
（６）　主要な施策の成果について（教育部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

教育総務課

本年度 2,796 2,796

前年度 2,796 2,796

増減額

教育総務課

本年度 316 316

前年度 600 600

増減額 △ 284 △ 284 町村教育委員会協議会等への出席、同和研修及び女性

教育委員研修等の受講するため市外への出張を行って

いる。

教育委員等の先進地視察、協議会参加、研修受講のた

教育委員会事務費 めの活動経費である。

先進地視察(年1回)、都市教育委員会協議会及び筑豊市

臨時教育委員会の中で教育行政に関する議題について

合議を行っている。

２．先進地の視察、各関係協議会への出席、同和研修な

どの各種研修を受講している。

市教育行政全般を担当する教育委員会を構成する教

教育委員人件費 育委員の報酬である。

１．毎月７日開催の定例教育委員会、年３回程度開催の

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　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

教育総務課

本年度 5,225 5,225

前年度 5,472 5,472

増減額 △ 247 △ 247

教育総務課

本年度 1,426 1,426

前年度 1,727 1,727

増減額 △ 301 △ 301

いる。

る事務、学校施設の国庫補助金事業等の計画に関する

事務、事務局各課の連絡調整等に関する事務等を行っ

ている。

事務は、事務局を指揮監督し執行している。

２．総務係は、委員会の会議、条例、規則等に関する事

務、市費支弁職員の任免その他人事に関する事務、学

校教育財産の取得及び処分の申請並びに管理に関す

委員に関する事項、事務局の連絡調整等を行うための

運営経費である。

１．教育長は、委員会のすべての会議に出席し、専門的

立場から助言等を行っている。また、委員会で決定した

施設内の清掃、電気及び消防設備の保守点検などの委

託を実施している。また、施設劣化による補修等を行って

教育長が教育委員会で決定した事務の執行を行うため

事務局（教育総務課）管理経費 の活動経費である。並びに総務係が、委員会の会議、

教育庁舎管理経費

１．教育委員会の議場として使用されており、事務局のう

ち教育総務課、学校教育課が入館している。

２．この施設を維持管理する上で、必要な機械式警備や

中央公民館分館の維持管理経費である。



（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

教育総務課

本年度 2,391 2,391

前年度 3,173 3,173

増減額 △ 782 △ 782

　

