
（２）　主要な施策の成果について（総務部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

人事課

本年度 16,063 16,063

前年度 18,220 18,220 １．市長及び助役の秘書業務

増減額 △ 2,157 △ 2,157 ２．市の交際に関する業務

　　　市長が市を代表して外部との交渉に要する経費とし

　　　て市長交際費を支出した。

３．全国・九州・福岡県市長会等に関する業務

４．市職員を対象とした人事管理、福利厚生業務

　　　（１）機構・組織及び事務分掌に関すること

　　　（２）職員の任免に関すること

　　　（３）職員の定数及び配置に関すること

　　　（４）職員の共済及び健康管理に関すること

５．特別職報酬等審議会、政治倫理審査会に関する業務

人事課

本年度 19,470 19,470

前年度 20,731 20,731 職員の保健、元気回復その他厚生に関する事業を計画

増減額 △ 1,261 △ 1,261 実施するために、地方公務員法及び条例の規定に基づ

き、「職員厚生会」が設置されている。

本年度は、①体育部・文化部へのクラブ活動助成、②カ

フェテリアプラン助成、③食堂及び売店の運営、 ④英彦

山山の家の運営、⑤職員に対する各種給付等の事業の

運営を職員厚生会で実施した。

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　名

人事秘書課の分掌事務を遂行するための一般管理事業
を行っている。

一般管理経費

職員の福利厚生対策に関する事業を職員厚生会で実施
している。

職員厚生対策経費



（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

人事課

本年度 6,389 50 6,339

前年度 9,224 50 9,174 積極的に研修を行う必要があるが、本市の財政が厳しい状

増減額 △ 2,835 △ 2,835 況にあることを勘案して、少ない経費で最大の研修効果をあ

げることを目標に下記のとおり実施した。

１．長期派遣研修（福岡県地方課１名、福岡県市町村職員

　　研究所１名、自治大学校１名、市町村アカデミー２名）

２．福岡県市町村職員研修所研修（延べ１２６名）

３．各課専門研修（延べ９４人）

４．特別の資格取得等研修（社会福祉主事等）（７名）

５．市研修所主催研修

６．自主研究グループ活動（７グループ）及び通信教育講座

　　（２名）への助成

人事課

本年度 5,591 5,591

前年度 5,594 5,594 １．支給人員　　　５名　（遺族扶助金のみ）　

増減額 △ 3 △ 3

人事課

本年度 60 60

前年度 64 64 対象議員に感謝状並びに記念品料を贈呈した。

増減額 △ 4 △ 4 　　・２０年表彰　　３名

　　　（記念品料は在職１年につき千円）

表彰事業費

研修を通じて職員の資質・能力の向上をはかるとともに
行政分野における高度な事務処理能力を養成することを
目的として実施している。職員研修経費

田川市は、昭和３７年１２月に福岡県市町村職員共済組
合に加入したが、それ以前に退職した「田川市職員退職
一時金、退職年金、遺族扶助金並びに死亡給与金条例」
の適用者に係る退職年金及び遺族扶助金を支給してい
る。

恩給及び退職年金費

本市においてな永年市政の発展に貢献された議員の功
績に対して感謝の意を表するため、全国市議会議長会
表彰に合わせ、10年以上在職している議員を対象に５年
間隔で、「永年勤続議員」として表彰を行っている。



（２）　主要な施策の成果について（総務部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

企画課 田川市・川崎町合併協議会負担金

本年度 2,144 2,144

前年度 7,298 5,000 2,298

増減額 △ 5,154 △ 5,000 △ 154

企画課 たがわ７市町村任意合併協議会関連事業

本年度 6,466 6,466

前年度

増減額 6,466 6,466

　田川市・川崎町合併協議会を設置し、両市町の合併に
かかる協議を行っていたが、たがわ７市町村任意合併協
議会の設置により解散。

　田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤
村の合併について協議を行い、新市将来構想を作成し
た。

