
（５）　主要な施策の成果について（建設部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

労働対策課

本年度 13,014 13,014

前年度 14,982 14,982

増減額 △ 1,968 △ 1,968 事業内容　　　　公共施設等の環境整備（伐採・除草・清掃）

事業箇所及び内訳

労働対策課

本年度 15,596 10,074 5,522

前年度 15,599 10,131 5,468

増減額 △ 3 △ 57 54

シルバー会員数 707 人

受注件数 2,605 件

就労延人員 33,967 人日

高年齢者労働能力活用事業費

雇用情勢が厳しい中、国が創設した緊急地域雇用特別基金を活用
し、緊急の課題である中高年齢者に対する臨時的な雇用を創出する
ためにおこなう事業である。緊急地域雇用特別基金事業費

増加する田川地区の高齢者に対し就業の機会を提供し、高齢者の
生きがいの創造と地域の活性化に寄与することを目的とする｢シル
バー人材センター」に対して、田川地区1市８町１村で協定を結び、そ
の運営経費の一部を負担し事業の円滑な運営に寄与するものであ
る。

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　名

伐採・除草等

面積

田川市石炭記念公園 31,215㎡ 520人

計 134,094㎡ 1,560人

事業実施箇所 雇用延人員

田川中央総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 102,879㎡ 1,040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

労働対策課

本年度 26,945 24,517 2,428

前年度 29,372 24,156 5,216

増減額 △ 2,427 361 △ 2,788 ・会議室利用件数及び貸館収入（H15年度）

講習会・一般企業研修等 559件 　 　　2,464,340円

ヤングワーク事業に係る研修等 583件 　　　22,053,260円

 *ヤングワーク事業は県が事業主体であり、中高校生の

　授業の一環としての職業意識啓発研修を中心に館内で

　実施されている。

労働対策課

本年度 9,355 9,355

前年度

増減額 9,355 9,355

・事業内容（測量・調査・設計）

　平板測量　　　　　　11,000㎡

　路線測量　　　　　　　　150ｍ

　地質調査ボーリング　6箇所

　法面設計　　　　　　　　　1式

福岡県からの受託事業として施行される糸飛地区のぼた山災害防止
事業であり、平成15年度は防災工事に係る事前調査、測量を行って
いる。ぼた山災害防止事業

勤労者総合福祉センター（ヤングワークFUKUOKA)は中小企業に働く
労働者又は都市における勤労者に対して職業相談、職業研修、職業
情報の提供をはじめ、教養、文化、研修等の活動の場を提供するこ
とにより福祉の充実と勤労意欲の向上を図り、雇用の促進と就業の
安定に寄与している。

勤労者総合福祉センター管理費



（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

労働対策課

本年度 835,547 529,186 105,800 200,561

前年度 730,914 444,782 88,900 197,232

増減額 104,633 84,404 16,900 3,329 事業箇所　　

　　大浦団地造成工事（1～4工区）

　　白鳥公共用地造成工事（1～4工区）

補助事業費、造成面積及び失業者吸収数

労働対策課

本年度 8,276 7,773 503

前年度 8,523 5,256 3,267

増減額 △ 247 2,517 △ 2,764 ・相談事項　

　　離職後の生活設計について（再就職相談）

　　暫定開就事業の職場内の問題について

　　生活相談(経済状態・健康状態等）について　　　等

・相談後の効果

　　相談者の悩みや不安を解消し、自立支援のための知識

　　や情報を提供することで、相談者の生活の安定と自立促

　　進が図られている。

開就事業及び暫定開就事業の就労者の自立を支援するため、就労
者の就業、生活等各般の相談に応じる就労支援員を設置し、必要な
援助及び指導をおこなうことで相談者の不安や悩みを解消し自立を
支援することを目的とする。

特定地域就労支援員委託事業

産炭地域の振興と基盤整備を図り、当該地域の失業者に臨時的就
業機会を与えてきた開就事業は平成13年度末をもって終息したが、
暫定開就事業は依然として自立が困難な就労者を対象とし、暫定的
に就労事業を実施することで、その生活の激変緩和を図ることを目的
とする。

