
（４）　主要な施策の成果について（経済部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

産業振興課

本年度 1,259 1,259

前年度 1,298 1,298 ・平成筑豊鉄道推進協議会負担金　　　　　　　　400千円

増減額 △ 39 △ 39 ・福岡県交通体系整備促進協議会負担金　   　 30千円

・福岡県消費者協会負担金　　　　　　　　　　　　　67千円

・日田彦山線活性化推進沿線自治体連絡会負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　500千円

産業振興課

本年度 739 735 4

前年度 836 833 3

増減額 △ 97 △ 98 1

産業振興課

本年度 4,755 4,755

前年度 4,648 4,648

増減額 107 107

平成筑豊鉄道が赤字経営に転落したことにより、平成１３年度か
ら沿線１１市町村が固定資産相当額均等割及び人口割によって
算出した額を、当分の間経営安定化のため、支援することになっ
た。

平成筑豊鉄道経営安定化補助金

田川市中小企業融資制度審議会委員に審議会出席の報酬を支
払う。
商工総務一般に関する団体に負担金の支出。商工総務一般経費

各市町村の消費生活相談内容及び商品テスト内容等を、国民生
活センターの中央コンピューターに転送するために、地域ネット
ワークコンピューター端末機（パイオネット）の整備・運営・デー
ター入力等を行うための経費。消費者保護を目的とする事業。

消費生活情報ネットワーク整備事業

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

産業振興課

本年度 256 256

前年度 259 259 ・福岡県企業振興公社負担金　　　　　　　　　 　 60千円

増減額 △ 3 △ 3 ・福岡県物産振興会負担金　　　　　　　　　　　　 40千円

産業振興課

本年度 8,454 8,454

前年度 8,710 8,710 ・小規模事業経営指導費補助金 4,500 千円

増減額 △ 256 △ 256 ・田川地区産業まつり補助金 1,500 千円

･商店街等活性化事業補助金 1,239 千円

･商店街振興対策補助金 405 千円

･ごとうじ七夕まつり補助金 360 千円

･いた恋まつり補助金 360 千円

･筑豊地区中小企業団体連合会 補助金

90 千円

産業振興課

本年度 1,000 1,000

前年度 720 720 ・空店舗1店舗・空き地１区画につき－補助対象経費1/2

増減額 280 280 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（限度額　月額3万円）

商工会議所、商店街振興組合、田川地区産業まつり実行委員会
等の事業運営及びイベント事業等に対する助成を行うことで、商
工業の振興を図ることを目的とし補助金を交付している。商工業振興各種補助金

空店舗の増加に伴う商店街の機能の低下を防ぎ活性化するた
めに、空き店舗や空き地を借り受け､有効利用を行う事業に対し
補助金を交付している。商店街の空洞化対策の一環。商店街空店舗対策事業

商工業の発展のため、商工会議所の表彰と併して、市内の事業
所に永年勤続する者に対し市賞として、3千円分の商業振興券を
渡し表彰している。
商工業振興に関する団体に負担金の支出。

商工業振興一般経費



（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

産業振興課

本年度 152,475 152,475

前年度 152,737 152,737 ・融資の種類

増減額 △ 262 △ 262     1.小口事業資金

    2.設備近代化資金

    3.特別振興資金

    4.小額緊急安定資金

産業振興課

本年度 3,772 3,772

前年度 2,213 2,213 1.企業誘致活動

増減額 1,559 1,559 　　　企業訪問、誘致関連機関との連携

　　　誘致関連団体加入など

2.立地企業振興活動

　　　景況把握のための企業訪問、行政情報の提供など

3.旧日通工跡地草刈委託料

市の融資制度には、目的に応じて4制度がある。融資を利用する
場合は、市の受付をとおった後に金融機関へ申し込みをし、信用
保証協会の保証を得て決定する。この時、金融機関が3倍協調
を行うので、原資の152,000千円を456,000千円まで融資すること
ができる。