たがわ７市町村任意合併協議会　　６回開催

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

企画課

本年度 12,043 12,043

前年度 11,607 11,607

増減額 436 436 　５月１日号「川渡り神幸祭」

　５月15日号「春日神社神幸祭」　

　６月１日号「新市長所信」　

　６月１5日号「まつりフォト」

　７月１日号「同和問題啓発」

　７月15日号「夏休み直前号（青少年特集）」

　8月1日｢国保・健康特集｣「障害者特集」

　8月15日号｢ごみ・環境特集｣

　9月１5日号「田川市の財政」

　11月１日号「市制60周年記念」

　11月15日号「ごみ・環境特集」

●成績

（平成15年1月１日号～12月15日号対象）

（平成15年3月１5日号）

　福岡県広報コンクール（市の部）特選

　全国広報コンクール（市の部）入選８席

　全国広報コンクール（1枚写真の部）入選８席

　10月より3月まで毎月1日号に「任意協だより」を掲載

　4月1日号「国民文化祭」

　1月15日号「さわやか　ご意見箱」

　予算・決算（一般・国保・病院・水道）　7回、計16ページ

（平成15年４月15日号～平成16年４月１日号、月２回）

　3月１日号「健康展」

　3月15日号「合併説明会報告」

総数320ページ

●特集

　12月１日号「人権特集」

「広報たがわ」発行

広報活動経費



（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

企画課

本年度 908 908

前年度 817 817

増減額 91 91

企画課

本年度 2,940 2,940

前年度

増減額 2,940 2,940

企画課

本年度 21 21

前年度 27 27

増減額 △ 6 △ 6

　統計グラフコンクール等の開催

福岡県統計協会

　県民手帳等の印刷物の発行及び斡旋

　統計に関する講習会等の開催

市勢要覧作成経費

　福岡県統計協会、福岡県都市統計協議会の運営経費

統計調査経費

　

