
（３）　主要な施策の成果について（福祉部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

人権・同和対策課

本年度 969 969

前年度 675 675

増減額 294 294 １　同和対策事業の総合調整に関すること

２　教育委員会の所管に係る同和対策事業との連絡及

　　び協調に関すること

３　同和行政関係機関、団体との連絡・協調に関すること

４　人権擁護委員の推薦に関すること

人権・同和対策課

本年度 4,897 4,897

前年度 4,897 4,897

増減額 １　部落解放同盟田川市協議会補助金

金４，２７５，０００円

２　部落解放田川市民共斗会議補助金

　　金２４３，０００円

３　田川人権擁護委員協議会負担金

　　金３７８，１８９円

　同和対策事業の総合調整及び同和行政関係機関、団体
との連携･協調に関することを行っている。

同和対策事務費

　田川市が遂行する同和行政に寄与する団体に対し、その
活動費を助成している。

同和対策助成事業費

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

人権・同和対策課

本年度 36,065 23,217 126 12,722

前年度 37,005 24,655 126 12,224 １　相談事業

増減額 △ 940 △ 1,438 498 　　　地域住民に対し、生活上の相談、人権に関わる相談

　　　に応じ、適切な助言指導を行う。

２　各種講座開催

　　各種講座を開催し、文化活動を推進することにより、

　　教養文化水準の向上を図るとともに、これらの活動を

　　通じて住民相互の交流促進を図る。

３　啓発・広報活動

　　地域住民に対し、広く人権に関する理解を深めるため

　　日常生活に根ざした啓発・広報活動を行う。

人権・同和対策課

本年度 1,865 1,397 468

前年度 1,904 1,426 478

増減額 △ 39 △ 29 △ 10 １　交流促進講座開催事業

　  地域住民相互の交流をより一層促進するため、交流

　　促進講座を開催

　地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流
の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活
上の各種相談事業や人権の課題のための各種事業を上
伊田・中央・弓削田の３隣保館で行っている。

隣保館運営事業費

　交流促進講座として、独自のテーマを設定するなど地域
の実情に即した創意工夫のある講座を継続して開催し、地
域住民相互の理解と交流を一層促進する事業を上伊田・
中央・弓削田の３隣保館で行っている。

地域交流促進事業費



（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

人権・同和対策課

本年度 3,342 400 2,942

前年度 2,922 2,922 施設内訳

増減額 420 400 20 　同和対策集会所 　　１４施設

　納骨堂 　　　　　　　　１６施設

　共同浴場　　　　　　　 　１施設

　不良環境集会所 　　　３施設

　低環境集会所 　　　　　４施設

　　　　合計 ３８施設

工事

　野上集会所解体工事　　　　８１９，０００円

　 地区施設運営費補助金

　部落解放同盟田川市協議会　２３支部

　　　　５４，０００円×２３支部＝１，２４２，０００円

人権・同和対策課

本年度 800 606 194

前年度 6,910 5,565 1,345 貸付

増減額 △ 6,110 △ 4,959 △ 1,151 ・修学資金

　　２３，５００円×２人×1２月＝５６４，０００円

給付

・修学奨励金

　 　 ８，０００円×２人×１２月＝１９２,，０００円

　同和地区等における生活環境の改善を図るために設置
された施設の維持管理等を行っている。
また、部落解放同盟２３支部に対し、施設の維持管理を目
的とした補助金を支給している。

地区施設運営管理費

市内対象地域の同和関係者、又はその子弟であって、経
済的な理由により、専修学校等に修学することが困難な場
合、技能習得資金等を貸与（給付）し、雇用の促進と職業
の安定を図る。13年度末で制度が終了し、継続者のみ修
学年限の終了まで適用。

地域改善対策専修学校等技能習得資金事業



（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

人権・同和対策課

本年度 953 895 58

前年度 312 310 2

増減額 641 585 56 貸付

給付

人権・同和対策課

本年度 220,789 49,727 230,034 △ 58,972

前年度 224,803 54,170 249,324 △ 78,691

増減額 △ 4,014 △ 4,443 △ 19,290 19,719

将来、社会において有為な人材として活躍が期待されなが
ら、経済的な理由により、専修学校等において修業するこ
とが困難な者に対して技能習得資金の貸与を行うことによ
り、職業に必要な技能及び知識の習得を援助し、若年者
（新規中学校卒業生及び新規高等学校卒業生、若しくは前
年度高等学校中退者）の職業能力開発を推進するもの。

