
（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

生涯学習課

本年度 171 171

前年度 477 477 １．アトラクションの実施

増減額 △ 306 △ 306 ２．卒業アルバムのスライド上映

３．新成人意見発表

４．成年代表励ましの言葉

生涯学習課

本年度 201 201

前年度 150 150

増減額 51 51 平成14年12月1日（日）　田川市武道館

参加対象：市内小・中学生

参加チーム：８１チーム（約５００名）

競技方法：ブロック別に予選を行い、予選上位チームで

　　　　　　　決勝トーナメント

成人式事業費

　新成人を祝う式典

　子どもたちが、日本古来の「いろはカルタ」に親しみ、競技
を通して地域の子ども会相互の親睦と連携を図るとともに、
道徳性や社会性を育てもって青少年の健全育成を目指す田川市子どもカルタ大会事業



（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

生涯学習課

本年度 832 832

前年度 市内小学校においてソフトボール、サッカーのスポーツ

増減額 832 832 教室を実施

開催回数：年４２回

参加者数：延２，５００人

生涯学習課

本年度 942 942

前年度 938 938 昭和５８年より実施

増減額 4 4 女性相談員を１名配置

平成14年度相談件数：５３件

生涯学習課

本年度 2,991 2,991

前年度 3,064 3,064 施設所在地：田川市総合体育館内

増減額 △ 73 △ 73 指導員：２名

通室生徒数：５名

開設日：週４日（火～金）

（主な活動）

　ぶどう園実習（袋掛け、狩り）、囲碁教室、写真教室

　弓道、陶芸、農業体験、調理実習、登山等

　平成14年度からの完全学校週５日制の実施等、子どもた
ちを中心とする地域の新たな教育的課題に対応し、地域で
子どもを育てるためのスポーツ環境の整備を行う

田川市放課後子どもスポーツ活性化事業

　青少年自身や保護者の悩みの相談に応じ，その内容に
応じた適切なカウンセリングや専門機関等の情報提供など
の指導，助言を行うヤングテレホン相談事業を委嘱し、青少
年の非行防止と健全育成を図る

ヤングテレホン相談事業

　不登校及び不登校傾向の児童生徒の学力保障及び登校
意欲を促すため、適応指導員を配置し、学校生活及び社会
生活への適応指導を行う

不登校児童・生徒のカウンセリング及び指導事業



（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

生涯学習課

本年度 246 246

前年度 289 289 講演会とパネリストと市民による討論会を開催

増減額 △ 43 △ 43 平成14年11月26日（火）　ヤングワークFUKUOKA

題目：「子育てはしないと損ソン！？」

参加人員：１３２人

生涯学習課

本年度 10,682 7,111 3,571

前年度 12,076 8,041 4,035 １、啓発活動　　（7月１日～7月31日啓発月間）

増減額 △ 1,394 △ 930 △ 464 　　　　広報たがわによる事業の紹介

　　　　横断幕、懸垂幕の掲示

　　　　広報車による啓発活動

　　　　街頭啓発、夜市での啓発、県立大学での啓発

　　　　　　　（啓発物品の作成、配付）

２、各種講座

　　　　中央講座、指導者養成講座、県主催同和問題　　　

　　　　　講演会

３、テレビ放映

　　　　ﾋｭーﾏﾝｽｸﾘｰﾝ　　　「それぞれの明日」　

　生涯学習まちづくりの取り組みとして、毎年テーマを定め
て様々な市民学習の場をとして実施し、市民の学習意欲や
向上心を高める生涯学習シンポジウム事業

同和問題等の対策にむけて、地域住民及び関連機関と連
携し、同和問題に関する、正しい理解と認識を深め、市民が
自らの課題として、差別を許さない意識の徹底を図るため、
啓発活動、各種講座等の開催の事業を行っている。