産炭地域開発就労事業暫定就労事業費

計 793,779千円 18,903㎡ 24,720人

白鳥公共用地造成工事 560,430千円 8,021㎡ 16,480人

大浦団地造成工事 233,349千円 10,882㎡ 8,240人

工事実施箇所 補助事業費 造成面積
失業者吸

収延人員



（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

労働対策課

本年度 2,465,027 1,167,393 828 634,900 661,906

前年度 2,751,072 1,235,488 900 640,300 874,384 事業箇所　　

増減額 △ 286,045 △ 68,095 △ 72 △ 5,400 △ 212,478

補助事業費、造成面積及び失業者吸収数

労働対策課

本年度 15,331 7,364 7,967

前年度 16,637 7,863 8,774

増減額 △ 1,306 △ 499 △ 807 ・相談事項　

　　離職後の生活設計について（再就職相談）

　　特開事業の職場内の問題について

　　生活相談(経済状態・健康状態等）について　　　等

・相談後の効果

　　相談者の悩みや不安を解消し、自立支援のための知識

　　や情報を提供することで、相談者の生活の安定と自立促

　　進が図られている。

特開事業の就労者の自立を支援するため、就労者の就業、生活等
各般の相談に応じる生活相談員を設置し、必要な援助及び指導をお
こなうことで相談者の不安や悩みを解消し自立を支援することを目的
とする。

生活相談員設置費（特開）

特定地域開発就労事業は、厚生労働大臣が指定する特定地域のう
ち、地域開発の可能性を有すると認められる地域において、生活基
盤整備に必要な事業を実施することで地域の開発に寄与すると共
に、産業振興の進展により雇用需用が増大するまでの間、当該地域
に居住する中高年齢失業者に臨時的に就業の機会を与えることを目
的とする。

特定地域開発就労事業費

計 2,265,586千円 99,385㎡ 90,830人

平原住宅団地造成工事 951,668千円 41,650㎡ 40,235人

田川中央公園整備工事 673,926千円 34,094㎡ 25,209人

田川市石炭記念公園拡張整備工事 293,608千円 8,122㎡ 11,255人

田川中央総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ造成工事 346,384千円 15,519㎡ 14,131人

工事実施箇所 補助事業費 造成面積
失業者吸

収延人員

田川中央総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ造成工事（１～４工区）

田川市石炭記念公園拡張整備工事（１～４工区）

田川中央公園整備工事（１～７工区）

平原住宅団地造成工事（１～21工区）



（５）　主要な施策の成果について（建設部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

建築住宅課

本年度 9,528 80 9,448

前年度 6,825 72 6,753

増減額 2,703 8 2,695 　1　田川市営住宅審議会開催

　2　市営住宅等の維持管理経費（火災保険料等）

建築住宅課

本年度 310,483 688 150,000 159,795

前年度 315,666 555 150,000 165,111 　1 市営住宅の管理状況　　　　4,942戸

増減額 △ 5,183 133 △ 5,316 　　公営住宅　　1,002戸、改良住宅　3,940戸（店舗含む）

　　集会所　33ヵ所、受水槽　9ヵ所、高架水槽　43基

　2 委託業務

　　入退去事務・入居者公募事務

　　施設の保全管理、その他集会所、受水槽、高架水槽

　　等の住宅関連施設、団地内の道路、子供の遊び場、

　　緑地、多目的広場(駐車場）の管理に係る業務の一部

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　名

市営住宅をより効果的・効率的に管理するため、市営住宅の管
理及び保全に関する業務の一部を（財）田川市住宅管理公社
に委託し、入居者への迅速な対応等、サービス向上に努めてい
る。

