
（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

環境衛生課

本年度 3,352 3,352

前年度 3,376 3,376

増減額 △ 24 △ 24 主な支出内訳

　　　・し尿汲取り手数料　　　　　　1,123,710円

　　　・浄化槽維持管理委託料　　　207,200円

　　　・清掃等委託料　　　　　　　　1,689,660円など

環境衛生課

本年度 261 261

前年度 319 319

増減額 △ 58 △ 58 主な支出内訳

　　　・消耗品　　　　　　　　　31,920円

　　　・郵便料　　　　　　　　128,805円

　　　・委託料　　　　　　　　　99,830円

畜犬登録及び狂犬病予防注射票等交付に関する事業狂犬病予防法
で定められた期間中に市内公民館等４３箇所で獣医師、保健福祉環
境事務所と合同で巡回し集団予防注射を行なう。畜犬登録手数料とし
て登録時に3,000円注射時に注射済票交付手数料として550円徴収し
ている。

畜犬登録事業費

市内９箇所にある公衆便所の維持管理をする。月２０日、建物の
内外及び便器その他付帯設備等の清掃を業者に委託している。
日の出町駐車場の公衆便所は水洗のため浄化槽の維持管理を
業者に委託しているが、他の公衆便所は汲取りが必要である。

公衆便所維持管理費



（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

環境衛生課

本年度 220 220

前年度 820 820 主な支出内訳

増減額 △ 600 △ 600 　　　・報償金　　　　　　　　　20,000円

　　　・清掃等委託料　　　　200,000円

環境衛生課

本年度 47,106 7,790 11,748 7,912 19,656

前年度 41,310 13,770 13,770 13,770 助成内容内訳

増減額 5,796 △ 5,980 △ 2,022 7,912 5,886 １４年度分

５人槽 23基

７人槽 16基

１０人槽 4基

合計 43基

１３年度分 （繰越明許分）

５人槽 20基

７人槽 54基

１０人槽 2基

合計 76基

墓地管理に関する経費
　新町墓地内にある市の無縁仏納骨堂（行旅死亡人等を収納）の清掃を新
町区が行なっており、その謝礼として、新町区に報償金を支払っている。現
在、田川市で管理をしている金仏墓地（三井から移管されているが登記は
していない）の草刈を年に一度お盆の前に行なっている。