若年者専修学校等技能習得資金事業

・修学資金    　　30,000円×2人×12月＝720,000円

・入校支度金　  100,000円×1人         ＝100,000円

・修学奨励金　     4,000円×1人×12月＝ 48,000円

・入校支度金　　   8,000円×1人         ＝   8,000円

歴史的社会的理由により、生活環境の向上が阻害されて
いる同和地区の環境整備の改善を図るため、昭和42年度
から住宅改修資金貸付制度を施行、昭和54年度から住宅
新築資金並びに宅地取得資金貸付制度が施行された。平
成8年度の地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特
例措置に関する法律の一部改正に伴い、平成9年度以降
は新規の貸付はなく、現在回収業務のみを行っている。

住宅新築資金等貸付事業

新築資金　貸付件数   558件　　3,305,400,000円

改修資金　貸付件数 1,349件　　2,649,340,000円

宅地資金　貸付件数   162件　　  732,500,000円

　　計　　　　　　　　  　2,069件　　6,687,240,000円

平成15年度収入済額

新築資金　 115,409,815円

改修資金 　   6,611,611円

宅地資金　   28,240,968円

　　計　　　 　150,262,394円

住宅新築資金等貸付に伴い、借り受けた地方債の償還

償還元金　　148,718,817円

償還利子　　  46,138,636円



（３）　主要な施策の成果について（福祉部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

保険年金課

本年度 185,981 104,877 321 80,783

前年度 184,469 111,210 479 72,780

増減額 1,512 △ 6,333 △ 158 8,003

内訳 医療費 183,747千円

審査支払委託料 1,919千円 (38,114件)

医療証印刷費 315千円

保険年金課

本年度 2,194 2,194

前年度 2,287 2,287

増減額 △ 93 △ 93 内訳

作成委託料 687千円 (30,482件)

通知郵便料 1,507千円

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　名

重度心身障害者の医療費について自己負担額を支給している。
本市では独自に初診料・往診料についても支給している。初診
料・往診料を除く医療費については県と市で負担している。平成
15年度の負担割合は県17/30、市13/30である。
（15年度平均受給者数：1,455人）

重度心身障害者医療費

老人保健対象者に対し医療費通知を作成・送付することにより、
医療の適正受診を啓発している。
年６回（４月・６月・８月・10月・12月・２月）発送し、１回に２ヶ月分
を掲載して、通年での受診状況が把握できるようにしている。

老人医療費



（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

保険年金課

本年度 59,954 32,914 92 26,948

前年度 67,625 43,050 503 24,072

増減額 △ 7,671 △ 10,136 △ 411 2,876 内訳

医療費 54,783千円

審査支払委託料 1,922千円 (25,633件)

医療証印刷費 247千円

医療証等郵便料 167千円

システム開発委託料 2,835千円

保険年金課

本年度 114,522 65,586 493 48,443

前年度 104,001 64,562 462 38,977 内訳

増減額 10,521 1,024 31 9,466 医療費 111,689千円

審査支払委託料 2,575千円 (34,339件)

医療証印刷費 104千円

医療証等郵便料 154千円

３歳未満の医療費について初診料・往診料を除く自己負担額を
支給していたが、平成16年1月の制度改正により、小学校就学
前までの入院費についても初診料を除く医療費が支給されるよ
うになった。これらの医療費については県と市で負担している。
平成15年度の負担割合は県17/30、市13/30である。
（15年度平均受給者数：1,437人）

乳幼児医療費

母子家庭等の母子及び一人暮らし寡婦の医療費について、初
診料・往診料を除く自己負担額を支給している。初診料・往診料
を除く医療費については県と市で負担している。平成15年度の
負担割合は県17/30、市13/30である。
（15年度平均受給者数：2,195人）

母子医療費



（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

保険年金課

本年度 19,827 14,617 5,210

前年度 23,703 18,141 187 5,375 1.国民年金被保険者数　12,623人

増減額 △ 3,876 △ 3,524 △ 187 △ 165 　1号　9,269人　3号　3,189人　任意　165人

2.保険料免除被保険者数　3,479人

　法定免除　1,150人　学生納付特例　626人

　申請免除（全額）　1,419人　(半額）　284人

3.国民年金受給者数　10,582人

　老齢基礎　9,445人　障害基礎　1,016人　

　遺族基礎　73人　老齢福祉　48人

保険年金課

本年度 7,900,099 1,814,343 437,083 5,179,637 469,036

前年度 7,707,055 1,614,701 403,979 5,280,142 408,233

増減額 193,044 199,642 33,104 △ 100,505 60,803 １．医療費の現物給付 7,747,465千円

２．医療費の現金給付 99,628千円

３．審査支払手数料 27,467千円

老人保健制度対象者の医療費の９割（８割）
を医療機関に支給

老人保健制度対象者に対し、補装具等の９
割（８割）を現金で本人に支給

診療報酬明細書の内容審査等の委託料
（レセプト件数　　252,390件）

国民年金法等に基づく国民年金に関する事務を国と市で
協力・連携し、事業の推進を図っている。被保険者資格届・
保険料の免除申請・裁定請求・給付申請等を受理し、報告
するとともに国民年金制度の周知に努めた。

