
（６）　主要な施策の成果について（教育部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

庶務課

本年度 2,796 2,796

前年度 2,796 2,796

増減額

庶務課

本年度 600 600

前年度 455 455

増減額 145 145

　市教育行政全般を担当する教育委員会を構成する
教育委員４人の報酬である。

教育委員人件費

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　名

１．毎月７日開催の定例教育委員会、年３回程度開催の

臨時教育委員会の中で教育行政に関する議題について

合議を行っている。

２．先進地の視察、各関係協議会への出席、同和研修

などの各種研修を受講している。

　教育委員等の先進地視察、協議会参加、研修受講のた
めの活動経費である。

教育委員会事務費

１．先進地視察(年1回)、都市教育委員会協議会及び筑豊

市町村教育委員会協議会等への出席、同和研修及び

女性教育委員研修等の受講するため市外への出張を

行っている。



（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

庶務課

本年度 5,472 5,472

前年度 8,459 8,459

増減額 △ 2,987 △ 2,987

庶務課

本年度 1,727 1,727

前年度 2,118 2,118

増減額 △ 391 △ 391

　昭和38年11月建築された中央公民館分館を、教育委員
会事務局の活動拠点として運営しているため、この施設の
維持管理経費である。教育庁舎管理経費

１．教育委員会の議場として使用されており、事務局のうち

庶務課、学校教育課、生涯学習課が入館している。

２．この施設を維持管理する上で、必要な機械式警備や

施設内の清掃、電気及び消防設備の保守点検などの委託

を実施している。また光熱水費、LPガスや電話料などの

経常的な経費である。

　教育長が教育委員会で決定した事務の執行を行うための
活動経費である。庶務課が、委員会の会議、委員に関する
事項、事務局の連絡調整等を行うための管理経費である。事務局（庶務課）管理経費

１．教育長は、委員会のすべての会議に出席し、専門的

立場から助言等を行っている。また、委員会で決定した

事務は、事務局を指揮監督し執行している。

２．庶務課は、委員会の会議に関する事務、出張等の

委員に関する諸手続きを行っている。また、市費職員の

辞令交付等の教育委員会人事に関する事務、条例規則

に関する事務等を行っている。



（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

庶務課

本年度 3,173 3,173

前年度 20,497 20,497

増減額 △ 17,324 △ 17,324

庶務課

本年度 106,573 106,573

前年度 113,089 113,089

増減額 △ 6,516 △ 6,516

　行政財政改革の一環として、各学校に配置して学校技術
員を平成14年度からセンター方式とすることで、職務能率
の向上による行政コストの削減が図れた。この事業は、学
校及び教育施設の環境整備などを実施するための運営経
費である。

学校技術員センター設備事業費

１．14年度組織体制    ： 事務所班４名 ・ 作業班１３名

２．公用車台数：軽ワゴン5台、軽トラック2台、パッカー車1台

３．事務所班の業務内容

学校施設警備、清掃などの各種委託業務、光熱水費や

燃料費、校舎修繕に伴なう予算執行事務

４．作業班の業務内容

 学校への文書、物品送達、学校行事の準備設営、

冷暖房機器の準備収納、大型ごみの廃棄、各種設備

の巡回点検、校舎内の修繕、教材・教具の製作、

草刈・剪定・施肥（教育施設を含む） 

　　

　小学校１０校の運営に係る施設維持管理経費である。

小学校施設維持管理経費

１．学校事務補助員について

各小学校に配置しており、業務内容は電話の受付、文書の

収受・発送、準要保護児童の台帳作成等を行っている。

２．学校施設維持管理経費

校舎・屋内運動場・プールを維持管理する上での、光熱水費・

燃料費、警備や清掃などの委託料、施設劣化による補修費

やバリアフリーに対応する改修費等

３．給食施設維持管理経費

給食施設は、単独調理場として各学校に設置されている。

調理場はウエット方式で、学校調理師は32名と代替調理師

5名で1校当り約300食を作っている。



（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

庶務課

本年度 8,184 8,184

前年度

増減額 8,184 8,184 １．測量・地質調査について

庶務課

本年度 62,290 62,290

前年度 65,265 65,265

増減額 △ 2,975 △ 2,975

　当校の栄町側法面は、昭和20年当市に移管されて以来、
災害による復旧工事を数回行っており、防災マップでも危険
箇所として表示している。平成13年度に法面下の隣接住民
から法面整備の要望が出されたことを受け、今年度に法面
の測量・地質調査・実施設計を行った。

田川小学校法面調査事業

法面面積10,880㎡の測量及び、6箇所のボーリングによる地

質調査を実施した。

２．実施設計について

法面の形状や地質の状況から4案を作成して、コスト面や現

況を勘案して、大型ブロック工法を採用し設計を行った。

　中学校８校の運営に係る施設維持管理経費である。

中学校施設維持管理経費

１．学校事務補助員について

各中学校に配置しており、業務内容は電話の受付、文書の

収受・発送、準要保護児童の台帳作成等を行っている。

２．学校施設維持管理経費

校舎・屋内運動場・プールを維持管理する上での、光熱水費・

燃料費、警備や清掃などの委託料、施設劣化による補修費

やバリアフリーに対応する改修費等



（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

庶務課

本年度 71,689 28,892 42,797

前年度

増減額 71,689 28,892 42,797

庶務課

本年度 4,623 200 4,423

前年度 9,369 9,369

増減額 △ 4,746 200 △ 4,946

　昭和41年に建築した現在の金川中学校屋内運動場（体育
館）の改築工事を行うものである。平成12年3月に建物の
「耐力度調査」を実施した結果、構造上危険な建物であるこ
とを示す基準に達したため、平成14、15年度の国庫補助事
業として行っている。

金川中学校屋内運動場建築事業費

１．構 　　造　　鉄筋コンクリート造　一部2階建

２．工事概要　 既設屋内運動場を解体後に改築

(アリーナ―861㎡、ステージ85㎡、更衣室等）

３．建築面積　　　1,340㎡

４．工 　   期　　平成15年2月14日から平成16年2月27日

　幼稚園６園の運営に係る施設維持管理経費である。

幼稚園施設維持管理経費

１．休園中の4園について

猪位金と船尾は平成10年度、大浦と大藪は平成12年度から

園児の激減から休園中である。船尾を除く３園は生涯学習の

一環である子育て支援グループや児童保育課所管である

放課後児童クラブとして活用している。

２．幼稚園実施状況について

14年度の伊田、後藤寺の園児数は55人、73人であり、教諭

は4人、5人である。

施設の光熱水費、機械警備などの委託料、電気や給排水

設備の補修費などの経常的な経費である。



（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

庶務課

本年度 16,800 4,742 12,058

前年度

増減額 16,800 4,742 12,058

接近した台風15号（平成14年8月31日）によって、当校校舎
屋上防水シートが剥離した被害を受けたため、復旧工事を
行った。後藤寺中学校屋上防水災害復旧事業

１．構 　造　　鉄筋コンクリート造2階建

２．建築年月　昭和57年10月竣工

３．工事概要

　　         屋上防水シート剥離及び劣化による全面改修

４．工事面積　　　2,850㎡

５．工 　期　　　平成15年2月7日から平成15年3月31日