墓地管理費

新町墓地内にある無縁仏納骨堂（行旅死亡人等を収
納）の清掃を行ない､新町区が供養等しているので年
に一度､区に報償金を支払っている｡

田川市で管理をしている金仏墓地（三井から移管さ
れているが登記はしていない）の草刈を年に一度お
盆の前に行なっている。

生活排水による公共用水域の汚濁防止と生活環境の改善を図
る為、合併処理浄化槽の設置者に対して補助金を交付する。

合併浄化槽設置費助成事業費

8,142,000円

6,576,000円

1,038,000円

30,312,000円

2,076,000円

16,794,000円

7,080,000円

22,194,000円



（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

環境衛生課

本年度 1,820 418 1,402

前年度 2,085 418 1,667

増減額 △ 265 △ 265 　・大気汚染　　　船尾小に大気汚染常時監視測定局設置

環境衛生課

本年度 5,452 5,452

前年度 5,152 5,152 主な支出内訳

増減額 300 300 　　　・臨職等賃金及び共済費 3,785,990円

　　　・猪国地区保全委員会及びごみ減量化・資源化

　　　　推進協議会委員報償金 576,800円

　　　・旅費 211,120円

　　　・需用費 382,657円

　　　・役務費 355,890円

　　　・負担金 133,000円

曲型七公害（大気汚染・水質汚濁・騒音・振動悪臭・土壌汚染・
地番沈下）に係る対策経費粉じん測定降下ばいじん測定､大気
汚染常時監視測定局委託事業等を行なっている

公害対策一般経費

　・水質汚濁　　　河川の水質調査
　　　　　　　　　　　河川浄化ちらしの作成
　　　　　　　　　　　生活排水対策指導員研修

臨職嘱託にかかる経費。各種清掃協議会かかる旅費や負担
金。年に2回、環境保全の啓発の一環として「広報たがわ」に環
境特集記事掲載等｡

清掃総務一般経費



（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

環境衛生課

本年度 5,604 5,604

前年度 5,592 5,592 　　　・生ごみ処理容器購入助成金

増減額 12 12 185リットル 27基 67,500円

135リットル 6基 13,200円

　　　・資源回収助成金

新聞紙 656,196ｋｇ 3,280,980円

雑誌 133,970ｋｇ 669,850円

ダンボール 126,390ｋｇ 631,950円

　　　・ゴミ収集箱

大 47基 846,000円

中 1基 16,500円

小 5基 77,500円

環境衛生課

本年度 536,678 536,678

前年度 559,153 559,153 一般廃棄物処理施設管理運営費特別会計負担分

増減額 △ 22,475 △ 22,475 内訳 　521,012,000円

169,722,974円

129,531,045円

127,534,756円

94,223,000円

521,011,775円

田川地区清掃施設組合一般会計負担分

　15,666,000円 

地域の生活系廃棄物から資源の回収を行う団体に対して奨励
金を交付する。又、環境美化運動の一環として、収集用ごみ箱を
設置する地区に対して、補助金を交付、生ごみを堆肥化させる
容器を購入する者に対して補助金を交付。

清掃総務関係各種助成事業費

田川市川崎町清掃施設組合の連絡調整に関すること人口割や
処理量割で算出された田川市分の負担金内訳として、田川市川
崎町一般廃棄物処理施設管理運営費特別会計負担分
521,012,000円､田川地区清掃施設組合一般会計負担分
15,666,000円

清掃施設組合負担金

総務管理費

じん芥処理費

し尿処理費

公債費

計



（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

環境衛生課

本年度 18,716 18,716

前年度 21,114 21,114 主な支出内訳

増減額 △ 2,398 △ 2,398 　　　・ごみ袋等の購入費 11,518,101円

　　　・一斉清掃用袋 162,750円

　　　・消耗品 72,460円

　　　・電気代（倉庫） 2,006円

　　　・郵便料（請求書発行） 88,820円

　　　・売上に対する振替金 6,625,179円

　　　・備品 246,393円

環境衛生課

本年度 1,457 1,457

前年度 1,510 1,510

増減額 △ 53 △ 53 1.需用費

2.委託料

3.使用料

4.原材料

5.負担金

一般廃棄物の処理手数料及び収納委託業務
平成８年度から指定袋等にて一般廃棄物(ごみ)の処理を実施し
た。それに伴うごみ袋の作成経費及び販売店舗に対する手数料
等

ごみ袋購入・販売等経費

一般廃棄物の収集運搬に係る経費

塵芥処理一般経費

（消耗品費）　現物支給・一般消耗品・事務消耗品

（現物支給１９８千円の減）

（食糧費）　　お茶の葉

（印刷費）　　ごみの出し方啓発チラシ

（薬品費）　　カットバン・イソジン・薬用石鹸等

（放置車両処理料）　10千円×10台＝100千円

　　　　　　（前年度１台８千円）

（自動車借上料）

（不法投棄・集積所廃止等の看板作成諸資材費）

（田川労働基準協会費）



（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

環境衛生課

本年度 11,920 11,920

前年度 11,335 11,335

増減額 585 585 1.需用費

2.役務費

3.負担金

4.公課費

環境衛生課

本年度 6,830 6,830

前年度 5,823 5,823

増減額 1,007 1,007 1.需用費

2.役務費

3.委託料

4.使用料

清掃事業に係わる車両の維持管理経費

塵芥車維持管理経費

（消耗品費）　　タイヤ・オイル等

清掃事務所維持管理経費

（燃料費）　　　 軽油・ガソリン

（炉改修工事により６月～８月飯塚搬入のため軽油４２７千円の増）

（修繕料）　　　 車検・修理

(自賠責保険料・市有物件共済会)

（光熱水費）　 電気料・水道料

（修繕料）　　　施設修理

　 （受水槽改修工事　　　９４５千円）

（電波使用料） 基地局 １・移動局 19

（自動車重量税）

清掃事務所の維持管理に係る経費

（燃料費）　　　重油・プロパン・灯油・混合油

（電話料）（火災保険料）

（施設清掃業務）（浄化槽維持管理）（機械警備業務）

（高圧電気保安管理）（消防設備点検業務）

（貯水槽清掃業務）

（テレビ受信料）



（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

環境衛生課

本年度 6,006 6,006

前年度

増減額 6,006 6,006 1.役務費

2.備品購入費

3.公課費

塵芥車購入事業費 買換え年数…通常収集機械車（6年）購入後は予備車→下取り

車両の老朽化に伴う新車購入事業費

（自動車重量税）

ダンプ車（9年）購入後は下取り

軽貨物車（9年）購入後は下取り

(自賠責保険料・市有物件共済会)

（ごみ収集車購入費）　２tプレス機械車１台