中小企業融資資金預託金

白鳥工業団地への企業立地に向け、誘致活動並びに誘致に繋
がる各関連機関との連携並びに現在立地企業への振興活動等
を実施している。産炭地振興事務費



（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

産業振興課

本年度 1,441 1,441

前年度 1,441 1,441 負担金内訳

増減額 　　負担金総額　　　　5,000千円

　　うち平等割　　　　　1,500千円

　　うち人口割　　　　　3,500千円

　

　　田川市分平等割額　　150千円

　　田川市分人口割額　1,291千円　

計 　　　　　　　1,441千円

産業振興課

本年度 13,251 13,251

前年度 15,244 15,244 ・地元委託

増減額 △ 1,993 △ 1,993 　　　上伊田東区・猪位金5区百才学級・城山町区・

　　　猪国長生会・糒区・轟尾地区・夏吉区・

　　　御祓区・下魚町区・上弓削田区・大通り区・番田区・

・その他委託

　　　シルバー人材センター・高齢者事業団・マルイ産業・

　　　ソーシャルサービス協会・太閤樹園・渡辺興業他

田川地域10市町村により構成し、地域産業おこし等による地域
の活性化及び浮揚を目的とした田川地区振興促進協議会への
加入負担金。産炭地振興関係助成金等事業費

26公園等維持管理を行うための、光熱水費・し尿汲取り料及び
清掃・草刈・剪定・トイレ清掃等の経費。上伊田公園の田川護国
神社に対する土地借上料。成道寺公園菖蒲池整備及び夏吉小
規模運動場フェンス張替。

公園管理費



（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

産業振興課

本年度 781 781

前年度 809 809 ・福岡県観光連盟負担金　　　　　　　　　50千円

増減額 △ 28 △ 28 ・福岡県観光推進協議会負担金　　　 140千円

・筑豊地区観光協議会負担金　　　　　  　9千円

産業振興課

本年度 1,035 1,035

前年度 4,035 4,035 ・後藤寺芸能市民の広場補助金　　　　　855千円

増減額 △ 3,000 △ 3,000 ・田川春日太鼓育成補助金　　　　　　　　180千円

産業振興課

本年度 5,617 5,617

前年度 5,515 5,515 ･川渡り神幸祭山笠保存会補助金      4,050千円

増減額 102 102

川渡り神幸祭当日に､まつりINたがわを行う音響･司会等を委託
し､祭り全体を盛り立てている｡また､観光文化財としての川渡り
神幸祭が一層の発展を図るために補助金を交付している｡
川渡り神幸祭のポスター印刷費｡

県無形民俗文化財支援事業

丸山公園花まつり開催の経費。
観光推進を目的とした負担金の支出。
観光名刺の印刷費。観光事務事業費

春日神社神幸祭で、後藤寺商店街振興組合が行うイベントの補
助金や､春日太鼓の育成を目的とした補助金を交付している。

観光対策各種補助金



（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

産業振興課

本年度 2,241 1,600 641

前年度 ・岩屋公園滝土砂除去工事

増減額 2,241 1,600 641 ・夏吉小規模運動場土砂除去工事

・御祓小規模運動場土砂除去工事

産業振興課

本年度 126 126

前年度 105 105

増減額 21 21

平成筑豊鉄道㈱の経営安定を図るため､沿線各市に納入する固
定資産税額の25％相当額を基金として、積み立てていた。平成
14年度より基金の積み立ては廃止し、平成筑豊鉄道が各市町村
へ納入する前年度の固定資産税相当額を経営安定化補助金と
して交付する。