住宅管理公社事務委託料

　　汚水処理施設 16団地19施設（県営住宅及び分譲地含む）

　　家賃及び汚水処理施設使用料の徴収事務

市営住宅の円滑な建設及び管理運営を図るために設置された
田川市営住宅審議会の委員報酬等及び市営住宅等の維持管
理に要する経費である。住宅管理経費



（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

建築住宅課

本年度 10,981 10,981

前年度 11,955 11,955 　・中央団地法面整備工事 　　　　 　　　

増減額 △ 974 △ 974 　・中央団地法面整備工事（その2）　　　

　・向陽台団地線道路改修工事 　　　　

　・松原第2地区道路改良工事

建築住宅課 改良住宅ストック総合改善事業

本年度 134,915 40,762 40,700 53,453

前年度 147,039 46,342 46,300 54,397 外壁改修工事

増減額 △ 12,124 △ 5,580 △ 5,600 △ 944 　三井伊田団地　　　　　20戸建　　　1棟

　　　　　　　　　　　　　　　30戸建　　　2棟

　　　　　　　　　　　　　　　40戸建　　　1棟

建築住宅課 住宅需要実態調査

本年度 164 164

前年度

増減額 164 164

　調査対象世帯

・後藤寺東団地 15,16棟（60戸）・松原団地 8,9棟（60戸）

・松原団地 27,28棟（60戸）・大藪団地 11,12,13棟（70戸）

・新野上団地（60戸）・夏吉（208戸）・上伊田東（48戸）

・上鎮西町西高島（40戸）・川宮（34戸）・寿町（49戸）

・白鳥石場（49戸）・伊田、奈良、平松町（56戸）・糒（98戸）

・鉄砲町（54戸）・弓削田（101戸）・猪位金（60戸）

・三井伊田団地 9,10,11棟（45戸）・中央団地1区,2区（42戸）

3,182千円

2,120千円

既設改良住宅の経年劣化により、安全性向上のため外壁改修
工事を行った。

住宅需要実態調査は、住宅関係の全国的な調査の一つであ
り、昭和35年より40年以上にわたり、継続的に実施してきてお
り、昭和48年以降は総務省統計局が行う住宅・土地統計調査と
同年に、5年周期で実施されている。　　　本調査により、住宅及
び住環境に対する評価、最近の居住状況の変化の実績、住宅
改善計画の有無と計画等住宅に関する需要動向等を把握し、
住宅に関する客観的評価と主観的評価との関連性等の分析を
行い、住宅政策の展開を図るうえでの基礎資料を得ることを目
的とする。

旧市営住宅敷地内及び建築住宅課所管の道路等にかかる維
持補修工事を行った。

建築住宅課管理に係る市道敷等道路改修工事

4,599千円

1,080千円



（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

建築住宅課 改良住宅建設事業費

本年度 1,897,192 1,212,075 617,900 3,339 63,878

前年度 920,731 534,734 308,000 3,841 74,156

増減額 976,461 677,341 309,900 △ 502 △ 10,278 　松原第1区　　102戸（14・15年）竣工

　不良住宅除却

　緑地造成・道路用地造成・児童遊園地造成

　給水管布設

建築住宅課 糒住宅団地分譲経費

本年度 23,210 23,210

前年度 26,460 26,460

増減額 △ 3,250 △ 3,250  1　分譲宅地総区画数　　　　　　　244区画

 2 平成15年度販売実績

　（1）販売済区画数　　　　　　　 　　132区画

　  （住居専用宅地　130区画、特別分譲宅地　2区画）

　（2）販売代金総額　　　　　　　980,177千円

住宅地区改良法の適用を受け、旧炭鉱住宅の住環境整備のた
めに実施する改良住宅建設事業であり、昭和48年度から炭住
改良事業に取り組んだ結果、平成15年度末で3,905戸を建設し
た。

星美台分譲宅地について、本市の定住人口確保及び増加を図
ること等を目的に、平成15年4月から分譲実施。これに伴い、当
該宅地をPRし、販売促進を図るための広告宣伝費等、分譲に
係る必要経費について支出。