広報紙に掲載する写真はモノクロ(白黒)写真であるが、

ホームページ上ではカラー写真に差し替えている。

市制施行60周年を記念して「市勢要覧｣を発行

「広報たがわ」を市のホームページに掲載

広報たがわＩＴ関連費 （平成15年4月15日号～平成16年４月１日号、月２回）



（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

企画課

本年度 4,340 4,340

前年度 2,867 2,867

増減額 1,473 1,473

　（平成15年12月31日実施、毎年1回調査）

企画課

本年度 1,280 1,280

前年度 2,107 2,107

増減額 △ 827 △ 827

６　田川広域市町村圏協議会に関すること

７　田川市開発公社に関すること

８　その他

３　庁議に関すること

４　事務改善に関すること

５　市長部局にかかる生涯学習の調整、推進に関する
　こと

企画調整課の事務の執行に要する経費。

企画管理経費

１　行政各部門における基本的な事業計画の総合調整
　に関すること

２　特命による重要又は特殊事項の調査企画に関する
　こと

＜平成15年度実施した主な統計調査＞

①工業統計調査

②住宅・土地統計調査

　（平成15年10月1日現在で実施）

　毎年、定められた各種統計調査を実施している。

各種統計調査経費 　また、これら各種統計調査のための調査員の確保、資
質の向上を図ることを目的として、調査員研修会等の統
計調査員確保対策事業を実施している。



（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

企画課

本年度 6,183 254 5,929

前年度 5,955 259 5,696

増減額 228 △ 5 233

企画課

本年度 800 800

前年度 730 730

増減額 70 70

　３　福岡県立大学市民公開講座

　４　介護福祉士専門講座

福岡県立大学支援事業

助成実施事業

　１　福岡県立大学10周年・看護学部開設記念事業

　２　福岡県立大学大学祭

　１０名のJETにサンタクロースとして参加してもらい、外
国でのクリスマスの過ごし方を紹介。

５　国際化を考えるエッセイコンテスト

　福岡県立大学と地域を結びつけ、県立大学の認知を高
め、発展を図るため、県立大学が市民を対象に行う事業
や市民との交流事業に対し、助成を行う。

　６名のCIRに、地理・科学・ポーランド語・劇・体育・音楽
の授業を英語で受けるという学校形式の体験講座。

３　ザ・カナディアン・クッキング（参加者:１４人）

　４名のカナダ出身のCIRとALTによる家庭料理の紹介。

４　メリー･メリー･クリスマス（参加者：約100人）

国際交流事業

１　アジアデイ（参加者：２１人）

　アジア出身のCIRによるタイ,韓国,中国料理の紹介。

２　１日留学（参加者４４人）

　国際交流員（ＣＩＲ）を招致し、異文化理解のための国際
交流事業等の実施や小・中学校及び保育所への訪問を
通じて、地域レベルでの国際化を図る。

　国際化についてのエッセイを募集、優秀者を表彰。



（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

企画課

本年度 4,112 4,112

前年度 7,825 7,825

増減額 △ 3,713 △ 3,713

２　ティーチングアシスタント（ＴＡ)派遣事業

企画課

本年度 426 143 283

前年度 428 94 334

増減額 △ 2 49 △ 51

平和事業関連経費

１　長崎市で開催された非核平和宣言自治体全国大会
　に参加し、全国の自治体の平和事業の取組を学び、自
　治体間の輪を更に広げた。

２　戦争の悲惨さと平和の尊さについて市民とともに考え
　る機会として「平和を考える市民の集い」を開催した。
　　・映画上映
　　・入場者数　　約２８０名

３　中学生山村交流事業

　中学生39名が、福岡県八女郡矢部村での自然体験活
動や現地中学生との交流を通じて、豊かな心の育成や
望ましい人格の育成を図る。

　非核平和宣言都市として、全国規模の平和運動を推進
する。
　また、平和の集いなどの平和事業を実施し、市民の平
和に対する意識の向上を図る。

ふるさと人づくり事業

１　少年国内研修事業

　小学生44名が北海道での酪農や農業体験を通して「勤
労」の満足感などを体験する。

　福岡県立大学生を後藤寺・田川・鎮西小学校に派遣
し、ティーチングアシスタントとして教師の補助をさせ、指
導者としてのトレーニングの場を提供する。

　郷土愛に満ちたふるさとを創生するための諸施策を総
合的かつ効果的に推進するため、「ふるさと人づくり基
金」を財源に『人づくり』を視点とした事業を実施した。



（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

企画課

本年度 329 329

前年度 １　平成15年12月17日答申

増減額 329 329

企画課

本年度 732 732

前年度 727 727

増減額 5 5 1.学習会

　　教育部学習会「地域社会幼老共生のすすめ」

　　　　　　　講師　碇　浩一氏

　　福祉部学習会「ぼけてもその人らしく暮らすために」

　　　　　　　講師　村瀬孝生氏

2.波紋の発行・・・・・・年２回

3.広報たがわ特集号・・・・・年１回

4.男の料理教室・・・年１回　12/1　講師　重松尚子氏

２　行革推進本部において「41提言に対する行革推進計
画」を作成した。また,「行政改革推進に対する本市の基
本的考え方」を明示し、各課に具体的な成果の実現を求
めた。