国民年金費

老人保健制度対象者に対し、医療費の９割もしくは８割を
給付もしくは支給。
老人保健受給者数（平成１５年度平均）　　　　　　8,684人老人保健事業



（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

保険年金課

被保険者数21,024人、11,784世帯（平成15年度平均）

本年度 5,597,091 2,644,917 28,964 2,324,855 598,355 （被保険者内訳：若人 11,230人、老人 6,886人、退職 2,908人）

前年度 5,208,664 2,630,693 3,181 2,053,707 521,083 １ 療養の給付に係る事業 3,587,461 千円

増減額 388,427 14,224 25,783 271,148 77,272   (1)療養給付費 3,109,117 千円

  (2)療養費 15,629 千円

  (3)ﾚｾﾌﾟﾄ審査支払手数料   178,623件 9,257 千円

  (4)高額療養費 409,217 千円

  (5)移送費 51 千円

  (6)出産育児一時金                104件 31,200 千円

  (7)葬祭費                             433件 12,990 千円

２ 老人医療に要する老人保健拠出金 1,570,164 千円

３ 介護保険に要する介護納付金 212,055 千円

４ 高額医療費に要する共同事業拠出 103,294 千円

５ 保健事業 17,555 千円

保険年金課

本年度 1,589 1,588 1

前年度 3,564 3,563 1

増減額 △ 1,975 △ 1,975

国民健康保険事業

　行政が行う事業が各世代の健康課題解決に対応する事
業となるよう、事業評価と事業の見直しを行い、推進する
「健康たがわ21推進計画」の進行管理システムの構築を手
がけた。

地域保健推進特別事業

平成12年度の田川市健康づくり21推進計画基本指針の策
定、平成13年度の全住民を対象にした無作為抽出のアン
ケート調査の集計・分析、平成14年度の報告書「健康たが
わ21推進計画～みんなでするばい！健康づくり～」作成と
市長への答申をもとに、
　①検討委員会を設置し、評価システムを構築
　②計画内容の唱道
　③独自の事業評価シート(1～４)を開発し活用
　④統計ソフトを活用した資料の統計・分析
　⑤食生活改善のための料理講習会、試食会、相談会
　⑥検討した事業評価、計画の評価システムの報告書の
作成を行った。

国民健康保険被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して
の保険給付、健康増進のための保健事業等の業務を行ってい
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

保険年金課

本年度 3,891 409 940 2,542

前年度 3,821 441 736 2,644 実施回数 受診者数

増減額 70 △ 32 204 △ 102 　年12回 414人

　年12回 419人

　年6回 384人

　年6回 404人

離乳食教室 　年24回 750人

おやつ教室 　年12回 629人

母子栄養強化事業 支給人数　2人

親子ふれあい教室 　年37回 延304人

保険年金課

本年度 8,242 1,025 1,084 2,132 4,001

前年度 8,790 887 887 1,561 5,455 健診の部 平成15年4月20日～23日

増減額 △ 548 138 197 571 △ 1,454

相談と催しの部 平成15年5月25日

参加者数 延2,449人

1歳6ヵ月児健康診査(1歳6ヵ月～2歳未満対象）

3歳児健康診査(3歳～4歳未満対象）

市民一人ひとりに、健康は豊かな人生のためのかけがえ
のない「たからもの」であり、日々自分自身の努力でつくっ
て行くものであることを認識し、実践することを目的に、健
康展総合健診とイベントに分けて実施。

幸せを開く健康展

乳幼児の健全な発育、発達を促すために発育の状態、栄
養の良否、疾病の有無について身体重測定、問診、診察、
栄養相談、育児指導等を実施。乳幼児健診

4ヵ月児健康診査（4ヵ月～5ヵ月未満対象）

7ヵ月児健康診査（7ヵ月～8ヵ月未満対象）

基本健診(肝臓精密

含)