田川市等三線沿線地域交通体系整備事業基金

平成１５年７月１９日の大雨により災害が発生したものを復旧す
るのに費やした工事費。

公園等災害復旧工事



（４）　主要な施策の成果について（経済部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

農政課 農村環境整備事業

本年度 16,165 6,860 6,200 9,305

前年度 41,311 15,710 12,500 25,601

増減額 △ 25,146 △ 8,850 △ 8,851 △ 16,296 新堤上池改良工事他１件

農政課 農道及び農業用水路新設改良事業

本年度 24,290 24,290

前年度 32,330 32,330

増減額 △ 8,040 △ 8,040 上條水路樋門改修工事

新堤池防護フェンス設置工事

古野池護岸工事　他５１件

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　名

地域の農道及び施設を有機的合理的に整備することで、 高生
産性農業の促進と農村の生活環境の改善を図る。

地域の実情に応じ、関係機関及び団体等との連携・協力を密に
するとともに、農業経営の向上と安定を図る事業を行っている。



（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

農政課

本年度 262 130 132

前年度 267 147 120 1.会議・研修会の開催

増減額 △ 5 △ 17 12 認定農業者連絡協議会の開催

認定農家及び認定志向農家の研修会の開催

2.支援事業

改善計画の審査会の開催

経営改善のための営農指導など

県研修会議への参加

情報提供など

3.事業事務

農政課

本年度 450 450

前年度

増減額 450 450 有機農業実践活動支援事業委託料　　　450千円　

農政課

本年度 1,943 971 486 486

前年度 1,943 971 486 486

増減額 猪位金３区 75,792 ㎡ 1,591,632 円

猪位金４区 17,064 ㎡ 169,753 円

秋里集落 10,796 ㎡ 181,242 円

経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成とそれ
らの経営が地域の農業生産の相当部分を担うような農業構造の
確立を図るため、農用地の有効利用の促進及び地域営農の活
性化を推進する。

農業経営基盤強化促進対策事業

有機農法を実践、実証するため、NPO法人ふくおか自然・環境保
護協会に栽培方法の指導と合わせて、栽培作業を委託する。

ふるさと水と土基金活用事業費

生産条件不利地域である中山間地域等における耕作放棄を防
止し、多目的機能の確保を図るため、集落協定に従って農業生
活活動等を行なう農業者に対して平成16年までの５年間にわた
り交付金を交付している。

中山間地域等直接支払交付金

　　　対象面積 　　交付金額



（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

農政課

本年度 4,423 2,948 1,475

前年度 補助率 県：1/3　市：1/6　事業主体：1/2

増減額 4,423 2,948 1,475 １５年度実施事業

大豆コンバイン　（後藤寺転作大豆部会）

　総事業費　5,326千円

　（県1,775千円、市888千円、事業主体負担2,663千円）

乗用管理機(下伊加利受託組合麦大豆部会）　　

　総事業費　3,519千円

　（県1,173千円、市587千円、事業主体負担1,759千円）

農政課 畜産センター環境保全整備事業費

本年度 2,721 2,720 1

前年度 2,766 2,766

増減額 △ 45 △ 46 1 １．法面等　27,571㎡ １，３５４，５００円(事務費込み）

２．宅地　　71,013㎡ １，０６２，６００円(事務費込み）

農政課 家畜導入事業

本年度 1,343 1,343

前年度 3,020 3,020

増減額 △ 1,677 △ 1,677 １．和牛　　　　　5,000円/１頭　138頭 　690,000円

２．その他の牛　2,500円/１頭　261頭　652,500円

売れる米･麦・大豆づくりと併せ生産コストの低減に積極的に取り
組む営農組織等を育成するため、高性能農業機械を導入して、
競争力ある土地利用型農業を確立する。競争力ある土地利用型農業育成事業