男女共同参画社会実現に向けての啓発のため、学習
会、啓発誌「波紋」の発行、広報たがわに特集号の掲載
及び男性の料理教室等を行っている。女性対策一般経費

 社会経済情勢の変化に対応し、簡素にして効率的な市
政の実現を推進するため、田川市行政改革推進委員会
を設置した。各種委員会審議会関連経費



（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

企画課

本年度 585 585

前年度 565 565

増減額 20 20 1.イベント事業

　　ゆめっせフェスタ2003「言わせていただきます」

　　　講師　辛　淑玉氏（人材育成研究所所長）

　　バザー（市内授産施設の作品や農産物・生活用品）

企画課

本年度 207 207

前年度 207 207 1.男女共同参画社会啓発活動

増減額

2.視察研修

　　各市のフェスタ視察研修・・・・・５市

3.啓発誌「波紋」の編集・発行・配布

4.市と共催の学習会

　9/26金川校区　10/2弓削田校区　10/10川崎中

　10/16田川校区　11/6鎮西校区　11/28田川地区男女

　共同参画推進大会　11/28後藤寺公民館　12/6添田町

　12/9糸田町　12/14人権フェスタ　3/7鎮西公民館

男女共同参画社会をめざし、調査､研究､学習会を実施
することにより女性の地位向上を高めている女性団体
「たがわ２１女性会議」への助成補助金女性政策活動助成事業費

　創作劇の上演　7/5糸田町　7/31伊田校区　　

　8/21後藤寺校区　9/4猪位金校区　9/18中央校区

男女共同参画社会実現に向けての啓発としてイベント事
業を女性団体「たがわ２１女性会議」と共催で行ってい
る。ゆめっせフェスタ開催事業費



（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

企画課

本年度 39 39

前年度 64 64

増減額 △ 25 △ 25

おいて、条例案の答申を得た。

企画課

本年度 2,226 671 1,555

前年度 2,171 684 1,487

増減額 55 △ 13 68 1.婦人相談所、婦人寮への婦女子緊急一時保護業務

　　・・・・・５件

2.来庁者、電話での相談業務・・・・ ３２７件

田川市男女共同参画社会を推進するための委員会であり､市
長の諮問機関である。第３次女性問題懇話会から､今後も継続
して委員会設置の提言を受けており､今年度「田川市男女共同
参画推進条例（仮称）制定検討委員会」として設置され､15年9
月に答申、１２月議会に上程、１６年度へ継続審議となったが、
平成１６年７月２日可決された。

男女共同参画推進委員会経費

2.「男女共同参画推進条例（仮称）制定検討委員会」に

売春防止法に基き要保護女子についてその転落の未然
防止と保護更生を図ること及び配偶者暴力防止法に基
き配偶者からの暴力被害者である女性の保護等その他
婦人相談業務を行っている。

婦人相談事業費



（２）　主要な施策の成果について（総務部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

財政課

本年度 70,000 70,000

前年度

増減額 70,000 70,000

財政課

本年度 469,036 469,036

前年度 408,233 408,233

増減額 60,803 60,803

財政課

1　保険基盤安定制度負担金分

本年度 598,355 142,477 71,238 384,640 保険税の軽減額に対し、国　1/2、県　1/4、市　1/4の

前年度 521,083 110,566 55,283 355,234 割合で負担を行う。

増減額 77,272 31,911 15,955 29,406 2　出産育児助成金分

国民健康保険で行う出産育児一時金に対し、2/3を

一般会計が負担する。

3　財政安定化支援事業分

被保険者が多い、医療機関が多い、高齢者が多いなど

保険者の責によらない理由で医療費等が増加して

いることに対する財政援助金。

4　事務費等分

国保会計における事務費や人件費については、一般会計

負担となっている

国民健康保険事業のうち、制度的に一般会計として負担
すべき金額を繰出金として支出するもの。

国民健康保険事業特別会計繰出金

ごみ処理手数料の収入の一部を将来のごみ処理施設の
建設費の一部に充当するため、基金への積立を行った。

廃棄物処理施設基金積立金

老人保健特別会計に対する繰出金で、社会保険診療報酬
支払基金、国、県、市町村でそれぞれ法廷割合による負担
が義務づけられている。老人保健事業特別会計繰出金

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

財政課

本年度 915,195 915,195

前年度 699,986 699,986 主に

増減額 215,209 215,209 　企業債元利償還金の2/3

　救急医療の確保に要する経費

　高度医療に要する経費　　　　　　　　　　　　　　　　など

財政課

本年度 17,908 17,908

前年度 17,962 17,962

増減額 △ 54 △ 54

財政課

本年度 20,680 8,500 12,180

前年度 77,189 10,100 67,089

増減額 △ 56,509 △ 1,600 △ 54,909 田川地区水道企業団への出資金

出資金 8,500

水道企業会計への補助・負担金

補助金 12,180

田川市郡1市8町1村の休日救急医療に対処するため
特別会計を設置し事業を行っている。田川市負担金を繰
り出すもの。休日救急医療事業特別会計繰出金

市の水道事業の円滑な運営のため、管理運営費等のう
ち一般会計が負担すべき金額や、施設の整備のため出
資すべき金額を措置するもの。水道事業に関する補助負担金及び出資金