（住居専用宅地 230区画、商業用宅地　4区画、特別分譲宅地 10区画）



（５）　主要な施策の成果について（建設部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

　鉱害復旧事業市町村相談窓口経費

土　木　課 　　161件

本年度 500 500

前年度 500 500

増減額

　道路台帳整備整備委託料他

土　木　課

本年度 2,517 2,517

前年度 4,882 4,882

増減額 △ 2,365 △ 2,365

・県道改良工事負担金

土　木　課 　一般県道庄伊田線道路改築費

本年度 8,250 7,200 1,050

前年度 6,900 6,200 700

増減額 1,350 1,000 350 　１．　路線区間　　　 田川郡添田町～田川市成導寺橋間

　２．　負 担 率　　　　田川市区間分施工費の15％

　３．　予定期間　　  平成8年度～19年度完成予定

・法定外公共物譲与申請事務

　法定外の里道・水路の譲与申請事務

　調査量大により委託料は16年度へ繰越　22,715千円

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　名

　　　　　　　　　　　　 （ 15年度施工延長　　　340m）

　平成15年度市道認定路線・工事に伴う道路延長の異動等台帳を整
備する。

道路橋りょう総務一般経費

　福岡県が施工する道路改築事業で、田川市管内事業費の15％を、
地元負担金として福岡県に支払うもの。

　臨時石炭鉱害復旧法廃止後の14年度以降に発生する浅所陥没等、
市民から申出の特定鉱害について調査、連絡、申出書の発送及び
NEDO・（財）特定復旧事業センターからの調査結果受理等の事務を
行う。