同和問題啓発事業



（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

生涯学習課

本年度 7,815 5,860 375 1,580

前年度 7,817 5,474 375 1,968

増減額 △ 2 386 △ 388 １、地区人権生活学習（解放学習、生活学級）

２、自動車免許取得解放学級（人権学習、法令・構造

　　　　　　　学習、解放理論学習）

生涯学習課

本年度 4,200 2,100 2,100

前年度 6,302 4,200 2,102

増減額 △ 2,102 △ 2,100 △ 2 １、人権学習

２、学力補充学級

３、中学校合宿研修

４、小学校ﾘｰﾀﾞｰ養成合宿研修

５、レクリエーション

人権教育の総合的な推進（学習機会の提供・人権問題講
座の開設・地域住民の参加交流等）を図るとともに同和問
題をはじめあらゆる人権問題解決のための事業を行ってい
る。

人権教育推進事業

同和地区子ども会等少年団体の育成を図るとともに、部落
解放の担い手の育成を図っている..

同和地区子ども会等少年団体育成事業



（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

生涯学習課

本年度 3,116 600 2,516

前年度 3,152 800 2,352

増減額 △ 36 △ 200 164 １、子ども達の学力向上のための学力補充

２、学習相談及び子ども会の育成

生涯学習課

本年度 3,719 1,132 2,587

前年度 3,798 1,444 2,354

増減額 △ 79 △ 312 233 　14年度武道館使用料

　　　　　366件　　　　1,132,480円

生涯学習課

本年度 16,701 3,434 13,267

前年度 18,916 2,608 16,308 　14年度総合体育館使用料

増減額 △ 2,215 826 △ 3,041 　　　　　２５８３件　　　3,434,610円

市町村における社会同和教育を推進するため、同和地区
内における子ども会の指導及び同和問題の啓発活動を
行っている.社会同和教育指導員設置事業

武道館の施設運営における維持管理経費

武道館維持管理費事業

総合体育館の施設運営における維持管理経費

総合体育館維持管理費事業



（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

生涯学習課

本年度 4,168 298 3,870

前年度 369 291 78 　14年度弓道場使用料

増減額 3,799 7 3,792 　　　　　　497件　　　298,370円

　14年度遠的場建設費　　　　　　3,822,450円

生涯学習課

本年度 36,082 10,686 25,396

前年度 　14年度市民プール使用料

増減額 36,082 10,686 25,396 　　　　25,240件　　10,686,070円

　14年度市民プール備品購入費

　　　　　22,816,063円

生涯学習課

本年度 12,986 627 12,359

前年度 15,949 1,608 14,341 　14年度市民球場使用料

増減額 △ 2,963 △ 981 △ 1,982 　　　　130件　　　384,070円

　14年度猪位金球場使用料

　　　　148件　　　243,440円　

弓道場の施設運営における維持管理経費

弓道場維持管理費事業

市民プールの施設運営における維持管理経費

市民プール維持管理費事業

市民球場、猪位金球場の施設運営における維持管理経費

球場施設維持管理費事業



（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

生涯学習課

本年度 7,696 173 7,523

前年度 4,796 58 4,738 　　14年度陸上競技場使用料

増減額 2,900 115 2,785 　　　　87件　　　91,300円　　　

　　14年度庭球場使用料

　　　157件　　　82,370円

生涯学習課

本年度 6,130 3,065 3,065

前年度 6,130 3,065 3,065

増減額 　体育係　　　　3,380,000円

　公民館　　　　2,600,000円　

　学習振興係　　150,000円　　　　

生涯学習課

本年度 782 782

前年度 717 717 　　　夏季大会　　　20人

増減額 65 65 　　　秋季大会　　200人

　　　冬季大会　　　11人

陸上競技場、運動公園の施設運営における維持管理費経
費

陸上競技場、公園施設維持管理費事業

地域において子どもから高齢者まで様々なスポーツを愛好
する人々が、自主的に運営し、積極的に参加できるスポー
ツクラブの育成を目的とする。総合型地域スポーツクラブ事業

広く市民の間に体育を振興し、その普及・発展とスポーツ精
神の高揚を図る。

県民体育大会参加事業