病院事業のうち、一般会計として負担すべき金額等を補
助金として支出するもの。
平成15年度は一般会計から貸付金170,000千円を実施。病院企業会計繰出金



（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

財政課

本年度 4,259,198 4,259,198

前年度 3,665,662 3,665,662

増減額 593,536 593,536 公債費の内訳

H15 H14 差引

公債元金 3,352,260 2,677,595 674,665

公債利子 906,938 988,067 △ 81,129

計 4,259,198 3,665,662 593,536

 　本庁当直事務にかかる経費及び市民総合賠償補償　

財政課  　保険にかかる経費。　

本年度 12,172 12,172

前年度 13,761 13,761

増減額 △ 1,589 △ 1,589 内訳

　当直費用 11,878千円

　保険料 294千円

　合　　計 12,172千円

道路整備や学校建設、改良住宅建設等の建設事業や鉱
害復旧事業、失業対策事業等の投資的経費の実施のた
めの財源として借入を行った市債の元利償還金。公債費

一般管理経費



（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

　電気料など庁舎維持管理に係る経費及び市有財産

財政課 　（管財係所管の普通財産）の適正管理に要する経費。

本年度 51,403 51,403

前年度 53,864 53,864

増減額 △ 2,461 △ 2,461 内訳

  庁舎維持管理経費

　　　光熱水費等 21,068千円

　　　庁舎清掃等委託料 25,932千円

　　　修繕料他 3,365千円

　財産管理経費

　　　登記手数料他 1,038千円

　　　　合　　　計 51,403千円

　庁舎の大規模修繕に要する経費。

財政課

本年度 9,986 9,986

前年度 19,802 19,802

増減額 △ 9,816 △ 9,816 内訳

　庁舎ターボ冷凍機オーバーホール

　庁舎屋上冷却塔内部鉄骨改修

　庁舎連結送水管改修他

　　　　合　　　計 9,986千円

庁舎改修事業

財産管理経費

　庁舎冷房用ポンプ及び冷却塔モーター取替



（２）　主要な施策の成果について（総務部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

  　市の広報紙等の配布を行い、市民への情報の伝

総務課 　達を図る。

本年度 4,362 4,362

前年度 4,816 4,816 　　「広報たがわ」の配布

増減額 △ 454 △ 454 　　２名の嘱託職員が配布

総務課

本年度 42,692 42,692

前年度 42,945 42,945 １　区長、組長等に関すること

増減額 △ 253 △ 253 　　広報紙等の配布に対する謝礼として報償金を交付

２　市政功労者に関すること

　　市政功労者に称号を贈り、功績を顕彰

３　各種団体への補助

　　・区長会1,566千円

　　・市政功労者会270千円

　　・検察審査協会41千円

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　名

文書管理経費

　区長、組長等の報償及び市政功労者の顕彰並びに市
政に協力する各種団体の補助に関する事務を執行する
ことにより、市民の福祉の向上、市政の発展を図る。行政諸費

　　区長会、市政功労者会及び検察審査協会への補助



（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

総務課

本年度 37,566 5,017 3,800 1,775 26,974

前年度 48,235 4,826 2,000 9,250 32,159

増減額 △ 10,669 191 1,800 △ 7,475 △ 5,185

　一環として福祉共済等各種掛金の支払や消防団運営補助　

　の購入などを実施　　

総務課

本年度 582,354 582,354

前年度 589,233 589,233

増減額 △ 6,879 △ 6,879

消防団員300人の訓練・出動に係る手当や退職報償金、
消防自動車の購入費など消防団の活動に係る経費を支
出している。消防団経費

１．消防団経費―消防団員の訓練・出動に係る手当、退職報

　償金等消防団員の処遇に関する事業を実施

２．消防団錬成大会― 消防団員の規律保持、体力の錬成を　　

　目的とする大会の経費

３．非常備消防関係各種助成事業―消防団員の処遇改善の　　

　金を助成

４．消防団活性化事業―消防団員の報酬や消防自動車、被服

田川地区消防組合への負担金を支出している。

田川地区消防組合負担金

田川市郡１０ヶ町村で組織する田川地区消防組合は各
市町村からの負担金で運営しており、その負担金を支出



（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

総務課

本年度 9,852 2,700 17 7,135

前年度 10,817 3,000 8 7,809

