
（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

学校教育課

本年度 15,081 392 14,689

前年度 15,984 1,464 14,520 事業内容

増減額 △ 903 △ 1,072 169 　１．就学指導及び就学指導委員会の開催

　２．教育講演会の実施

　３．児童生徒の標準学力検査及び学習適応検査の実施

　４．その他学校教育、教育研究所経費

学校教育課

本年度 12,344 12,344

前年度 16,653 16,653

増減額 △ 4,309 △ 4,309

学校教育課

本年度 5,066 340 4,726

前年度 5,639 251 5,388 　１．語学指導員招致にかかる経費

増減額 △ 573 89 △ 662 　２．ALTの年間派遣状況（中学校派遣が主）

　　・中学校 　 392時間 　　（124日）

　　・小学校 　 71時間 　　（17日）

　　・幼稚園 　　 6時間　　　（3日）

事務局費

教育行政の円滑な事務執行及び教育研究所運営を円滑に
図る。

外国語指導助手（ALT)を雇用し､小・中学校及び幼稚園へ
派遣し外国語教育の充実を図るとともに､青年交流による
地域レベルでの国際交流の発展を図る。語学指導員招致事業

経済的理由等により、進学後就学が困難な者に対しての人
材育成を図っている。

同和対策高校進学奨励金等

事業内容

　福岡県地域改善対策奨学資金貸与者に対して、年3回

　に分けて給付及び貸与を行っている。



（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

学校教育課

本年度 571 579 △ 8

前年度 1,278 576 702

増減額 △ 707 3 △ 710

学校教育課

本年度 3,700 3,700

前年度

増減額 3,700 3,700

学校教育課

本年度 11,033 5,516 5,517

前年度

増減額 11,033 5,516 5,517

コンピュ-タ等情報教育の推進を図る。

情報化コーディネーター派遣事業費

同和教育の円滑な事務執行を図る。

同和対策関係経費

内容

　同和教育に必要とされる図書の購入や、同和教育の事

　務処理のための経費。

　　イトへのアクセスを自動的に防ぐシステム開発委託費

内容

　コンピュータ取扱い能力の高い情報化推進コーディネー

　ターを小・中学校に派遣し、教師の情報教育の資質向上

　を図る。

情報教育の設備の整備を図る。

情報教育等設備整備事業

事業内容

　１．各学校からのインターネットへの接続に際し、有害サ

　２．各学校の各教室で実施する授業に使用する教材用

　　VOD（見たいときに見たいビデオが見られるサービス）

　　コンテンツの購入費



（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

学校教育課

本年度 22,069 22,069

前年度 24,782 24,782 貸与の内容

増減額 △ 2,713 △ 2,713

学校教育課

本年度 12,942 2,959 31 9,952

前年度 12,632 3,080 28 9,524 内容

増減額 310 △ 121 3 428 　１．維持管理用具経費

　２．幼稚園健康管理経費

　　　・園医による健康診断の実施（歯科・内科）

　　　・寄生虫等検査手数料

　３．幼稚園日本体育学校健康センター負担金

　　　幼稚園管理における園児の災害共済制度加入掛金

　　　・加入人数１３０名、掛金総額３８千円

　４．幼稚園就円奨励費

　　幼稚園に就園する園児の保護者で、所得に低い者に

　　対して補助金を交付する。（３歳児～５歳児）

　　　・第１子１３６名、第２子１３名

幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助
長する。また、園児の健康保持増進を図る。

幼稚園管理費

優秀な学生、生徒で経済的理由により就学困難な者に対
し、田川市育英資金貸付事業として、高校生（月額10,000
円）､専門学生（月額15，000円）、大学生（月額30，000円）
に奨学金の貸付を行っている。

