 △ 21,208 △ 21,208 　　田川市社会福祉協議会～1,098,000円

　　筑豊宏済会　　　～　　45,000円

　　田川保護区保護司会～225,000円

　　田川市遺族連合会　　　～　　54,000円

　　田川市身体障害者福祉協会～103,500円

　　田川市盲人福祉協会　～　　27,000円

　　田川市聴力言語障害者福祉協会～27,000円

　　田川心臓を守る会～27,000円

高齢障害課 身体障害者ホームヘルプサービス事業

本年度 12,185 7,014 3,507 39 1,625

前年度 13,236 7,167 3,583 31 2,455 　14年度サービス利用者

増減額 △ 1,051 △ 153 △ 76 8 △ 830 　　33人（うちガイドヘルプ３人）

社会福祉団体の行う活動に対し助成することにより、当該
団体の育成及び振興を図り、もって住民福祉の向上を図
る。

重度の障害のため、居宅において日常生活を営むことが
困難な世帯にホームヘルパーを派遣して、身体介護や家
事援助を行ったり、全身性障害者や視覚障害者の外出の
手助けをすることにより、身体障害者の自立と社会参加を
促進し、福祉の増進を図る。



（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

高齢障害課 身体障害者補装具給付事業

本年度 14,928 8,514 6,414

前年度 16,318 8,465 7,853     14年度交付実績

増減額 △ 1,390 49 △ 1,439 　　　　・装具　　　　３５件

　　　　・補聴器　　　５５件

　　　　・車いす　　　10件

　　　　・ストマ用装具　　　641件

　　　　・その他　　　47件

　　　　・修理　　　　　113件

　　　　　　計　　　　　788件

高齢障害課 身体障害者更生医療給付事業

本年度 6,686 4,072 2,614

前年度 10,825 5,960 4,865 　１４年度障害別実績

増減額 △ 4,139 △ 1,888 △ 2,251 　・肢体不自由～４件　682,796円

　・心臓機能障害～39件　2,834,353円

　・じん臓機能障害～4件　3,168,000円

身体の一部の欠損や機能障害による能力の低下を代行す
る手段として交付されるもの。対象者は、身体障害者手帳
の交付を受けた１８歳以上の者。補装具の種類は１６種
類。

身体上の障害を治療することによって、その障害の進行を
防いだり、障害の軽減が可能である場合に必要な医療の
給付を行う。心臓手術、人工透析などが認められている。



（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

高齢障害課

本年度 1,980 1,545 435

前年度 2,111 1,622 489 　　14年度給付実績

増減額 △ 131 △ 77 △ 54 　　　　46件　　　

盲人用時計5件

ネブライザー5件

電気式たん吸引器5件

　　　 入浴補助用具5件

聴覚障害者用屋内信号装置4件他２２件

高齢障害課 身体障害者施設委託事業費

本年度 182,657 81,546 11,696 89,415

前年度 172,231 78,400 10,183 83,648 平成14年度末入所者数

増減額 10,426 3,146 1,513 5,767 　授産施設 4名

　重度更生援護施設 4名

　重度授産施設 2名

　療護施設 25名

　通所授産施設 19名

在宅の重度身体障害者に対して必要な日常生活用具を給
付又は貸与することによって、日常生活における便宜を図
る。対象となる用具は43品目。身体障害者日常生活用具給付事業

在宅での生活が困難な身体障害者を入所・通所させ、必要
な指導や、リハビリテーション等を受けて生活する。



（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

高齢障害課 障害者福祉推進事業費

本年度 297 297

前年度 159 159 　14年度実績

増減額 138 138 　　　身体障害者バスハイク　　　　　51名

　　心身障害児（者）療育キャンプ80名

高齢障害課 障害者社会参加事業費

本年度 4,097 3,655 442

前年度 2,987 2,550 437 　　具体的な事業

増減額 1,110 1,105 5       1.手話通訳者設置事業

      2.自動車改造、運転免許取得事業

      3.日常生活訓練事業

      4.手話奉仕員養成事業

      5.点字広報・声の広報等発行事業

      6.スポーツ教室開催事業

      7.手話奉仕員派遣事業

      8.移動支援事業

高齢障害課

本年度 334 334

前年度 358 358 平成14年度末現在、11台貸与。

増減額 △ 24 △ 24

障害者が地域社会で自立し、社会参加していくために、条
件整備を推進するもの。

外出が困難な重度の身体障害者に対し、電話を貸与する
ことによって、コミュニケーションおよび緊急連絡の手段を
確保する。対象者は低所得者世帯に属する1、2級の身体
障害者手帳所持者。市の負担は設置料、基本料金、通話
料900円まで。