県有地である、田川畜産センターの環境保全のため、草刈業務
を猪位金園芸部会（法面等）と金川肥育部会草地組合（宅地）に
草刈業務を委託している。

優良素牛を導入することにより、優良肉牛を肥育して、計画的出
荷を行い、経営安定を図るため、田川市内の肥育農家に対して
補助金を交付している。



（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

農政課

本年度 8,765 99 8,666

前年度 12,094 122 11,972

増減額 △ 3,329 △ 23 △ 3,306 ・保育作業

　　　・つる切（市営造林猪位金ほか） 48.5ｈａ　　

　　　・間伐、枝打（市営造林猪位金） 3ｈａ　　

　　　・防火線修理（市営造林猪位金ほか） 3.5ｈａ

・森林災害保険（市営造林猪位金ほか） 28.3ｈａ

農政課

本年度 4,684 3,095 1,589

前年度 2,952 2,847 105

増減額 1,732 248 1,484 ・保育作業

　　　・除伐・枝打（公団造林猪位金）　　　　　　　 2.8ha

　　　・防火線修理（公団造林夏吉）　　 5.4ha

・森林災害保険（公団造林夏吉ほか） 44.4ha

総面積が約220ｈａある市営造林でつる切や間伐などの保育作
業を行っている。これらの作業により森林の育成を図り、水源の
かん養や土砂の流出防止などの森林の多面的機能の強化を目
指している。また、森林災害保険の契約により万一の災害に備
えている。

林業振興費

緑資源公団と分収契約を結んでいる造林地が夏吉と猪位金に
合計110ｈａあり、つる切や間伐などの保育作業を行っている。こ
れらの作業により森林の育成を図り、水源のかん養や土砂の流
出防止などの森林の多面的機能の強化を目指している。また、
森林災害保険の契約により万一の災害に備えている。

造林業事業受託費



（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

農政課

本年度 6,000 6,000

前年度 6,000 6,000

増減額

農政課

本年度 26,112 16,224 900 327 8,661

前年度

増減額 26,112 16,224 900 327 8,661 方城線林地災害他

1.緑化委員会が行う事業
　　　緑の羽根募金街頭募金運動　　（市花・市木の配布）
　　　緑化委員会管轄花壇整備等

2.市民グループ等が行う事業

15年７月の大雨による災害復旧事業

農林施設一般災害復旧事業

緑と花のまちを目指した、植樹による緑化の推進、花いっぱい運
動の推進

緑化推進事業費



（４）　主要な施策の成果について（経済部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

市民課

本年度 813 813

前年度 729 729 1.行政相談（毎月20日に実施）

増減額 84 84 　相談件数　25人

2.無料法律相談

　（毎週月～金　13：00～16：00）

　相談者　481人

市民課

本年度 1,765 899 866

前年度 1,851 1,053 798 1.暴走族根絶への取り組み

増減額 △ 86 △ 154 68 　暴走族根絶に係る啓発

　15年度　申し込み件数　　980人

　納付金　898,750円

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　名

・総務省から委嘱を受けた行政相談委員が市民から行政に対す
る意見・苦情等を受付、その解決や実現を促進する。
・福岡県弁護士会に委託して、田川市民を対象に無料法律相談
を実施。

総合行政相談等事業

・暴走族根絶推進条例、違法駐車等の防止に関する条例に基づ
く取り組み
・交通事故により死亡、又は傷害を受けた者を救済するための
市民交通傷害保険制度に基づく取り組み