増減額 △ 965 △ 300 9 △ 674

総務課

本年度 3,318 940 2,378

前年度 3,434 1,424 2,010 田川市防災行政無線

増減額 △ 116 △ 484 368

福岡県防災・行政情報通信ネットワークシステム

総務課

本年度 3,201 3,201

前年度 2,322 2,322

増減額 879 879 １．所有をしている車両の維持管理及び整備など。

２．所有している車両の配車や運行を行っている。

　　支出

消防施設の維持管理や修繕などの事業を行なっている。

消防施設管理経費

消防自動車や消防格納庫の維持費、消火栓・防火水槽
の設置及び維持管理にかかる経費を支出

主に市民を各種災害から守るための防災行政無線（田
川市防災行政無線、福岡県防災・行政情報通信ネット
ワークシステム）の維持管理費である。防災行政無線管理費

昭和５９年に設置。市内４８箇所に放送施設
を設置し、火災等の災害に関する情報や田
川市からのお知らせ等を放送しており、この
施設の維持管理経費を支出

　公用車の維持管理及び公用車購入の斡旋、配車、循
環バスによる市役所から市立病院及び市民会館・総合
体育館・スマイルプラザまでの送迎を行っている。
　ふれあいバスによる交通弱者の対応、両商店街振興、
市立病院への通院、スマイルプラザ田川の利用の喚起
などを図るための試験運行事業を行っている。
　各課の用務における送迎等の事業を行っている。

一般管理費（車両係）

３．庁用車両の物品の購入及び修繕の契約等の斡旋

４．庁用車両の交通事故に伴う全国市有物件災害共済

会の窓口業務。

５．ふれあいバス試験運行に伴う、社会福祉協議会への委託料を



（２）　主要な施策の成果について（総務部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

賦課徴収事務費

税務課

本年度 28,848 28,848

前年度 46,782 46,782

増減額 △ 17,934 △ 17,934

　市税は市の収入の根幹をなすものであり、市民税をは
じめ目的税の課税を行うとともに、収納確保のため滞納
整理に取り組み、収納率の向上に努めた。

賦課徴収事務費

  地方自治法、地方税法及び市の条例に基づき市税を賦課徴収

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　名

するための経費である。



（２）　主要な施策の成果について（総務部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

情報政策課

本年度 65,168 65,168

前年度 66,079 66,079 オンラインシステムの運用管理

増減額 △ 911 △ 911 ・市民課・保険年金課・税務課等の窓口で行う受付業務

　住民票・証明書・保険証等の発行業務を行うための運

　用管理

・各種台帳・税の納付書・統計等の大量データの処理の

　運用管理

情報政策課

本年度 3,206 3,206

前年度 3,462 3,462 住民基本台帳ネットワークの二次稼動に対応して、平成

増減額 △ 256 △ 256 １５年８月に住民票の写しの広域交付、転入転出特例及

び住民基本台帳カードの交付を開始した。

住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理及び保守

住基ネット開発経費

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　名

電子計算処理経費

汎用コンピュータを使用したオンラインシステムの運用管
理及び周辺機器の管理。



（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

情報政策課

本年度 142,162 2,810 139,352

前年度 146,182 146,182 ・光ケーブルの維持管理経費

増減額 △ 4,020 2,810 △ 6,830 ・財務会計システム、グループウェアの運用管理

・庁内設置パソコンの維持経費

・みればわかるよたがわっ子事業

　（教育用子ども向け映像コンテンツを作成）

・LGWAN用共同利用システム構築

・電子自治体基盤各種システム開発

情報政策課

本年度 26,186 26,186

前年度 23,689 23,689

増減額 2,497 2,497

情報政策課

本年度 624 624

前年度 市民課窓口に公的個人認証サービス装置を設置

増減額 624 624

たがわ情報センターでは、行政及び地域の生活に密着し
た様々な情報を発信するとともに、センター内にある情報
プラザは、パソコン操作やインターネット体験を通じて市
民の情報リテラシー向上のために活用する。

公的個人認証サービス実証支援事業

公的個人認証サービス実証支援事業

財務会計システムの導入など庁内の情報化を推進する
ための経費

IT推進事業費

たがわ情報センターの管理・運営

情報拠点施設運営管理事業費
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