地方経済の低迷や歴史的円高な
ど、地方を取り巻く経済環境は依
然として好転の兆しが見えず、本
市の財政状況も国への依存度が高
い状態が続き、大変厳しい状況に
あります。

います。

一般会計歳出
◎総合計画経費
【都市づくり】

あるものづくり産業都市を目指し

産業が共に息づくまち田川～活力

将来像である「ひとを育て自然と

計画がスタートし、まちづくりの

いては、昨年４月から第５次総合

業者により住宅のバリアフリー

用の一部を助成する制度や、市内

市有地を購入した場合に、その費

進を図るため、住宅新築を目的に

また、本市への移住・定住の促

のための経費を計上しています。

年度中に開始する予定であり、そ

平原住宅団地の分譲地販売を

て～」のもと、まちづくり施策に
化・省エネ化・長寿命化に関する

年度では、小

中学校の少人数学級および学習指

また、これまで実施してきた小

なります。その４億８千４００万

繰出しが平成 年度で最終年度と

経営再建のために行っている追加

万９千円の増を見込んでいます。

万８千円、昨年度比で２千１１７

付税については、

ターなどの耐震診断を行うととも

図るため、公立保育所や文化セン

収支全体としては、６億１千８

く予定です。
また、企業誘致事業として、市
内に事業所の新設などを行う企業

円

２０５万８千円
億９千５９９万

円

億

に対して交付する事業所設置奨励

収入
支出

８６０万

５億７千３９９万１千円

１億

［資本的収支］
収入
支出

収入では、外科医師の増員によ

【病院事業会計】
り、 手 術 件 数 が 増 加 す る こ と や、
診療単価の向上、周産期医療の充
実などにより、入院収益の増加が
見込まれますが、外来では、医師
の 入 れ 替 わ り に よ る 影 響 が あ り、
医業収益全体としては減少する見