前立腺がん検診
胃がん検診
肺がん及び結核検
診
大腸がん検診
子宮がん検診
乳がん検診

614人
220人
432人
558人
495人
249人
281人
283人

　簡単な検査、体力診断、医師等専門家の相談、試食、
子どもふれあい広場等。歯の健康展と同時開催。



（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

保険年金課

本年度 10,321 1,283 1,357 4,505 3,176

前年度 9,017 1,043 1,043 3,080 3,851 各健（検）診受診者数

増減額 1,304 240 314 1,425 △ 675 平成15年6月～平成16年2月の期間に12回実施

基本健診 1,180人

胃がん検診 967人

肺がん及び結核検診 1,132人

大腸がん検診 1,023人

子宮がん検診 629人

乳がん検診 665人

骨粗しょう症検診 606人

保険年金課

本年度 22,165 22,165

前年度 21,214 21,214 各接種者数

増減額 951 951 実施回数 対象者数 接種者数 接種率

ﾎﾟﾘｵ 6回 906人 832人 91.8%

三種混合 10回 1,800人 1,611人 89.5%

麻しん 6回 459人 381人 83.0%

日本脳炎 4回 3,915人 2,005人 51.2%

ﾂﾍﾞﾙｸﾘﾝ 6回 447人 412人 92.2%

ＢＣＧ 6回 447人 391人 87.5%

風しん 6回 808人 479人 59.3%

ｼﾞﾌﾃﾘｱ 11回 514人 489人 95.1%

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ 12回 13,154人 3,660人 27.8%

予防接種法に基づく定期の予防接種（ポリオ、三種混合、
二種混合、風しん、麻しん、日本脳炎、インフルエンザ）及
び結核予防法に基づく予防接種（ツ反・BCG）を実施。予防接種

基本健康診査（問診・診察・身体重測定・血圧測定・検尿・
心電図検査・眼底検査・血液検査）、がん検診(胃がん・肺
がん及び結核・大腸がん・子宮がん・乳がん・前立腺がん）
及び骨粗しょう症検診を実施。

総合健診



（３）　主要な施策の成果について（福祉部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

保護課

本年度 6,242 108 6,134

前年度 6,251 62 6,189

増減額 △ 9 46 △ 55 １．各委員活動費用弁償　　　　４，６７４千円　

　　　　　　　　　　　　　　　（　１３２人　　＠３５，０００円　）

２．民生委員協議会連合会活動補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，１５５千円

３．その他　　　　　　　　　　　　　　　４１３千円

保護課

本年度 12,549 12,549

前年度 15,779 15,779

増減額 △ 3,230 △ 3,230 １．夏期見舞金　　　　　　４，３９４千円

　　　　　　　　　　　　　　（＠３,２００円　　１,３７３世帯）

２．冬期見舞金　　　　　　　８,１３７千円

　　　　　　　　　　　　　　（＠５，８００円　　１,４０３世帯）

３．初盆見舞金　　　　　　　　　１８千円

　　　　　　　　　　　　　　（＠２，５００円　　　７世帯）

民生委員法及び児童福祉法に規定された、民生委員・児
童委員及び主任児童委員の活動に関する経費

民生委員・児童委員関係事業

生活保護基準と一般国民の消費実態との均衡を保つた
め、生活保護世帯に支給する夏期・冬期・初盆見舞金

法外援助事業

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

保護課

本年度 15,008 10,068 4,940

前年度 17,311 10,373 64 6,874

増減額 △ 2,303 △ 305 △ 64 △ 1,934 生活保護の適正実施推進に要する事務経費

生活保護扶助費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

保護課 平成15年度　平均保護世帯数　　　　1,465世帯　　　　

　　〃　　　　　　　　　　　人　員　　　　　2,155人

本年度 3,800,986 2,852,254 167,662 27,972 753,098 　　〃　　　　　　　　　　　保護率　　　　　40.5‰

前年度 3,633,162 2,739,208 167,664 29,445 696,845 扶助費別決算額

増減額 167,824 113,046 △ 2 △ 1,473 56,253 １．生活扶助費　　　　　　1.173.941千円

２．住宅　　〃　　　　　　　　217.274千円

３．教育　　〃　　　　　　　　　14.550千円

４．医療　　〃　　　　　　　2.307.708千円

５．出産　　〃　　　　　　　　　　3,526千円

６．生業　　〃　　　　　　　　　　　344千円

７．葬祭　　〃　　　　　　　　　13,422千円

８．保護施設事務費　　　 　　9,566千円

９．介護扶助費　　　　　　　　60,655千円

生活保護に関する一般管理経費

生活保護事務事業

生活保護費



（３）　主要な施策の成果について（福祉部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

高齢障害課

本年度 43,918 43,918

前年度 44,975 44,975

増減額 △ 1,057 △ 1,057

高齢障害課

本年度 28,055 28,055

前年度 27,341 27,341 ・75歳～76歳　　3,000円

増減額 714 714 ・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

高齢障害課

本年度 17,973 7,114 3,069 7,790

前年度 21,725 8,812 4,102 8,811

増減額 △ 3,752 △ 1,698 △ 1,033 △ 1,021

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

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）

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）

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

高齢障害課

本年度 179 179

前年度 164 164 ○対象者　118世帯

増減額 15 15

高齢障害課

本年度 45,534 35,659 9,875

前年度 51,096 39,424 11,672 ○委託先

増減額 △ 5,562 △ 3,765 △ 1,797 ・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