障害者福祉電話等維持費

身体障害者バスハイクや、心身障害者（児）療育キャンプを
実施することにより、障害者の自立と社会参加を促進す
る。



（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

高齢障害課

本年度 301 146 73 193

前年度 367 140 70 235 　　14年度実績

増減額 △ 66 6 3 △ 42 　　　　　1名（家事援助のみ）

高齢障害課

本年度 7,260 3,854 1,814 1,592

前年度 7,196 3,735 1,798 1,663

増減額 64 119 16 △ 71 　　・スマイルプラザ田川　　　　　　　　4名

　　・暖家の丘　　　　　　　　　　　　　　2名

　　・ふれ愛ビレッジ　　　　　　　　　　　1名

在宅の重度身体障害者をデイサービスセンターに送迎し、
入浴や食事、日常生活訓練を行う。

身体障害者デイサービス事業

平成14年度末現在利用者数

居宅において日常生活を営むことができるよう、難病患者
の家庭にホームヘルパーを派遣して、身体介護や家事援
助を行うことにより、福祉の増進を図る。難病患者等ホームヘルプサービス事業



（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

高齢障害課

本年度 6,608 2,811 3,797

前年度 5,172 1,749 3,423 　　１４年度交付実績

増減額 1,436 1,062 374 　　　　・装具　　　　　１８件

　　　　・座位保持装置　７件

　　　　・車いす　　　　　７件

　　　　・紙おむつ　　　６４件

　　　　・その他　　　　　４件

　　　　・修理　　　　　　１３件

　　　　　　計　　　　　　１１３件

高齢障害課

本年度 254 324

前年度 228 565 　　14年度実績

増減額 26 △ 241 　　　　訓練いす　　　　1件

　　　　入浴補助用具　　　　1件

　　　　盲人用体温計　　1件

　　　　電気式たん吸引器　　2件

　　　　居宅生活動作補助用具　　1件

身体障害児補装具給付事業

在宅の重度身体障害児に対して必要な日常生活用具を給
付又は貸与することによって、日常生活における便宜を図
る。対象となる用具は35品目。身体障害児日常生活用具給付事業

身体の一部の欠損や機能障害による能力の低下を代行す
る手段として交付されるもの。対象者は、身体障害者手帳
の交付を受けた１８歳未満の者。補装具の種類は20種類。



（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

高齢障害課

本年度 412 568 284 2

前年度 14年度実績

増減額 412 568 284 2 　　知的障害者4名

高齢障害課

本年度 266,466 121,143 16,781 128,542

前年度 221,540 98,832 17,024 105,684 平成１４年度末入所者数（32施設、103名）

増減額 44,926 22,311 △ 243 22,858 　　入所更生施設　　　　49名

　　入所授産施設　　　　12名

　　通所授産施設　　　　42名

高齢障害課

本年度 10,081 4,917 244 4,920

前年度 14,583 7,290 7,293 　　14年度末入所者数（２施設、4名）

増減額 △ 4,502 △ 2,373 244 △ 2,373 　　　　つくしの里　　　　　3名

　　　　秀峰園　　　　　　　1名

知的障害者で、社会生活が困難な者や雇用の機会が与え
られない者を入所させ、その更生に必要な指導及び訓練を
行う。知的障害者施設委託措置費

知的障害者および身体障害者が互いの授産施設に通所す
ることによって、障害者が地域で働く場を確保し、自立を促
進するとともに、授産施設の効果的な運営を図るもの。知的障害者施設相互利用事業費

重度の障害児・知的障害者にホームヘルパーを派遣し、家
事や身体の介護の便宜を図ることにより、自立と社会参加
を促進し、福祉の増進を図る。障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業



（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

高齢障害課

本年度 7,260 3,435 509 3,316

前年度 11,370 5,400 569 5,401   14年度補助内訳

増減額 △ 4,110 △ 1,965 △ 60 △ 2,085 　　　　ほのぼのの家　　　　　5,859,429円

　　　　つくしの里　　　　　　　　1,400,000円

高齢障害課

本年度 193 96 97

前年度 185 92 93 　　14年度助成の内訳

増減額 8 4 4 　　　　5／10補助　　　　2件

　　　　3／10補助　　　　4件

高齢障害課

本年度 21,119 15,839 5,280

前年度 20,145 15,108 5,037 　　14年度実績（のべ人数）

増減額 974 731 243 　　　　特別障害者手当・・・356名×26,860円＝9,562,160円

　　　　障害児福祉手当・・・447名×14,610円＝6,530,670円

　　　　経過的福祉手当・・・344名×14,610円＝5,025,840円

精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活におい
て常時介護を必要とする重度心身障害者（児）に対して手
当を支給することにより、経済的負担の軽減を図るもの。在宅重度心身障害者福祉手当支給事業