交通安全対策事業

　毎月　昼　2回　夜2回　防止活動実施

3.市民交通傷害保険

2.違法駐車防止活動



（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

市民課

本年度 3,821 3,821

前年度 3,831 3,831

増減額 △ 10 △ 10 　防犯灯の設置等の事業　　（負担金　800,000円）

・防犯だより（20,300部）の発行

　広報啓発活動

・田川市防犯協会負担金（防犯の啓発運動及び防犯灯の設置等
の事業）
・田川防犯協会連合会、福岡県暴力追放運動推進センター負担
金

防犯事業

1.田川市防犯協会による防犯啓発運動及び

・平成15年度　防犯灯新設78件、補修127件

・防犯・交通安全等懇談会4公民館で開催

2.田川防犯協会連合会負担金　　2,931,460円

・地域安全活動（防犯懇談会の開催）

・後藤寺・伊田商店街の夜間パトロール等

・暴力団対策法に規定された暴力団排除のための

・伊田・後藤寺地区における暴力追放運動の展開

3.福岡県暴力追放運動推進センター負担金　

　　90,000円

・広報誌「県民の絆」の発行



（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

市民課

本年度 12,015 1,624 57 10,334

前年度 12,210 1,226 55 10,929 1.各種証明発行事務

増減額 △ 195 398 2 △ 595    戸籍謄抄本・住民票・印鑑証明・税証明等各種

   証明書の発行

2.戸籍事務・住民基本台帳事務・外国人登録事務

   戸籍法に関する届出・住民基本台帳法に関する

   届出・外国人登録法に関する届出等の処理

3.住民基本台帳ネットワークシステム及び

　公的個人認証に関する事務

4.人口動態事務・犯歴事務

   各種統計に関する事務

戸籍、住民基本台帳事務をはじめとする市民課窓口業務と人口
動態事務や犯歴事務等の統計、各種証明事務に関する事業

戸籍・住民基本台帳管理経費



（４）　主要な施策の成果について（経済部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

環境対策課

本年度 3,385 3,385

前年度 3,352 3,352

増減額 33 33 主な支出内訳

　　　・水道料　　　　　　　　　　　　　　207,520円

　　　・し尿汲取り手数料　　　　　　1,051,980円

　　　・浄化槽維持管理委託料　　　207,200円

　　　・清掃等委託料　　　　　　　　1,685,000円など

環境対策課

本年度 273 273

前年度 261 261

増減額 12 12 主な支出内訳

　　　・消耗品　　　　　　　　　50,631円

　　　・郵便料　　　　　　　　125,285円

　　　・委託料　　　　　　　　　96,585円

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　名

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

環境対策課

本年度 400 400

前年度 220 220 主な支出内訳

増減額 180 180 　　　・報償金　　　　　　　　　20,000円

　　　・修繕料　　　　　　　　168,000円

　　　・清掃等委託料　　　　200,000円

環境対策課

本年度 51,000 17,000 17,000 17,000

前年度 47,106 7,790 11,748 7,912 19,656 助成内容内訳

増減額 3,894 9,210 5,252 △ 7,912 △ 2,656 ５人槽 54基

７人槽 70基

１０人槽 6基

合計 130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｡

平松墓地フェンス工事

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

19,116,000円

28,770,000円

3,114,000円

51,000,000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

環境対策課

本年度 96 96

前年度 147 147 主な支出内訳

増減額 △ 51 △ 51 　　　・旅費　　　　　　　　　40,880円

　　　・消耗品費　　　　　　15,600円

　　　・負担金　　　　 　　　39,000円

環境対策課

本年度 2,703 145 2,558

前年度 1,820 418 1,402

増減額 883 △ 273 1,156 　・印刷費　　　　　　　　　　　　　　　　　　91,507円

　・電気料　　　　　　　　　　　　　　　　　　90,950円

　・降下ばいじん等分析手数料　　　1,145,400円

　・その他の負担金　　     　　　　　　1,102,865円

合併処理浄化槽設置整備事業にかかる事務費合併処理浄化槽
設置整備事業に係る、現地調査、書類作成、県との協議等に要
する事務的一般経費｡

環境衛生事務費

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｡15年度は生活
排水対策推進計画策定負担金を支出したため事業費が増加し
ている。