高齢障害課

本年度 4,948 2,790 2,158

前年度 5,031 2,839 2,192 76単位老人クラブ

増減額 △ 83 △ 49 △ 34 会員数4,184人

65歳以上の寝たきりの高齢者のいる世帯に、世帯あたり36
リットルの白灯油を支給する。

ねたきり老人対策費

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

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



（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 4,431 2,215 2,216

前年度 4,701 2,351 2,350 ○対象者　17名

増減額 △ 270 △ 136 △ 134

高齢障害課

本年度 4,575 4,575

前年度 4,685 4,685 ○対象者　102名

増減額 △ 110 △ 110

高齢障害課

本年度 420 420

前年度 339 339 ○対象者　5名

増減額 81 △ 339 420

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を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

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



（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 37,556 20,312 10,863 6,381

前年度 38,293 21,480 11,174 5,639

増減額 △ 737 △ 1,168 △ 311 742 ○実施事業

・移送サービス事業　42名

・配食サービス事業　243名、26,702食

・生きがいデイサービス事業　5名

・生きがい公民館事業　27館

・家事援助事業　2名

・緊急通報体制等整備事業　98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　利用なし

・世代間交流事業　2教室

高齢障害課

本年度 1,094 1,094

前年度 1,132 1,132 ○貸与者　31名

増減額 △ 38 △ 38

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・地域支え合い事業費

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

○支給者　6名

本年度 214 214

前年度

増減額 214 214

高齢障害課

本年度 771 771

前年度 690 690 ○実施農園

増減額 81 81 ・下伊田農園

・川宮農園

・位登農園

高齢障害課

本年度 1,613 442 1,171

前年度 1,777 456 1,321 ○講座

増減額 △ 164 △ 14 △ 150

低所得者の高齢者に対して、介護保険利用料の半額を助
成する。限度額は月額7,500円

介護保険利用料助成金交付事業

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

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



（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 318 74 244

前年度 323 75 248

増減額 △ 5 △ 1 △ 4

高齢障害課

本年度 51 51

前年度 21 21

増減額 30 30

高齢障害課

本年度 1,008 332 676

前年度 1,388 237 1,151 ひとり暮らしバスハイク（春）　175名

増減額 △ 380 95 △ 475 シルバーバスハイク(秋）　245名

9月第3月曜の敬老の日の前日に、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

高齢者相互の親睦を深め、健康の増進を図るため、老人ク
ラブ親善ゲートボール大会を実施する。実施は年1回。

ゲートボール大会事業費

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



（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 155 56 99

前年度 316 316

増減額 △ 161 56 △ 217

高齢障害課 社会福祉団体活動助成事業費

本年度 6,434 4,828 1,606

前年度 1,607 1,607 　補助金の交付先、交付額

増減額 4,827 4,828 △ 1 　　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

　　社会福祉法人真養会　～　3,500,000円

　　社会福祉法人ほのぼの福祉会　～　1,327,320円

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

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。



（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 身体障害者ホームヘルプサービス事業費

本年度 17,451 8,900 4,450 4,101

前年度 12,185 7,014 3,507 39 1,625 　15年度サービス利用者

増減額 5,266 1,886 943 △ 39 2,476 　　43人

高齢障害課 身体障害者補装具給付事業費

本年度 17,820 8,468 9,352

前年度 14,928 8,514 6,414 　15年度交付実績

増減額 2,892 △ 46 2,938 　　　932件

　　　　・装具　 37件 　　　　・その他　　　21件

　　　　・補聴器　49件 　　　　・修理　　　　100件

　　　　・車いす　 9件

　　　　・ストマ用装具　　716件

高齢障害課 身体障害者更生医療給付事業費

本年度 7,361 3,680 3,681

前年度 6,686 4,072 2,614 　15年度障害別実績

増減額 675 △ 392 1,067 　　69件

　・肢体不自由～2件　　　　　309,420円

　・心臓機能障害～42件　　4,255,758円

　・じん臓機能障害～25件　2,795,695円

重度の身体障害のため、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。

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 3,236 967 2,269

前年度 1,980 1,545 435 　15年度給付実績

増減額 1,256 △ 578 1,834 　　55件　　　

　・盲人用時計　　5件

　・ネブライザー　3件

　・電気式たん吸引器　4件

　・入浴補助用具　6件

　・聴覚障害者用屋内信号装置4件　他33件

高齢障害課 身体障害者施設入所事業費

本年度 157,195 74,291 82,904

前年度 182,657 81,546 11,696 89,415 　15年度末入所者数

増減額 △ 25,462 △ 7,255 △ 11,696 △ 6,511 　　55名　　　

　・入所授産施設  6名

　・更生施設  5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費

在宅での生活が困難な身体障害者が、施設に入所または
通所し、必要な指導や訓練、リハビリテーション等を受け
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 2,008 1,024 984