教育総務課

本年度 112,669 1,296 111,373

前年度 106,573 106,573

増減額 6,096 1,296 4,800

置し、ウエット方式の調理場で、1校当り約300食を作っ

ている。

本年度は、特に昭和50年に建築した田川小学校屋内

運動場の屋根が全体的に腐食しているため、防水補修

を行っている。

３．給食施設については、単独調理場として各学校に設

２．学校施設については、校舎・屋内運動場・プールを

維持管理する上での、光熱水費等の経常経費の支出、

警備、清掃等の委託を行っている。また、施設劣化によ

る補修やバリアフリーに対応するため改修を行っている。

小学校施設維持管理経費

１．学校事務補助員は、各小学校に配置しており、業務

内容は電話の受付、文書の収受・発送、準要保護児童

の台帳作成等を行っている。

２．同係の作業班は、学校施設の簡易な修繕、環境整

備に関すること、教育庁舎及び付随する施設の維持管

理に関することを行っている。

小学校１０校の運営に係る施設等維持管理経費である。

経費である。

１．同係の事務所班は、学校施設の維持管理、環境整

備、防災及び災害復旧に関する事務、所管に係る車両

の維持管理及び整備に関する事務を行っている。

学校技術員センター管理費 校技術員を職務能率の向上による行政コストの削減の

ため、平成15年度に施設管理係を発足させた。施設管

理係が学校施設の環境整備などを実施するための運営

行政財政改革の一環として、各学校に配置していた学



（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

教育総務課

本年度 2,688 2,688

前年度 8,184 8,184

増減額 △ 5,496 △ 5,496

教育総務課

本年度 63,914 942 62,972

前年度 62,290 62,290

増減額 1,624 942 682

備、清掃等の委託を行っている。また、施設劣化による

補修やバリアフリーに対応するため改修を行っている。

本年度は、特に台風により破損した弓削田・田川中学校

の屋上防水シートの修繕を行っている。

内容は電話の受付、文書の収受・発送、準要保護児童

の台帳作成等を行っている。

２．学校施設については、校舎・屋内運動場・プールを維

持管理する上での、光熱水費等の経常経費の支出、警

２．工事概要　 工事長　　　　Ｌ＝ 136ｍ

中学校８校の運営に係る施設維持管理経費である。

中学校施設維持管理経費

１．学校事務補助員は、各中学校に配置しており、業務

でも危険箇所として表示している。平成14年度に法面の

地質調査・測量・設計を実施し、地元関係者との協議が

整ったので、法面整備事業を行っている。

１．構 　　造　　大型ブロック工法

当校の栄町側法面は、昭和20年当市に移管されて以

田川小学校法面整備事業 来、災害による復旧工事を数回行っており、防災マップ



（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

教育総務課

（繰越事業を含む）

本年度 278,738 115,575 97,400 65,763

前年度 71,689 28,892 30,000 12,797

増減額 207,049 86,683 67,400 52,966

教育総務課

本年度 8,267 8,267

前年度 4,623 200 4,423

増減額 3,644 △ 200 3,844

て支援グループや児童保育課所管である放課後児童ク

ラブとして活用している。

臨時職員に替わり人件費が生じている。

２．休園中の4園については、猪位金と船尾は平成10年

度、大浦と大藪は平成12年度から園児の激減から休園

中である。船尾を除く３園は生涯学習の一環である子育

１．伊田、後藤寺幼稚園の2園については、園舎等を維

持管理する上での警備、清掃等の委託を行っている。

また、施設劣化による補修やバリアフリーに対応するた

め改修を行っている。本年度は、特に一部の教職員が

３．建築面積　　　1,340㎡

４．工 　   期　　平成15年3月6日から平成16年2月27日

幼稚園６園の運営に係る施設等維持管理経費である。

幼稚園施設維持管理経費

であることを示す基準に達したため、平成14、15年度の

国庫補助事業として行っている。

１．構 　　造　　鉄筋コンクリート造　一部2階建

２．工事概要　 既設屋内運動場を解体後に改築

昭和41年に建築した現在の金川中学校屋内運動場（体

金川中学校屋内運動場建築事業費 育館）の改築工事を行うものである。平成12年3月に建

物の「耐力度調査」を実施した結果、構造上危険な建物



（６）　主要な施策の成果について（教育部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

学校教育課

本年度 14,397 394 14,003

前年度 15,081 392 14,689 事業内容

増減額 △ 684 2 △ 686 　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 6,696 6,696

前年度 12,344 12,344

増減額 △ 5,648 △ 5,648

　に分けて給付及び貸与を行っている。

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

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。

事務局費

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　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

学校教育課

本年度 5,486 293 5,193

前年度 5,066 340 4,726 　１．語学指導員招致にかかる経費

増減額 420 △ 47 467 　２．ALTの年間派遣状況（中学校派遣が主）

　・中学校 　 423時間 　　（140日）

　・小学校 　　 67時間 　　（18日）

　・幼稚園 　　10時間 　　　（5日）

学校教育課

本年度 362 498 △ 136

前年度 571 579 △ 8

増減額 △ 209 △ 81 △ 128

学校教育課

本年度 11,000 11,000

前年度 3,700 3,700

増減額 7,300 7,300 　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。

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

内容

　務処理のための経費。

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

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

　



（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 22,926 22,926

前年度 22,069 22,069 貸与の内容

増減額 857 857

学校教育課

本年度 12,016 2,744 47 9,225

前年度 12,942 2,959 31 9,952 内容

増減額 △ 926 △ 215 16 △ 727 　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１１３名、掛金総額３３千円

　　　災害給付金２２千円（６件）

　４．幼稚園就園奨励費

　　私幼稚園に就園する園児の保護者で、所得の低い者

　　に対して補助金を交付する。（３歳児～５歳児）

　　　・第１子１１６名、第２子１４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

　　　維持管理用具、園具の補充等　

育英資金貸付事業費

　１．高校生　　　　　新規　7人　　継続 5人

　２．専門学生　　　 新規　4人　　継続 2人

　３．大学生　　　　　新規18人　　継続39人

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。



（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 23,818 87 23,731

前年度 25,637 148 25,489 内容

増減額 △ 1,819 △ 61 △ 1,758 　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

　　　学校医による児童の健康診断・教職員の健康診断

　　　等を実施している。

　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 15,809 92 15,717

前年度 17,066 59 17,007 内容

増減額 △ 1,257 33 △ 1,290 　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

　　　学校医による児童の健康診断・教職員の健康診断

　　　等を実施している。

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 21,311 21,311

前年度 22,036 22,036 事業内容

増減額 △ 725 △ 725 　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 14,820 14,820