育英資金貸付事業費

　１．高校生　　　　　新規　1人　　継続 8人

　　　維持管理用具、園具の補充等　

　２．専門学生　　　 新規　1人　　継続 4人

　３．大学生　　　　　新規18人　　継続38人



（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

学校教育課

本年度 25,637 148 25,489

前年度 26,080 26,080 内容

増減額 △ 443 148 △ 591 　１．小学校維持管理経費

　　　維持管理用具・学校内の校用器具の補充等

　２．小学校健康管理経費

　　　学校医による健康診断・ツベルクリン反応検査、BCG

　　　接種を実施している。

　３．小学校給食関係経費

　　　給食用消耗品・給食用調理器具購入及び給食関係

　　　者細菌検査手数料

学校教育課

本年度 17,067 59 17,008

前年度 17,046 17,046 内容

増減額 21 59 △ 38 　１．中学校維持管理経費

　　　維持管理用具・学校内の校用器具の補充等

　２．中学校健康管理経費

　　　学校医による健康診断・ツベルクリン反応検査、BCG

　　　接種を実施している。

中学校の維持管理用具及び校用器具の整備、生徒・教職
員の健康維持を図る。

中学校学校管理経費

小学校の維持管理用具及び校用器具の整備、児童・教職
員の健康維持、また、学校給食において栄養の改善及び健
康の増進を図る。小学校学校管理費



（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

学校教育課

本年度 22,037 22,037

前年度 21,842 21,842 事業内容

増減額 195 195 　１．授業等に使用する、教授用消耗品購入費

　　　各教科、授業に関係する消耗品の購入

　２．障害児学級用消耗品及び備品購入費

　　　特殊学級における消耗品、備品の購入

　３．図書館諸資料購入費

　　　基本図書（辞典、年鑑）参考資料等の補充

　４．世代交流活動費

　　　地域老人とのふれあい給食代

　５．教育振興各種補助金・負担金

　　　陸上記録会、社会科見学の補助、各種負担金助成

学校教育課

本年度 14,973 14,973

前年度 14,867 14,867 事業内容

増減額 106 106 　１．授業等に使用する、教授用消耗品購入費

　　　各教科、授業に関係する消耗品の購入

　２．障害児学級用消耗品及び備品購入費

　　　特殊学級における消耗品、備品の購入

　３．図書館諸資料購入費

　　　基本図書（辞典、年鑑）参考資料等の補充

　４．世代交流活動費

　　　地域老人とのお便り活動（ハガキ、年賀状）

　５．教育振興各種補助金・負担金

　　　各種競技会出場の補助、中体連等各種負担金助成

各教科の授業の充実及び父母負担を軽減し、生徒の主体
的な学習活動を支えるため、各種の消耗品を購入してい
る。　　　　また、体験学習及び、各種競技会等の負担金を
補助している。

中学校教育振興費

各教科の授業の充実及び父母負担を軽減し、児童の主体
的な学習活動を支えるため、各種の消耗品を購入してい
る。　　　　また、体験学習及び、社会科見学等の各種負担
金を助成している。

小学校教育振興費



（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

学校教育課

本年度 960 960

前年度 2,508 2,508 実施内容

増減額 △ 1,548 △ 1,548

学校教育課

本年度 1,723 1,723

前年度 1,674 1,674

増減額 49 49

学校教育課

本年度 16,213 16,213

前年度 17,047 17,047

増減額 △ 834 △ 834

　１．義務教育用器材購入費

　　・発表・表示用教材

　　・道具・実習用教材

　　・実験観察・体験用教材

　　・情報記録用教材

 　２．義務教育用器材修繕料

中学校心の教室相談員活用調査研究事業費

　中学校に「心の教室相談員」を配置し、その活用と効果

に関する調査研究を実施する。

中学校の部活動の整備推進を図る。

中学校部活動用経費

内容

　１．部活動用消耗品の購入

　２．部活動用器具の購入費

学校で生徒が悩み等を抱え込まずストレスを和らげることに
より、心にゆとりを持てるような環境を整備する。

小学校・中学校の義務教育教材備品の購入及び修繕して、
教材の整備を図る。

義務教育用器材費

児童生徒が自ら学び自ら考える力などの「生きる力」を

育成する。



（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

学校教育課

本年度 1,655 821 834

前年度 2,080 1,040 1,040 整備内容

増減額 △ 425 △ 219 △ 206

　・毎年、市内の小学校５校、中学校４校（半分）ずつ理科

　　備品の整備。

学校教育課

本年度 39,913 39,913

前年度 22,793 22,793 事業内容

増減額 17,120 17,120 　１．ピアノ購入費（年次計画による整備）

　２．コンピュータリース料

　　・小学校パソコン３７０台

　　・中学校パソコン３２６台

　３．教育機器整備費

　 　　ウィルスバスター及びソフトウェア―購入費

　 　４．コンピュータ用消耗品費

　 　　・小学校１０校　１，０００千円

　　・中学校８校　　１，４００千円

各学校の教育機器の整備を図る。また、情報教育推進に伴
いコンピュータ整備することにより、授業の中で、コンピュー
タに関する学習を実施し、情報教育の円滑を図る。教育機器整備事業費

理科教育振興法に基づく事業であり、その設備基準に定め
られている設備を整備する場合1/2の補助を受けることが
できる。この事業を推進する事により計画的に設備の整備
ができ理科教育の振興を図っている。