前年度 　15年度末該当者数

増減額 2,008 1,024 984 　　23名

　・入所授産施設  2名

　・更生施設  1名

　・通所授産施設 20名

高齢障害課 障害者福祉推進事業費

本年度 259 259

前年度 297 297 　15年度実績

増減額 △ 38 △ 38 　　・身体障害者バスハイク 50名

　　・心身障害児（者）療育キャンプ 80名

更生施設・授産施設入所者に訓練のための経費及び通所
のための経費を支給し、社会復帰の促進を図る。

身体障害者施設入所者更生訓練費等事業費

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 障害者社会参加事業費

本年度 3,838 3,088 35 715

前年度 4,097 3,655 442 　　具体的な事業

増減額 △ 259 △ 567 35 273       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 331 331

前年度 334 334 　15年度末現在、11台貸与。

増減額 △ 3 △ 3

高齢障害課

本年度 297 98 49 184

前年度 301 146 73 193 　15年度実績

増減額 △ 4 △ 48 △ 24 △ 9 　　1名（家事援助のみ）

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。

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。

障害者福祉電話等維持費

難病患者等ホームヘルプサービス事業費

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。



（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 4,767 2,522 1,191 1,054

前年度 7,260 3,854 1,814 1,592

増減額 △ 2,493 △ 1,332 △ 623 △ 538 　　6名

　・スマイルプラザ田川 　4名

　・暖家の丘 　1名

　・ふれ愛ビレッジ 　1名

高齢障害課

本年度 7,609 2,470 5,139

前年度 6,608 2,811 3,797 　15年度交付実績

増減額 1,001 △ 341 1,342 　　107件

　　　　・装具　　　　　11件

　　　　・車いす　　　 　6件

　　　　・紙おむつ　　 82件

　　　　・修理　　　　　　8件

　15年度末現在利用者数

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相互利用事業費

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。身体障害児補装具給付事業費



（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 673 218 455

前年度 254 127 127 　15年度実績

増減額 419 91 328 　　11件

　　　　・訓練用ベッド　　　　1件

　　　　・入浴補助用具　　　2件

　　　　・電気式たん吸引器　　2件

　　　　・居宅生活動作補助用具　　1件　他5件

高齢障害課

本年度 635 236 399

前年度 469 200 269 具体的な事業

増減額 166 36 130 　・受給者証発行システムの保守料

　・支援費支払事務手数料　　2,341件（1件当たり255円）

高齢障害課

本年度 1,305 897 375 33

前年度 　15年度実績

増減額 1,305 897 375 33 　　7名

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費

平成15年度から開始した支援費制度を円滑に運営するた
めの経費

支援費制度施行事業費

障害児のいる家庭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。障害児ホームヘルプサービス事業費



（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 656 197 149 310

前年度 　15年度実績

増減額 656 197 149 310 　　2名

高齢障害課

本年度 1,073 439 268 366

前年度 　15年度実績

増減額 1,073 439 268 366 　　13名

高齢障害課

本年度 267,528 131,222 136,306

前年度 266,466 121,143 16,781 128,542 　15年度末入所者数（37施設、113名）

増減額 1,062 10,079 △ 16,781 7,764 　　入所更生施設 52名

　　入所授産施設 13名

　　通所授産施設 46名

　　通所更生施設  1名

　　通勤寮  1名

在宅の障害児の介護者が、疾病等の理由により、一時的
に介護が困難な場合に、指定短期入所施設に保護する。

障害児短期入所事業費

在宅の障害児が、指定デイサービス施設に行き日常生活
への適応能力を養う訓練などを行うことにより自立を助長
する。障害児デイサービス事業費

知的障害者で、社会生活が困難な者や雇用の機会が与え
られない者が、施設に入所または通所し、その更生に必要
な指導及び訓練を受ける。知的障害者施設入所事業費



（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 7,769 3,884 3,885

前年度 10,081 4,917 244 4,920 　15年度末入所者数（2施設、4名）

増減額 △ 2,312 △ 1,033 △ 244 △ 1,035 　　つくしの里 2名

　　秀峰園 2名

高齢障害課

本年度 5,580 2,700 130 2,750

前年度 7,260 3,435 509 3,316   15年度補助内訳

増減額 △ 1,680 △ 735 △ 379 △ 566 　　・ほのぼのの家　　　　　5,580,000円

高齢障害課

本年度 193 96 97

前年度 193 96 97

増減額 　15年度助成の内訳

　　　　5／10補助　　　　2件

　　　　3／10補助　　　　4件

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

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

心身障害者扶養共済保険掛金助成事業

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。



（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 3,514 1,900 975 639