前年度 14,973 14,973 事業内容

増減額 △ 153 △ 153 　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 750 750

前年度 960 960 実施内容

増減額 △ 210 △ 210

学校教育課

本年度 1,695 1,695

前年度 1,723 1,723

増減額 △ 28 △ 28

学校教育課

本年度 15,621 15,621

前年度 16,214 16,214

増減額 △ 593 △ 593

　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

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。

内容

　１．部活動用消耗品の購入

　２．部活動用器具の購入費

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。

　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

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。

中学校心の教室相談員活用調査研究事業費



（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

学校教育課

本年度 1,000 500 500

前年度 1,655 821 834 整備内容

増減額 △ 655 △ 321 △ 334

　・年次計画により毎年市内の小中学校の理科備品を整

　　備しており、１５年度は小学校３校、中学校３校で実施

　　した。

学校教育課

本年度 36,762 36,762

前年度 39,913 39,913 事業内容

増減額 △ 3,151 △ 3,151 　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　９９８千円

　　・中学校８校　　１，３９９千円

　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

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



（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 66,935 14,275 52,660

前年度 67,435 15,273 52,162

増減額 △ 500 △ 998 498

（援助人数） (援助額計）

　１．新入学学用品費   237人  5,064千円

　２．学用品費 1,198人 20,880千円

　３．修学旅行費    268人 11,525千円

　４．給食費 1,187人 28,564千円

　５．医療費（学校病の治療費   201人    902千円

学校教育課

本年度 608 263 345

前年度 588 272 316

増減額 20 △ 9 29

（援助人数） （援助額計）

　１．新入学学用品費 5人 53千円

　２．学用品費 19人 154千円

　３．修学旅行費 4人 67千円

　４．給食費 22人 297千円

　５．校外活動費 6人 19千円

　６．通学用品費 17人 18千円

　

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。

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・準要保護児童援助事業



（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

学校教育課

本年度 21,867 19,683 2,184

前年度 3,603 1,415 2,188

増減額 18,264 18,268 △ 4 災害共済制度加入にかかる経費

加入人数 4,472人

掛金総額 3,531千円

上記掛金総額のうち､保護者負担額　1,347千円

災害給付金にかかる経費

　小学校　2,588千円（403件）

　中学校　15,748千円（325件）

学校教育課

本年度 11,772 11,772

前年度 11,772 11,772 委託業務内容

増減額 　１．学校図書館の蔵書の整理、貸し出し業務

　２．学校図書館に関する校内の連絡調整。

　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。

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

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。

図書館運営委託費



（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 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 1,989 1,989

前年度 750 750

増減額 1,239 1,239

　　（後藤寺・大浦・大薮・鎮西・伊田小学校）

　２．中学校校内研究校４校の講師謝礼金及び消耗品費

　　（弓削田・鎮西・金川・中央中学校）

学校教育課

本年度 924 924

前年度 950 950

増減額 △ 26 △ 26

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）

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５校の講師謝礼金及び消耗品費

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。

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

　・中学校１校当り ２００千円（８校）

総合的学習経費

事業内容

　のある教育を学習する。

　・小学校１校当り １５０千円（１０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



（６）　主要な施策の成果について（教育部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

生涯学習課

本年度 139 139

前年度 171 171 平成16年1月11日（日）　田川文化センター

増減額 △ 32 △ 32 参加者男性　２３９人

女性　２６４人

合計　５０３人

（式典内容）

１．アトラクションの実施

２．卒業アルバム及び中学校担任コメントのスライド上映

３．新成人意見発表

４．成年代表励ましの言葉

生涯学習課

本年度 199 199

前年度 201 201

増減額 △ 2 △ 2 平成15年12月7日（日）　田川市武道館

参加対象：市内小・中学生

参加チーム：７６チーム（約５００名）

競技方法：ブロック別に予選を行い、予選上位チームで

　　　　　　　決勝トーナメント

　新成人を祝う式典

成人式事業費

　子どもたちが、日本古来の「いろはカルタ」に親しみ、競技
を通して地域の子ども会相互の親睦と連携を図るとともに、
道徳性や社会性を育てもって青少年の健全育成を目指す田川市子どもカルタ大会事業

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　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

生涯学習課

本年度 804 804

前年度 832 832 市内小学校においてソフトボール、サッカーのスポーツ

増減額 △ 28 △ 28 教室を実施

開催回数：年３６回

参加者数：延２，０００人

生涯学習課

本年度 5,384 5,384

前年度 3,859 3,859 設置人員：２名

増減額 1,525 1,525

生涯学習課

本年度 963 963

前年度 942 942 昭和５８年より実施

増減額 21 21 女性相談員を１名配置

平成１５年度相談件数：６１件

※平成１６年３月３１日をもって廃止

　子どもたちの体験活動や子ども会における学習活動の企
画・立案・指導を行う

　青少年自身や保護者の悩みの相談に応じ，その内容に
応じた適切なカウンセリングや専門機関等の情報提供など
の指導，助言を行うヤングテレホン相談事業を委嘱し、青少
年の非行防止と健全育成を図る

