
（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

企画調整課

本年度 7,298 5,000 2,298

前年度 398 398

増減額 6,900 5,000 1,900 　田川市・川崎町合併協議会　　７回開催

　新市建設策定計画小委員会　　４回開催

　合併協だより　　７回発行

企画調整課

本年度 2,107 2,107

前年度 2,066 2,066

増減額 41 41

３　庁議に関すること

４　事務改善に関すること

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

田川市・川崎町合併協議会負担金

　田川市・川崎町合併協議会を設置し、両市町の合併に
かかる協議を行った。

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

５　市長部局にかかる生涯学習の調整、推進に関する
　こと



（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

企画調整課

本年度 5,955 259 5,696 １　異文化チャレンジ　　(参加者：２１人)

前年度 6,160 240 5,920

増減額 △ 205 19 △ 224

２　ハッピー・ハロウィーン　　(参加者：１３２人)

３　ソラの役に立つ日常英会話　　（参加者：２０人)

４　パンケーキ・デイ　　(参加者：２４人)

企画調整課

本年度 730 730

前年度 860 860

増減額 △ 130 △ 130 助成実施事業

１　市民公開講座

２　大学祭

３　おもちゃとしょかん・たがわ

４　植樹事業

　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。国際交流事業

　　異文化を理解することを目的に、外国に関するクイズ
　やゲームを行い、交流を図った。

　　国際交流員と参加者が一緒にハロウィーンをテーマ
　にした工作や仮装コンテストなどを行った。

　　基本的で実践的（実際に役に立つ）な英会話を習得す
　ることを目的に週に１度、全９回の講座を行った。

　　英国の伝統的行事「パンケーキ・デイ」の意味と食文
　化の違いを実践を通して理解するために行った。

　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。福岡県立大学支援事業



（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

企画調整課

本年度 47 47

前年度 161 161

増減額 △ 114 △ 114

企画調整課

本年度 9,145 4,572 4,573

前年度

増減額 9,145 4,572 4,573

　「たがわ情報センター」の未利用地の草刈等維持管理を
行う。

情報拠点施設関連経費

　「たがわ情報センター」の落成式を行った。
　草刈については職員が行った。

環境・エネルギー・アグリ複合事業を実施するための諸条
件の調査を行い、本事業の事業化の可能性を探った。

環境・エネルギー・アグリ複合事業化調査事業

　アグリ事業及び複合事業の実現に向けて、市が取り組
むべき条件整備を整理しつつ、全体事業化を睨んだ事業
手法や事業主体について検討した。
　アグリ事業については、大規模施設園芸の観点から検
討を行い、バランスの良い事業化のあり方について検討
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

企画調整課

本年度 7,825 7,825

前年度 9,035 9,035 １　中学生海外派遣事業

増減額 △ 1,210 △ 1,210

２　少年国内研修事業

３　ティーチングアシスタント（ＴＡ)派遣事業

企画調整課

本年度 428 94 334

前年度 363 363

増減額 65 94 △ 29

　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。ふるさと人づくり事業

　　中学生16名をニュージーランドに派遣し、現地での
　ホームステイなどを通じて外国の生活・文化を体験さ

せる。

　　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。

　　県立大学生を伊田小学校に派遣し、ティーチングアシ
　スタントとして教師の手伝いをさせ、大学生の指導者と
　してのトレーニングの場を提供する。

　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。

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、パネル展示
　　・入場者数　　約１３０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

企画調整課

本年度 727 727

前年度 775 11 764

増減額 △ 48 △ 11 △ 37 1.学習会

　　教育学集会”学ぶとは！”12/1講師保坂恵美子さん

　　健康講座”玄米料理”３／８講師中原弘子さん

　　参画学習会”みんなで考える”3/28講師長末愛子さん

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12/8講師重松尚子さん

企画調整課

本年度 565 565

前年度 511 511

増減額 54 54 1.イベント事業

　　講師  田部井淳子さん（登山家）

　　バザー（市内授産施設の作品や農産物・生活用品）

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

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。

女性フェスティバル開催事業費

    ゆめっせフェスタ2002　　講演「エプロンはずして夢の山」



（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

企画調整課

本年度 207 207

前年度 230 230

増減額 △ 23 △ 23 1.男女共同参画社会啓発活動

　　創作劇の上演　　6/30穂波町　　7/13久留米市

　　　　　7/29添田町　　9/28田川市　　12/7甘木市

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

企画調整課

本年度 64 64

前年度

増減額 64 64 1.男女共同参画社会基本法に基く「田川市男女共同参画

　プラン」等の作成

2.「男女共同参画推進条例（仮称）制定検討委員会」を

　立ち上げ検討中

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

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､検討中である。

男女共同参画推進委員会経費



（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

企画調整課

本年度 2,171 684 1,487

前年度 2,264 695 1,569

増減額 △ 93 △ 11 △ 82 1.婦人相談所、婦人寮への婦女子緊急一時保護業務

　　・・・・・２件

2.来庁者、電話での相談業務・・・・ ２３４件

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



（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

企画調整課

本年度 11,607 11,607

前年度 10,940 10,940

増減額 667 667 　４月15日号「ごみの出しかた」

　５月１日号「川渡り神幸祭」

　５月15日号「田川市のホームページ開設」

　６月１日号「広報紙発行50周年記念」

　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）」

　９月1日～11月15日号うち４回｢国保・健康特集｣

　９月15日号｢夏休み報告号（青少年特集）｣

　11月１日号「ゴミ問題」

　12月１日号「人権問題啓発」

　２月１日号「男女共同参画社会啓発」

　２月15日号「障害者問題啓発」

広報活動経費

「広報たがわ」発行

（平成14年４月15日号～平成15年４月１日号、月２回）

総数２８８ページ、別冊｢健康21｣８ページ

●特集

　３月１日号「学ぼう講座特集」

　３月15日号「暴走族からボランティアへ（青少年特集）」

　４月１日号「移動図書館50周年記念」別冊「健康21」

　予算・決算（一般・国保・病院・水道）　６回、計10ページ

　地域だより11回、図書館だより11回、監査報告など

●成績（平成14年１月１日号～12月15日号対象）

　福岡県広報コンクール（市の部）特選

　福岡県人権・同和啓発コンクール（広報紙の部）佳作



（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

企画調整課

本年度 817 817

前年度 205 205

増減額 612 612

企画調整課

本年度 2,867 2,867

前年度 3,083 3,083

増減額 △ 216 △ 216

　（平成14年6月1日実施、5年に1回の調査）

　（平成14年10月1日実施、5年に1回の調査）

　（平成14年12月31日実施、毎年1回調査）

「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14年４月15日号～平成15年４月１日号、月２回）

　

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。

　毎年、定められた各種統計調査を実施している。

工業統計調査等各種統計調査経費 　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。

＜平成14年度実施した主な統計調査＞

①商業統計調査

②就業構造基本調査

③工業統計調査

④住宅・土地統計調査調査単位区設定

　（平成15年2月1日現在で実施）