道路橋りょう総務一般経費

鉱害復旧事業市町村相談窓口経費 平成15年度取次件数



（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

土　木　課

本年度 58,355 58,355

前年度 54,898 54,898

増減額 3,457 3,457 1,765 千円

2,433 千円

54,157 千円

12,470 千円

2,674 千円

16,895 千円

3,160 千円

592 千円

2,600 千円

15,766 千円

土　木　課

本年度 125,710 62,855 49,400 13,455

前年度 360,150 230,360 101,900 27,890

増減額 △ 234,440 △ 167,505 △ 52,500 △ 14,435

土　木　課

本年度 26,000 14,300 11,200 500

前年度

増減額 26,000 14,300 11,200 500 　白鳥団地・川崎線災害防除工事　　16年度へ繰り越し

地方道路整備臨時交付金事業 　国庫補助金による道路整備事業

旧法面（モルタル吹付）の老朽化で崩壊が進み危険であるため、地方
道路整備臨時交付金事業で改修し、通行の安全を確保する。

　御祓・糸飛線 　工事長　264m　　道路幅　6.0m

　鉄砲町16号線道路改良　　 　工事長　200.9m　　道路幅　3.5m

　糒1・2号線道路改良 　工事長　183m　　道路幅　4.0m

地区道路（国）整備事業 　国庫補助金による道路整備事業

　集落内の生活道路で幅員が狭いため、改良し有効幅員を確保す
る。緊急自動車の通行等交通環境を整備する。

　　　道 路 清 掃

　　　　　不法投棄処理等

　　　　修理資材費他

　　　　道路等工事費

  ３．道路維持管理

　　　舗装修理他

　　　側溝浚渫他

　　　法面他草刈

　２．街路樹維持管理 182本剪定、草取り、消毒、施肥等

　１．道路灯維持管理 58箇所（158灯)電気代、修繕費等

道路維持管理一般経費 　田川市管理道路　（市道）356ｋｍの維持管理経費



（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

土　木　課

本年度 7,700 3,850 3,600 250

前年度

増減額 7,700 3,850 3,600 250

土　木　課

本年度 15,687 14,703 984

前年度 18,000 15,073 2,927

増減額 △ 2,313 △ 370 △ 1,943

57 箇所

524 ｍ

3,155 ｍ

土　木　課

本年度 41,332 36,300 5,032

前年度 22,668 20,400 2,268 　　121m

増減額 18,664 15,900 2,764

土　木　課

本年度 2,922 2,800 122

前年度 19,000 △ 19,000

増減額 2,922 △ 16,200 19,122

臨時地方道整備事業 　集落間を結ぶ道路拡幅等の整備事業　　16年度へ繰越

　青葉中央通り線災害防除工事

　法面防護壁が崩壊しており、通行の安全を確保するため整備する。

　カーブミラー設置等

　ガードレール設置等

　区画線設置

地方特定道路整備事業 　法面崩落防止事業　14～15年度へ繰越。

交通安全施設整備事業 　交通安全対策特別交付金等で安全施設を整備する。

　カーブミラー、ガードレール、区画線等の整備

上本町3号線道路改良 工事長　53m　　道路幅　4.0m

地区道路（県）整備事業 　福岡県補助金による道路整備事業

　住宅密集地の道路で交通量が多く、幅員が3ｍと狭いため、水路を
改良し有効幅員を広げる。

　稲荷町・桐ヶ丘３号線道路改良工事 測量等委託料



（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

土　木　課

本年度 124,618 52,200 72,418

前年度 343,135 242,000 101,135

増減額 △ 218,517 △ 189,800 △ 28,717 88路線

土　木　課 　猪国川流路改修工事費負担金他

本年度 1,153 1,153

前年度 1,017 1,017

増減額 136 136

土　木　課 　国土交通省・田川市所管水門操作管理事業

本年度 5,369 5,368 1

前年度 5,424 5,423 1 30箇所

増減額 △ 55 　5箇所

土　木　課 　治水のために河川改良及び浚渫等を施工する。

本年度 13,933 13,933

前年度 13,938 13,938

増減額 △ 5 △ 5 14箇所 7,292 千円

　8箇所 6,640 千円

道路改良及び排水路新設改良事業

　緊急度の高い順に道路、側溝、排水路等を整備改良する

　 道 路 改 良 事 業　 平原・赤子線ほか

河川管理経費

　福岡県が施工する河川改修事業で、事業費の10％を地元負担金と
して福岡県に支払うもの。

　市営河川改修　市負担金

　平成15年度で改修事業終了

樋門樋管操作委託事業

　　国土交通省所管

     田 川 市 所 管

　河川及び水路の流水量を調整するため、樋門・樋管の操作を田川
市消防団に委託している。

河　川　改　良　費

　　　１．浚　　　渫

　　　２．改　良　等



（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

土　木　課

本年度 100 100

前年度 99 99

増減額 1 1

土　木　課

本年度 252 201 51

前年度 98,522 15,400 131,727 △ 48,605

増減額 △ 98,270 △ 15,400 △ 131,526 48,656

土　木　課

本年度 64,940 19,376 10,200 35,364

前年度

増減額 64,940 19,376 10,200 35,364 　　6箇所 2,027 千円

　　3件 3,654 千円

　50箇所 59,259 千円

水　防　対　策　費 　水防対策のための資材等整備費

　　　危険表示用バリケード及びブルーシート購入

道路橋りょう鉱害復旧事業 　鉱害対策費　14～15に繰越

　市道清瀬　～　谷線復旧工事に伴う補償費

道路橋りょう災害復旧事業費 　大雨による災害復旧費

　　　１．浚　　　渫

　　　２．測　量　等

　　　２．復旧工事等



（５）　主要な施策の成果について（建設部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

都市整備課

本年度 49,665 44,600 5,065

前年度 35,179 29,700 5,479 ・県施工に係る負担金 49,500千円

増減額 14,486 14,900 △ 414 ・代替地払下げに伴う土地鑑定評価 165千円

都市整備課

本年度 6,905 400 6,505

前年度 ・県施工に係る負担金 500千円

増減額 6,905 400 6,505 ・都市計画道路整備プログラム策定業務委託 6,405千円

都市整備課 国土調査事業

本年度 26,671 12,930 13,741

前年度 Ｃ工程

増減額 26,671 12,930 . 13,741 　　地籍図根三角測量

Ｄ工程

　　地籍図根多角測量

Ｅ工程

　　現地調査　　　　

Ｆ工程

　　一筆地測量

都市計画道路未整備路線の整備順位（費用対効
果）の策定

国土調査法に基づき、平成15年度から一筆ごとの土地につい
て、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地籍に
関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成し、県、国
の承認を得て法務局へ送付するまでの事業（Ｃ工程～Ｆ工程）
を行なっている。

田川伊田駅前の歩行者と車両の通行の安全確保と駅前の交
通体系を促進するため、バイパスとして約１００m、幅員２０mの
道路整備をするもの。（県施工）南大通り線整備事業費

国道322号バイパスと国道201号を連結する環状道路網を形成
し、市街地及び白鳥工業団地等のアクセス強化を図るため､県
事業として白鳥町側の成道寺公園入口附近から､彦山川架橋
を含む古賀町間までの延長320ｍ、幅員16～17ｍの実施計画
の策定。

後藤寺東町線整備事業費

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　名
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