前年度 412 568 284 2 　15年度実績

増減額 3,102 1,332 691 △ 2 639 　　10名

高齢障害課

本年度 1,078 692 269 117

前年度 　15年度実績

増減額 1,078 692 269 117 　　4名

高齢障害課

本年度 664 331 165 168

前年度 　15年度実績

増減額 664 331 165 168 　　1名

知的障害者にホームヘルパーを派遣し、家事や介護の便
宜を供与することにより、自立と社会参加を促進し、福祉の
増進を図る。知的障害者ホームヘルプサービス事業費

在宅の知的障害者の介護者が、疾病等の理由により、一
時的に介護が困難な場合に、指定短期入所施設に保護す
る。知的障害者短期入所事業費

数人の知的障害者が、世話人やバックアップ施設による食
事の提供、相談、日常生活上の援助を受けながら、地域の
一般の住居において共同生活を送る。知的障害者地域生活援助事業費



（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 21,029 15,771 5,258

前年度 21,119 15,839 5,280 　15年度実績（のべ人数）

増減額 △ 90 △ 68 △ 22 　　1,129人（月平均　約94人）

　1．特別障害者手当

　　・Ｈ15.2～3月分　　 61人×26,860円＝1,638,460円

　　・Ｈ15.4～Ｈ16.1月分　322人×26,620円＝8,571,640円

　2．障害児福祉手当

　　・Ｈ15.2～3月分　　 71人×14,610円＝1,037,310円

　　・Ｈ15.4～Ｈ16.1月分　341人×14,480円＝4,937,680円

　3．経過的福祉手当

　　・Ｈ15.2～3月分　　 58人×14,610円＝847,380円

　　・Ｈ15.4～Ｈ16.1月分　276人×14,480円＝3,996,480円

高齢障害課

本年度 2,429 2,429

前年度 2,244 2,244 　15年度実績

増減額 185 185 　　タクシー券交付者数　　　　289名

　　タクシー券利用枚数　　　4,336枚（1枚当たり560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 49 49

前年度 49 49 　15年度実績

増減額 　　1名

　　1名×7,000円×7ヶ月＝49,000円

高齢障害課

本年度 2,600 1,982 618

前年度 618 794 　平成15年度補助金交付先

増減額 1,982 1,188 618 　　　・グループホーム「であい」　　　

　　　・グループホーム「あゆみハイツ」　　　

高齢障害課

本年度 778 592 186

前年度 　　15年度実績

増減額 778 592 186 　　　4名

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

精神の障害のため、居宅において日常生活を営むのに支
障がある家庭にホームヘルパーを派遣して、家事や身体
の介護など、必要な便宜を供与することにより、精神障害
者の自立と社会参加を促進し、もってその福祉の増進を図
る。

精神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 178 178

前年度 978 978 　　15年度実績

増減額 △ 800 △ 800 　　　　・　全焼　3件

　　　　・　床上浸水　1件

高齢障害課

本年度 2,317 2,317

前年度 2,833 2,833 主な窓口事務 ◇ 要介護認定申請受付事務

増減額 △ 516 △ 516 ◇ 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

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NI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

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 685,476 685,476

前年度 667,493 667,493 各経費の内訳

増減額 17,983 17,983 1　共通経費  69,228千円

2　要介護認定に要する経費  40,268千円

3　介護給付に要する経費  575,980千円

高齢障害課

本年度 127,473 35,733 1,027 52,073 38,640

前年度 134,459 36,808 1,121 57,927 38,603 １．入所人員４９名　（４月１日現在）　定員６０名

増減額 △ 6,986 △ 1,075 △ 94 △ 5,854 37 　　　　　男　１５名　　女　３４名

　　　　　平均年齢　８０．１歳　

２．田川市措置者　　３４名　　　　　

　　市外措置者　　　 １５名

高齢障害課

本年度 5,893 5,893

前年度 2,363 2,363 １．温水ヒータ取替　 2,700,000円

増減額 3,530 3,530 ２．屋上アルミ笠木工事 1,260,000円

３．高架水槽架台改修 834,750円

651,000円

５．天井換気扇工事 353,430円

47,250円

７．受水槽ボールドアップ取替 46,415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

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

昭和５４年建設の現施設維持に伴う改修費

長寿園改修費

４．南2階トイレ給排水等及び給湯配管修繕

６．冷温水切替ゲートバルブ取替修理



（３）　主要な施策の成果について（福祉部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

児童保育課

本年度 31,948 13,038 7,481 11,429

前年度 19,905 13,268 6,637

増減額 12,043 △ 230 7,481 4,792

児童保育課

本年度 1,191,142 467,497 233,749 229,175 260,721

前年度 1,158,091 460,483 230,241 205,742 261,625

増減額 33,051 7,014 3,508 23,433 △ 904

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　名

　ア　平日、給食の無い日　　：　授業終了～18：00

　イ　土曜日、春・夏・冬休み期間、学校行事等の代休日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　8：00　～　18：00