公害対策一般経費



（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

環境対策課

本年度 6,376 6,376

前年度 5,446 5,446 主な支出内訳

増減額 930 930 　　　・臨職等賃金及び共済費 5,419,338円

　　　・猪国地区保全委員会報償金 56,100円

　　　・旅費 177,480円

　　　・需用費 254,117円

　　　・役務費 335,101円

　　　・負担金 133,000円

環境対策課

本年度 8,211 8,211

前年度 5,604 5,604 　　　・生ごみ処理容器購入助成金

増減額 2,607 2,607 185L　17基　42,500円　　135L　3基　6,600円

　　　・電動生ごみ処理機等購入費補助金

56基 　1,087,000円

　　　・資源回収助成金

新聞紙 743,750ｋｇ 4,634,470円

雑誌 153,393ｋｇ 944,305円

ダンボール 137,270ｋｇ 859,650円

　　　・ゴミ収集箱

大29基　522,000円　中 5基　82,500円

　小 2基　31,000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

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

環境対策課

本年度 519,492 519,492

前年度 536,678 536,678 一般廃棄物処理施設管理運営費特別会計負担分

増減額 △ 17,186 △ 17,186 内訳 　505,556,000円

150,714,427円

167,593,883円

116,237,371円

71,010,000円

505,555,681円

田川地区清掃施設組合一般会計負担分

　13,936,000円 

環境対策課

本年度 17,041 17,041

前年度 18,716 18,716 主な支出内訳

増減額 △ 1,675 △ 1,675 　　　・ごみ袋等の購入費 10,155,075円

　　　・一斉清掃用袋 162,750円

　　　・消耗品 27,562円

　　　・電気代（倉庫） 1,992円

　　　・郵便料（請求書発行） 81,650円

　　　・売上に対する振替金 6,611,034円

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
505,556,000円､田川地区清掃施設組合一般会計負担分
13,936,000円

清掃施設組合負担金

総務管理費

じん芥処理費

ごみ袋購入・販売等経費

し尿処理費

公債費

計

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



（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

環境対策課

本年度 1,375 1,200 175

前年度

増減額 1,375 1,200 175

環境対策課

本年度 1,212 1,212

前年度 1,457 1,457 主な支出内訳

増減額 △ 245 △ 245 1.需用費

　　　　　　　　（一般消耗品　102千円の減）

（食糧費） お茶の葉　　　　　32千円の減

(薬品費）　イソジン・薬用石鹸等

2.委託料 （放棄車輌処理料）12千円×15台＝180千円

3.原材料 （スレート等）

4.負担金 (田川労働基準協会費)

平松墓地災害復旧事業

一般廃棄物の収集運搬に掛かる経費

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

７月の集中豪雨に続く降雨により、平松墓地進入路の法面
が地滑りを起こした。民地に隣接し被害を及ぼす危険性が
あるため法面整備を行った。

（印刷費）　 ごみの出し方啓発チラシ　111千円の減



（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

環境対策課

本年度 11,016 11,016

前年度 11,920 11,920 主な支出内訳

増減額 △ 904 △ 904 1.需用費 （消耗品費）タイヤ・オイル等　117千円の減

（燃料費）　　軽油・ガソリン　　305千円の減

（修繕料）　　修理・車検　　　　909千円の減

2.役務費 （自賠責保険料・市有物件共済会）

3.負担金 （電波使用料）基地局　1・移動局　19

4.公課費 （自動車重量税）

環境対策課

本年度 5,691 5,691

前年度 6,830 6,830 1.需用費 （燃料費）　重油・プロパン等　127千円の減

増減額 △ 1,139 △ 1,139 （光熱水費）電気料・水道料　342千円の減

2.役務費 （電話料・火災保険料）

3.委託料 （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）

4.使用料 （テレビ受信料）

清掃事業に係わる車輌の維持管理経費

塵芥車維持管理経費

清掃事務所の維持管理に掛かる経費

清掃事務所維持管理経費

（燃料費・光熱水費・・・入浴及びお茶の葉廃止に伴う減）

（修繕料）　空調機圧縮機交換修理　　273千円の増



（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

環境対策課

本年度 5,880 5,880

前年度 6,006 6,006

増減額 △ 126 △ 126

環境対策課

本年度 11,588 11,588

前年度 主な支出内容

増減額 11,588 11,588 1.旅費　　　県庁（ダイオキシン類調査の事務協議の為）

2.委託料　　設計等委託料　　　　　　　　　　　　5,460千円

建物等事前事後調査委託料　　　6,090千円

旧清掃事務所解体に掛かる経費

旧清掃事務所解体事業費

車輌の老巧化に伴う新車購入事業費
買替え年数・・・通常収集機械車（７年）購入後は予備車
→下取りダンプ車（10年）購入後は下取り
軽貨物車（10年）購入後は下取り

塵芥車購入事業費
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