
（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

商工観光課

本年度 1,298 1,298

前年度 1,649 1,649 ・平成筑豊鉄道推進協議会負担金　　　　　　　　400千円

増減額 △ 351 △ 351 ・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

商工観光課

本年度 836 833 3

前年度 4,209 4,185 24

増減額 △ 3,373 △ 3,352 △ 21

商工観光課

本年度 4,648 4,648

前年度

増減額 4,648 4,648

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　名

田川市中小企業融資制度審議会委員には報酬を、田川市バス
対策協議会委員には謝礼金を支払っている。また、商工総務に
関する団体に負担金を支出している。商工総務一般経費

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入力するため、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・運営及びデーター入力等を行
う。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

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



（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

商工観光課

本年度 259 259

前年度 399 399 ・福岡県企業振興公社負担金　　　　　　　　　 　 60千円

増減額 △ 140 △ 140 ・福岡県物産振興会負担金　　　　　　　　　　　　 40千円

商工観光課

本年度 8,710 8,710

前年度 7,900 7,900 ・小規模事業経営指導費補助金　　　　　 　4,500千円

増減額 810 810 ・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   　　　　　    1,400千円

･商店街振興対策補助金  　　 　 　　　　 　　  450千円

･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

･中小企業団体九州大会補助金                  50千円

商工観光課

本年度 720 720

前年度 1,320 1,320 ・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 △ 600 △ 600 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（限度額　月額3万円）

　　商店街振興組合及び商店街協同組合で6店舗限度

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、3千円の商業振興券を
渡している。また、商工業振興に関する団体に負担金を支出して
いる。

商工業振興一般経費

商工会議所、商店街振興組合及び商店街協同組合、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て補助
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



（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

商工観光課

本年度 152,737 152,737

前年度 152,000 152,000 ・融資の種類

増減額 737 737     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

商工観光課

本年度 2,213 2,213

前年度 1,779 1,779 1.企業誘致活動

増減額 434 434 　　　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.田川市民の生活実態にかかるアンケート

　　　調査票作成、結果集計分析にかかる委託など

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。また14年度においては、市民・企業の実態把握
を目的としたアンケート調査を実施した。

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

商工観光課

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

商工観光課

本年度 15,244 15,244

前年度 20,659 1,000 19,659 ・地元委託

増減額 △ 5,415 △ 1,000 △ 4,415 　　　上伊田東区・猪位金5区百才学級・城山区・

　　　猪国長生会・棚木地区・轟尾地区・夏吉区・

　　　御祓区・下魚町区・高柳地区

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

23公園の維持管理を行うための、光熱水費・トイレし尿汲取り料
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。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

商工観光課

本年度 15,104 2,128 5,400 2,500 5,076

前年度 ・ジョギングロード・市民広場駐車場車止め設置工事

増減額 15,104 2,128 5,400 2,500 5,076 ・糒小規模運動場法面修繕工事

・成道寺公園整備事業工事（一般コミュニテイ助成事業）

・棚木小規模運動場水道切替工事

・夏吉小規模運動場排水工事

・丸山公園シロアリ駆除業務

・丸山公園駐車場整備工事（県観光施設等整備事業）

・公園管理人

　　　岩屋公園・岩屋鍾乳洞・大法山公園

　　　辰巳公園・松山公園

商工観光課

本年度 809 809

前年度 914 914 ・福岡県観光連盟負担金　　　　　　　　　50千円

増減額 △ 105 △ 105 ・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

公園施設の充実及び修繕・害虫駆除等の経費。
公園管理人に対する謝礼金。

公園整備事業費

丸山公園花まつり開催の経費及び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



（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

商工観光課

本年度 4,035 4,035

前年度 1,150 1,150 ・後藤寺芸能市民の広場補助金　　　　　855千円

増減額 2,885 2,885 ・田川春日太鼓育成補助金　　　　　　　　180千円

・山笠建造補助金                               3,000千円

商工観光課

本年度 5,515 5,515

前年度 5,930 5,930 ･川渡り神幸祭山笠保存会補助金      4,050千円

増減額 △ 415 △ 415

商工観光課

本年度 105 105

前年度 3,550 3,550

増減額 △ 3,445 △ 3,445

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。
その他､山笠を新しく建造したときにも補助金を交付している。観光対策各種補助金

川渡り神幸祭で､まつりin田川を行う為の音響･司会等を委託し､
祭りを盛り立てている｡また､観光文化財としての川渡り神幸祭の
一層の発展を図るため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

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




