
（７）　主要な施策の成果について（その他）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

会計課

本年度 495 495

前年度 904 904

増減額 △ 409 △ 409

会計課

本年度 81,083 81,083

前年度 77,984 77,984 財政調整基金 645 千円

増減額 3,099 3,099 職員退職手当基金 51 千円

公共施設整備基金 120 千円

公共施設管理基金 69 千円

減債基金 211 千円

特定農業施設管理基金 79,649 千円

炭鉱住宅改良事業基金 319 千円

育英事業基金 19 千円

会計課

本年度 318 318

前年度 305 305

増減額 13 13

現金の出納及び保管、決算書の作成などの事務処理を
行っている。

会計管理経費

基金の積立

基金費(利子積立）

歳計現金が一時的に不足する場合、資金の借入をする
が、借入するための利子

一時借入金利子

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　名



（７）　主要な施策の成果について（その他）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

議会事務局

本年度 186,983 186,983

前年度 195,589 195,589

増減額 △ 8,606 △ 8,606

2．会議録作成委託料

 本会議の議事録をまとめたもので、各公民館等に配布

3．政務調査費

　議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として

各会派に対して交付。

１．議員報酬23名

　議長512,000円、副議長445,000円、議員415,000円

 　会派に各月1日（基準日）における当該会派の所属議員

数に、月額25,000円を乗じて得た額を3ヵ月ごと年4回交付。

議員の人件費及び議員・議会事務局の運営に要する
経費

議　会　費

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　名



（７）　主要な施策の成果について（その他）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

農業委員会事務局

本年度 10,470 3,138 160 7,172

前年度 10,837 3,471 7,366 具体的な業務

増減額 △ 367 △ 333 160 △ 194 1.農地の権利移動

2.農地の転用（農地法3条・4条・5条）

3.農地等の賃貸借の解約

4.和解の仲裁

5.農用地利用関係の調整

6.農地移動適正化あっせん（農地銀行）

7．諸証明の発行

（耕作証明・非農地証明・現況証明等）

農業委員会事務局

本年度 70 69 1

前年度 63 60 3 具体的な業務

増減額 7 9 △ 2 1．対価（貸付料）徴収事務

2．国が管理している農地の売却・貸付等の調整

農業委員会事業

　管内国有農地等貸付に伴う土地処理対価徴収事務及
び管理を行っている

農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱事業

　農地法やその他の法令に基づき、農地や採草放牧地の
利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項、
農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する業
務を行い、また毎月の総会では、農地法許可申請の審議
及び農業に関する情報交換、報告等を行っている

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

農業委員会事務局

本年度 108 106 2

前年度 131 108 23 具体的な業務

増減額 △ 23 △ 2 △ 21 農業者年金への加入・支給・脱退等の手続

農業委員会事務局

本年度 90 89 1

前年度 具体的な業務

増減額 90 89 1 1．小作料改訂委員を選出して改定等を検討する

小作料改訂委員の構成（15名）

・小作地貸人代表（5名）

・小作地借人代表（5名）

・学識経験者（5名）

2.改定した標準小作料額は公示（市の広報紙に掲載）

し、また県知事にも通知している（農地法23条の2）

　国民年金の被保険者である農業者に対し年金の給付を
行う事により、農業者の老後の生活の安定、農業経営者
の若返り及び農業経営の細分化防止と経営規模の拡大
を図り、農業経営の近代化を図ることを目的としている

農業者年金業務委託手数料

　農地法23条の規定による標準小作料の設定事務で、3
年～4年に一度、標準小作料等の調整をし、見直しを検討
している。また標準小作料額は利用権設定時や、小作料
を決定するに当たっての目安となっている

標準小作料設定事業



（７）　主要な施策の成果について（その他）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

選挙管理委員会

本年度 1,498 1,498

前年度 1,498 1,498

増減額 １　委員長報酬（月額） 37,500 円

２　委員報酬（月額） 29,100 円

選挙管理委員会

本年度 533 533

前年度 697 697

増減額 △ 164 △ 164 １　永久選挙人名簿

２　農業委員会委員選挙人名簿の調製

３　検察審査員候補者名簿の調製

選挙管理委員会経費

選挙管理委員会の一般管理経費である｡主なものとして、
永久選挙人名簿、農業委員会委員選挙人名簿、検察審
査員候補者名簿の調製、各選挙管理委員会連合会に関
する経費等である｡

選挙管理委員人件費

田川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁
償に関する条例の規定により、毎月選挙管理委員４人（委
員長１人、委員３人）に対しに報酬を支給している｡

検察委員会法第１０条の規定により、毎年名
簿の調製を行なっている｡

公職選挙法第１９条の規定により、名簿の調
製を行なっている｡

農業委員会等に関する法律第１０条の規定に
より、毎年名簿の調製を行なっている｡

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

選挙管理委員会

本年度 111 111

前年度 145 145

増減額 △ 34 △ 34 １　田川市明るい選挙推進協議会による選挙啓発

２　関係機関との連携

選挙管理委員会

本年度 21,209 21,209

前年度

増減額 21,209 21,209 １　選挙期日 平成１５年１１月　９日

２　告示日 平成１５年１０月２８日

３　解散日 平成１５年１０月１０日

４　選挙すべき人数 選挙区 　１人

　 比例代表 ２１人

５　立候補者数 選挙区 　４人

比例代表 ８５人

成人式、川渡り神幸祭、春日神社神幸祭、選
挙時における街頭啓発の実施及び研修会の
開催

福岡県明るい選挙推進協議会、田川地区明る
い選挙推進協議会、福岡県選挙管理委員会、
福岡県教育委員会等との共催による研修会
の開催及び研修会への参加｡

解散による衆議院議員総選挙及び最高裁判所国民審査
が平成１５年１１月９日執行された。選挙の事前準備等に
要した経費である。衆議院議員総選挙及び最高裁判所国民審査費

明るい選挙の推進のため、田川市明るい選挙推進協議
会やその他機関と連携し、啓発活動や研修会開催等の事
業を行っている。選挙啓発関係経費



（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

選挙管理委員会

本年度 40,314 40,314

前年度 2,277 2,277 １　選挙期日 平成１５年４月２７日

増減額 38,037 38,037 ２　告示日 平成１５年４月２０日

３　任期満了日

　　　市長 平成１５年４月２９日

　　　市議会議員 平成１５年５月　１日

４　選挙すべき人数

　　　市長 １人

　　　市議会議員 ２３人

５　立候補者数

　　　市長 ３人

　　　市議会議員 ２８人

任期満了による田川市長及び田川市議会議員選挙が平
成１５年４月２７日執行された。選挙の事前準備等に要し
た経費である｡市長及び市議会議員選挙費



（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

選挙管理委員会

本年度 14,216 13,013 1,203

前年度 7,188 8,389 △ 1,201 １　選挙期日 平成１５年４月１３日

増減額 7,028 4,624 2,404 ２　告示日

　　　県知事 平成１５年３月２７日

　　　県議会議員 平成１５年４月　４日

３　任期満了日

　　　県知事 平成１５年４月２２日

　　　県議会議員 平成１５年４月２９日

４　選挙すべき人数

　　　県知事 １人

　　　県議会議員 １人（田川市選挙区）

２人（田川郡選挙区）

５　立候補者数

　　　県知事 ２人

　　　県議会議員 ４人（田川市選挙区）

３人（田川郡選挙区）

任期満了による福岡県知事選挙及び福岡県議会議員一
般選挙が平成１５年４月１３日執行された。選挙の事前準
備等に要した経費である｡県知事及び県議会議員選挙費
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