３．利用者負担金 ： １日当たり 平日150円、休日300円

核家族化の進展や女性の就労の増大により、昼間保護者
のいない小学校低学年児童も増えており、授業の終了後
に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を
図る。

１．児童登録数　： ６００人　（3月末）

２．開設時間

小学校低学年児童で、その保護者が労働等で昼間家庭に
いない者を対象に１０の児童クラブを設置し、健全育成を図
る。１クラブ当たり児童数１０人以上、年間200日以上開設
が採択基準である。

放課後事業健全育成事業

保護者の労働又は疾病などの理由により、その監護すべ
き乳幼児又はその他の児童について、保育に欠けるところ
があると認めるときは、それらの児童を保育所に入所させ
て保育の実施をする。

保育所運営委託費

児童福祉法第24条に基づき、日々保育に欠ける乳児また
は幼児を保育するため、保育所に対し保育所運営費を支
弁する。
  市内私立保育所　：　17園　　入所延人数　12,364人

  市外保育所    　　：　49園　   入所延人数 　2,555人



（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

児童保育課

本年度 170,150 124,781 22,684 22,685

前年度 168,740 123,891 22,425 22,424

増減額 1,410 890 259 261

支給額

第１子 5,000 円（月額）

第２子 5,000 円（月額）

10,000 円（月額）

児童保育課

本年度 398,348 298,761 19 99,568

前年度 127,646 95,734 31,912

増減額 270,702 203,027 19 67,656

　　　 児童で公的年金の加算対象となっていない児童

　④　父の生死が明らかでない児童

　⑤　父から１年以上遺棄されている児童

母子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進する。

全部支給 ： 児童１人月額42,370円、10月から42,000円

児童手当等は、６歳到達後最初の３月３１日までの間にあ
る児童（義務教育就学前の児童）を養育している人に支給
する。
ただし、前年（１月から５月までの月分の手当については
前々年）の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は
支給されない。

児童手当支給事業費

家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健全
な育成及び資質の向上を図る。

    第３子以降

父母の離婚、父の死亡などによって、父と生計を同じくして
いない児童（18歳年度末まで）を監護している母、又は母に
代ってその児童を養育している人に支給する。児童扶養手当支給事業費

　【支給要件】

　　　児童

　⑦　母が婚姻によらないで懐胎した児童

一部支給 ： 児童１人月額41,990円から10,000円、10月から改定

　①　父母が婚姻を解消した児童

　②　父が死亡した児童

　③　父が施行令に定める程度の障害の状態にある

　⑥　父が法令により引き続き１年以上拘禁されている



（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

児童保育課

本年度 396,614 78,477 58,208 80,654 179,275

前年度 396,977 81,304 40,652 　 81,055 193,966

増減額 △ 363 △ 2,827 17,556 　 △ 401 △ 14,691

・中央保育所　：　定員60人　0歳児から３歳児まで　

　　一時保育：利用者負担額　半日1,000円、1日2,000円

　　地域子育て支援センター事業　：　①育児相談指導

児童保育課

本年度 5,855 5,855

前年度 6,120 6,120

増減額 △ 265 △ 265

　　　　　　　　　0歳児から５歳児まで　

保育所運営事業

児童福祉施設最低基準に基づき、入所児童数及び児童の
年齢等に応じた職員配置を行い、保育を実施する。

入所延人数　666人

②子育てサークル等の育成・支援　③講演会

保育に欠ける乳児又は幼児の保育を行い、適切な保育施
設、整備を確保し、児童の福祉の向上を図ることを目的と
する。

・西保育所　：　定員110人　　　入所延人数　1,393人

　　　　　　　　　0歳児から５歳児まで　

・北保育所　：　定員90人　　　　入所延人数　1,114人

3．4．5歳児の就学前集団保育指導

児童センター運営事業費

・地域の子育ての一環を担い、保護者同士の交流等で子
育ての喜びを知り、積極性が培われている。
・集団指導の中で諸々の活動、遊び、絵本の読み聞かせ、
野菜の栽培などを通し、園児の心身の成長を促している。
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