在宅の心身障害者の福祉の増進を図るため、心身障害者
共同作業所に対し、その運営費の補助を行う。

心身障害者共同作業所運営費助成事業

心身障害者の保護者が一定額の掛金を納付することによ
り、保護者が死亡または重度障害になったとき、心身障害
者に終身、月額2万円の年金を支給する共済制度の掛金
を助成するもの。生活保護世帯に対しては全額、市民税非
課税世帯には5／10，市民税均等割課税世帯には3／10の
助成をする。

心身障害者扶養共済保険掛金助成事業



（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

高齢障害課

本年度 2,244 2,244

前年度 2,102 2,102 　　　１４年度タクシー券交付者数　　　　　264名

増減額 142 142 　　　　

高齢障害課

本年度 49 49

前年度 　　14年度実績

増減額 49 49 　　　のべ7名×7,000円＝49,000円

高齢障害課

本年度 618 794

前年度 　　平成１４年度補助金交付

増減額 618 794 　　　　グループホーム「であい」　　　

昭和57年1月1日以前に重度の心身障害者になり、かつ障
害基礎年金等の受給資格がない外国人に対して月額7,000
円の手当を支給することにより、所得保障をするもの。外国人心身障害者福祉手当支給事業

地域においてグループホームでの生活をする精神障害者
に対し、補助金という形での日常生活における援助を行う
ことにより、自立と社会参加を促進する。精神障害者地域生活援助事業

在宅の重度心身障害者が利用するタクシー料金の一部を
助成することにより、日常生活の利便と、社会参加の拡大
を図る。対象者は身体障害者手帳1、2級所持者または療
育手帳Aの者で、属する世帯が市民税非課税の者。

在宅重度心身障害者福祉タクシー料金助成事業



（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

高齢障害課

本年度 978 978

前年度 338 338 　　１４年度実績

増減額 640 640 　　　　・　全焼７件

　　　　・　全壊１件

　　　　・　半壊４件

　　　　・　床上浸水　７件

高齢障害課

本年度 1,772 1,772

前年度 3,029 3,029

増減額 △ 1,257 △ 1,257

災害援護資金貸付事業により貸付けた資金の償還を借受
人から受け、県へ償還する。平成３年の台風１７号、１９号
により被害を受けた１６名に貸付。１４年度で償還が終了し
た。

災害援護資金貸付金償還金

田川市災害見舞金支給要綱に基づき、自然災害及び火災
等により災害を受けた者又はその遺族に対し、被害の程度
により見舞金を支給する。災害見舞金給付事業



（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

高齢障害課

本年度 2,833 2,833

前年度 2,948 2,948 主な窓口事務 ◇ 要介護認定申請受付事務

増減額 △ 115 △ 115 ◇ サービス計画依頼届け受付事務

◇ 高額介護費申請受付事務

◇ 食事標準負担額減額申請受付事務

◇ 資格管理事務

◇ 苦情･相談事務

その他の事務 ◇ 広域連合との連絡調整

◇ 居宅介護支援事業者連絡会に係る

庶務事務

◇ 認定状況･給付状況の分析

◇ 保険料滞納者に関する徴収事務

高齢障害課

本年度 667,493 667,493

前年度 566,066 566,066 各経費の内訳

増減額 101,427 101,427 1　共通経費  70,590千円

2　要介護認定に要する経費  33,165千円

3　介護給付に要する経費  563,738千円

福岡県介護保険広域連合規約第１８条第１項第１号及び同
条２項の規定による負担金。下記の経費に区分して負担を
行なう。
　　1　共通経費（下記２・３を除く経費）
　　2　要介護認定に要する経費

　3　介護給付に要する経費

介護保険広域連合負担金

介護保険に係る窓口業務
福岡県介護保険広域連合との連絡･調整
介護保険事業計画の進捗管理
介護保険に係る苦情・相談の処理
介護保険制度に係る広報活動
介護保険料滞納者の保険料徴収

介護保険事務費



（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

高齢障害課

本年度 134,459 36,808 1,121 57,927 38,603

前年度 131,396 33,542 1,045 55,617 41,192 １．入所人員５９名　（４月１日現在）　定員６０名

増減額 3,063 3,266 76 2,310 △ 2,589 　　　　　男　２０名　　女　３９名

　　　　　平均年齢　７９．０歳　

２．田川市措置者　　４０名　　　　　

　　市外措置者　　　 １９名

高齢障害課

本年度 2,363 2,363

前年度 １．畳表替え修繕料　　　　　893,812円

増減額 2,363 2,363 ２・畳下補修工事　　　　　　 750,000円

３．駐車場整備工事　　　　　720,000円

昭和５４年建設の現施設維持に伴う改修費

長寿園改修費

老人福祉法の規定に基づき、身体上若しくは精神上又は
環境上の理由により、居宅において養護を受けることが困
難な６５歳以上のものを入所養護する。長寿園運営費