し、薬品・診療材料の効率化を図

支出では職員配置・委託の見直

込みです。
ことから、基金の取り崩しなどに

【後期高齢者医療特別会計】
７億３７０万円を計上

【急患医療特別会計】
１億６１７万３千円を計上

の健全化を図っていきます。

［収益的収支］

支出

収入

億９千８４５万１千円
億１千２０７万５千円

５億８千９６０万円

４億１千１２１万９千円

［資本的収支］

支出

収入

［収益的収支］

て最善の努力を尽くします。

い経営の安定化に向け、市をあげ

対策を引き続き実施し、一刻も早

の削減努力などによるさまざまな

による診療体制の充実および費用

参加、徹底した医師確保対策など

断群分類包括評価）準備病院への

資するため、４月からＤＰＣ（診

急性期病院としての経営安定化に

が、田川地域住民の医療の向上と、

依然として厳しい状況が続きます

４千円上回る予算となっています。

入に対し支出が５億１千３６２万

この結果、収益的収支では、収

用も減少する見込みです。

るなど費用の削減を行い、医業費

億２千２１９万６千円を計上

【国民健康保険特別会計】

特別会計

よって収支の均衡を図っています。

２３万８千円の歳入不足となった

歳入
260億5,960万円
市債
19億4,150万円
（7.5%）
（7.4%）

そのような状況の中、本市にお

取り組んでいます。本年度は、よ

陽光発電システムを設置した場合

り本格的に、全力を挙げ取り組ん
年度は、第５次総合計画

改修工事を行った場合、または太

平成

でいきたいと考えています。
に、工事費の一部を助成する制度

さらに、公共下水道の整備に向

と予算との連動が図られた実質的

け、本市の中心市街地を主とした

を設けるための経費を計上してい

よう積極的な予算編成を行った結
集合処理区域の事業計画策定に要

ます。

年度一般会計当初予算

な初年度であり、限られた財源を

果、平成

より効果の高い事業へ振り向ける

は、総額２６０億５千９５９万８
する経費を計上しています。

り線の市役所付近から松原交差点

て実施するとともに、青葉中央通

後藤寺東町線の整備事業を継続し

そのほか、街路整備事業として、

千円となり、前年度と比較すると
９億４千４７０万８千円、３．８
％の増となっています。
年度から予算

雇用環境は依然として改善の傾

年齢層の失業者に対する雇用・就

うとともに、非正規労働者や中高
業機会を創出するための「緊急雇

実を図り、地方の海外競争力強化

地域主権改革に沿った財源の充

【地方交付税】

率を示しており、予算額として

などのため、国全体の地方交付税

院・外来の自己負担無料化を行っ
導について、平成

円を含め、補助金の総額は 億７

います。
総額は対前年度比で８１１億円増
病院企業会計補助金については、 額確保されており、本市の地方交

てきましたが、さらに対象を拡大
学校の対象を５年生まで拡充して

千５４４万８千円となっています。

市民がまちづくりに参加しやす

に、農村環境整備事業や幹線道路

億７千８２３

し、小学校１年生から中学校３年
実施する予定にしており、中学校

歳以上の高齢者に対す

い環境をつくるため、市民参加・

施設の長寿命化および耐震化を

協働の基本的理念や具体的な方法

【収支の調整】

生までの入院についても自己負担
分を含めた講師の増員についての

また、

の無料化を行う予定です。

◎修繕費

さらに、就学前の子どもに幼児

改良事業、道路や河川の改修など

【行財政運営】

経費を計上しています。

る肺炎球菌ワクチンの接種助成を

教育・保育を提供するため、幼稚

などを規定するなど、市民参加型

新たに行うための経費を計上して

園および保育所の合築施設につい

の事業、公営住宅等ストック総合

一般会計歳入

改善事業などを計上しています。

のまちづくりに向け、各種事業を
行っていきます。

年度の開園に向け、平成

また、将来的な健全財政を目指
捗 状 況 を 確 認 し て い く と と も に、

すため、第５次行政改革大綱の進

昨年の５月に山本作兵衛氏の炭

【市税】

【住宅新築資金等貸付特別会計】

行政評価や事業仕分けなどについ

長引く景気低迷の影響から個人

ても引き続き実施していきます。

６千４３０万４千円を計上

年度には石炭・歴

所得も回復の兆しが見られず、失

【田川市等三線沿線地域交通体
系整備事業基金特別会計】

録され、平成

業率についても依然として高水準

◎固定経費

にあるため、厳しい状況は変わっ

１億５千４１８万円を計上

る施設の経年劣化に対する更新改

行政改革の実施計画に掲げてい

【水道事業会計】
せ部分の廃止によって、個人市民

法人市民税については、リーマ

公債費
30億7,497万円
（11.8%）

市税
48億190万円
国庫支出金
（18.4%） 60億8,617万円
（23.4%）
衛生費
27億322万円
（10.4%）

民生費
県支出金
127億9,327万円
16億2,948万円
（49.1%） （6.3%）

人件費の概要については、一般

史博物館の改修やＰＲ活動などを
年度では、世界記憶遺産

そのような背景の一方、年少扶

平成

行ってきました。

養控除および特定扶養控除の上乗

ていません。
億６１６
万４千円となり、前年度比で２億

良などを内容とし、さらなる事務

ンショック時の落ち込みに比べる

事業の効率性・継続性を求め経営

税については、増額となる見込み
本市の懸案でもある生活保護費

です。
については、近年の経済不況の影

なっています。

３８９万４千円、６．４％の減と

職員人件費の総額は

登録１周年となる５月に登録記念
は３６３人で、前年度比６人の増
式典の開催を予定しており、また、 となっています。
貴重な原画の長期的な保存を図る
ため、専門機関による調査・修復

76

総務費
16億8,991万円
（6.5%）

本市では、平成
までのバリアフリー化を行うため
の経費を計上しています。

保護費など）や公債費（借金の返
向が見られない中、雇用対策は本

【産業・経済】

済）などの制度上支出額が決め
市にとって重要課題のひとつです。
や未就職者が職業訓練を受ける際
用創出事業」を引き続き行ってい

年度においては、失業者

の 長 寿 命 化 を 図 る た め の「 修 繕
に必要な経費や資格取得に係る受

平成

費」
、これら以外の事務管理的経
験料などを助成する就業援助を行

老朽化が進んでいる公共施設など

費を「その他の経費」に区分して

と企業収益は緩やかながら回復傾

ミルの見込みとなるなど高い伸び

５ポイント増加して、 ．８パー

び人員数で約５％、保護率は昨年
向にあることから、前年度より増
度の当初見込みから比較すると３． 額計上しています。

響を非常に強く受け、世帯数およ

教育政策については、猪位金校

金や望岳台団地の整備などを行い、 計上しています。
農産物・畜産物のブランド化に向

年度においては、施設

年度の開校に向

けての取り組みを行うための経費
け、平成

しており、平成

区に小中一貫校を設置する予定に

を計上しています。

【医療・福祉】

平成24年度 一般会計当初予算

億８千９７５万８千円を計上して

50

会計における予算編成上の職員数

坑記録画などが世界記憶遺産に登

【教育・文化】

業務を実施する予定です。

年度においては地質調査・設計

て平成

います。

11

24

め、各種ＰＲ活動やシンポジウム

また、田川市への集客を図るた

などを計画しています。

30

歳出
億
260 5,960万円

地方交付税
76億7,824万円
（29.5%）
使用料及び手数料
13億4,204万円
（5.1%）
教育費
14億7,396万円
（5.7%）
（5.6%）

その他
19億7,057万円
（7.6%）
その他
県税交付金
11億7,749万円 6億970万円
（4.5%）
（2.3%）

24

られている義務的な「固定経費」、

合計画経費」
、 社 会 保 障 費（ 生 活

市独自の政策的事業である「総

を行っています。

区分を大きく４つに分けて、編成

23

26

24

11 13

24

消防費
7億5,660万円
（2.9%）

24

24

24

市議会の協力のもと、議会改革
の調査設計費および教育課程や教
ねんしゅつ
によって捻出した財源を活用して、 育体制などの検討に要する経費に
小学校就学前の乳幼児について入
ついて、計上しています。

63

平成24年度の田川市一般会計当初予算が、
総額260億５,959万8千円に決まりました。
伊藤信勝市長が３月議会で述べた所信をもとに、
予算編成の概要をお知らせします。
開催などについて、所要の経費を

財政課 （☎44−2000 内線411）
◆問い合わせ

23

64

75

26

24

土木費
23億9,018万円
（9.2%）
58 52

24