理科教育等設備整備事業費

　理科の授業で使用する理科備品を整備基準に基づき整
備している



（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

学校教育課

本年度 67,435 15,273 52,162

前年度 69,144 17,797 51,347

増減額 △ 1,709 △ 2,524 815

（援助人数） (援助額計）

　１．新入学学用品費   246人  5,276千円

　２．学用品費 1,171人 20,426千円

　３．修学旅行費    276人  9,038千円

　４．給食費 1,162人 31,646千円

５．医療費（学校病の治療費   189人  1,049千円

学校教育課

本年度 588 272 316

前年度 526 280 246

増減額 62 △ 8 70

（援助人数） （援助額計）

　１．新入学学用品費 3人 69千円

　２．学用品費 20人 133千円

　３．修学旅行費 6人 49千円

　４．給食費 20人 302千円

　５．校外活動費 20人 17千円

　６．通学用品費 17人 18千円

義務教育の円滑な実施に資する為､就学困難な児童、生徒
に対する就学奨励について､国の援助に関する法律により
実施する。要保護・準要保護児童生徒援助事業

下記の費目について援助を行い､保護者の経済的負担を
軽減する。

特殊教育の円滑な実施に資する為､特殊学級に在籍し､就
学困難な児童、生徒に対する就学奨励について国の援助
に関する法律により実施する。特殊教育就学奨励事業

下記の費目について援助を行い保護者の経済的負担を軽
減する。

　



（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

学校教育課

本年度 3,603 1,415 2,188

前年度 3,779 1,476 2,303

増減額 △ 176 △ 61 △ 115 災害共済制度加入にかかる経費

加入人数 4,536人　　

掛金総額 3,603千円

上記掛金総額のうち､保護者負1,393千円

学校教育課

本年度 338 338

前年度 930 930

増減額 △ 592 △ 592

　　（船尾、田川小学校）

学校教育課

本年度 11,772 11,772

前年度 11,340 11,340 委託業務内容

増減額 432 432

学校活性化のための教育研究を実施し、社会変化に対応
する活気ある学校の創造、子どもの育成のための教育内
容の究明、若年教師の研鑚、学校地域を上げての有為人
材の育成を目指す。

学校活性化教育研究指定校事業費

事業内容

小学校及び中学校の管理下における児童、生徒の災害（負
傷・疾病・障害または死亡）に関して､日本体育・学校健康セ
ンターとの契約に基づき､災害共済給付を行う。日本体育学校健康センター負担金

年次計画により実施（最終年度）

　３．授業における学校図書館の利用指導。

　４．その他、学校長が必要と認める業務。

　２．中学校校内研究校２校の講師謝礼金及び消耗品費

　　（後藤寺、田川中学校）

小学校全10校・中学校全８校の図書館教育の充実と、その
運営の円滑化を図る。

　１．小学校校内研究校２校の講師謝礼金及び消耗品費

　２．学校図書館に関する校内の連絡調整。

図書館運営委託費

　１．学校図書館の蔵書の整理、貸し出し業務



（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

学校教育課

本年度 16,691 16,691

前年度

増減額 16,691 16,691 教師用教科書及び指導書購入費

　・小学校１０，８５２千円

　・中学校　５，８３９千円

学校教育課

本年度 3,100 3,100

前年度 3,100 3,100

増減額 　各学校において、地域交流、体験学習、校内活性化の

　人たちと協同の美化活動等を実施することにより、特色

学校教育課

本年度 750 750

前年度

増減額 750 750

　　（後藤寺・大浦小学校）

　２．中学校校内研究校２校の講師謝礼金及び消耗品費

　　（鎮西・中央中学校）

新しい学習指導要領の改訂に伴い、各学校が創意工夫を
生かした教育を展開し特色ある学校づくりを推進する

総合的学習経費

小学校・中学校教科書の改訂に伴う教師用教科書及び指
導書を配布

教師用教科書及び指導書購入費

事業内容

６ヶ年計画で小・中学校全校の研究事業を実施

　１．小学校校内研究校２校の講師謝礼金及び消耗品費

情報社会に対応できる能力の育成を目指し、コンピュータ
のを使用して授業研究の実施をする。

情報教育推進授業研究助成事業

　のある教育を学習する。

　・小学校１校当り １５０千円（１０校）

　・中学校１校当り ２００千円（８校）

事業内容



（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

学校教育課

本年度 950 950

前年度

増減額 950 950

学校・家庭・地域が連携強力し、子どもの健やかな成長を
図っていくために、より一層地域に開かれた学校づくりを目
指して、各小学校・中学校に学校評議員を配置する。学校評議員制度事業

内容

　小学校１０校・中学校８校において、学校評議員による

　連絡会を年４回実施している。（各校４名程度）