ヤングテレホン相談事業

　平成14年度からの完全学校週５日制の実施等、子どもた
ちを中心とする地域の新たな教育的課題に対応し、地域で
子どもを育てるためのスポーツ環境の整備を行う

田川市放課後子どもスポーツ活動活性化モデル事業

　子どもたちの生きる力を育むため、生活体験や社会体験
などの地域活動を推進する。

地域活動指導員設置事業



（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

生涯学習課

本年度 2,950 2,950

前年度 2,991 2,991 施設所在地：田川市総合体育館内

増減額 △ 41 △ 41 指導員：２名

通室生徒数：６名

開設日：週４日（火～金）

（主な活動）

　ぶどう園実習（袋掛け、狩り）、囲碁教室、写真教室

　弓道、陶芸、農業体験、調理実習、登山等

生涯学習課

本年度 135 135

前年度 246 246 講演会とパネリストと市民による討論会を開催

増減額 △ 111 △ 111 （市制６０周年記念シンポジウム）

平成1５年１１月２７日（火）　ヤングワークFUKUOKA

参加人員：５１人

　生涯学習まちづくりの取り組みとして、毎年テーマを定め
て様々な市民学習の場をとして実施し、市民の学習意欲や
向上心を高める生涯学習シンポジウム事業

題目：「子どもを守る、地域を守る～安全な地域づくりを目指して～」

　不登校及び不登校傾向の児童生徒の学力保障及び登校
意欲を促すため、適応指導員を配置し、学校生活及び社会
生活への適応指導を行う不登校児童・生徒のカウンセリング及び指導事業



（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

生涯学習課

本年度 5,948 2,973 2,975

前年度 10,682 7,111 3,571 １、啓発活動　　（7月１日～7月31日啓発月間）

増減額 △ 4,734 △ 4,138 △ 596 　　　　広報たがわによる事業の紹介

　　　　横断幕、懸垂幕の掲示

　　　　広報車による啓発活動

　　　　街頭啓発、夜市での啓発、県立大学での啓発

　　　　　　　（啓発物品の作成、配付）

２、各種講座

　　　　講演会

３、テレビ放映

生涯学習課

本年度 8,150 5,455 450 2,245

前年度 7,815 5,860 375 1,580

増減額 335 △ 405 75 665 １、地区人権生活学習（解放学習、生活学級）

２、自動車免許取得解放学級（人権学習、法令・構造学習

　　　　　　　解放理論学習）

　　　　中央講座、指導者養成講座、県主催同和問題　　　

　　　　ﾋｭーﾏﾝｽｸﾘｰﾝ　　　「素顔の心で　えびす食堂幸せばなし」　

人権教育の総合的な推進（学習機会の提供・人権問題講
座の開設・地域住民の参加交流等）を図るとともに同和問
題をはじめあらゆる人権問題解決のための事業を行ってい
る。

人権教育推進事業

同和問題等の対策にむけて、地域住民及び関連機関と連
携し、同和問題に関する、正しい理解と認識を深め、市民が
自らの課題として、差別を許さない意識の徹底を図るため、
啓発活動、各種講座等の開催の事業を行っている。

同和問題啓発事業



（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

生涯学習課

本年度 4,246 2,116 2,130

前年度 4,200 2,100 2,100

増減額 46 16 30 １、人権学習

２、学力補充学級

３、中学校合宿研修

４、小学校ﾘｰﾀﾞｰ養成合宿研修

５、レクリエーション

生涯学習課

本年度 3,054 600 2,454

前年度 3,116 600 2,516

増減額 △ 62 △ 62 １、子ども達の学力向上のための学力補充

２、学習相談及び子ども会の育成

生涯学習課

本年度 3,332 1,349 1,983

前年度 3,719 1,132 2,587

増減額 △ 387 217 △ 604 　15年度武道館使用料

　　　　　332件　　　　1,349,570円

武道館の施設運営における維持管理経費

武道館維持管理費事業

同和地区子ども会等少年団体の育成を図るとともに、部落
解放の担い手の育成を図っている..

同和地区子ども会等少年団体育成事業

市町村における社会同和教育を推進するため、同和地区
内における子ども会の指導及び同和問題の啓発活動を
行っている.社会同和教育指導員設置事業



（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

生涯学習課

本年度 20,321 2,824 17,497

前年度 16,701 3,434 13,267 　15年度総合体育館使用料

増減額 3,620 △ 610 4,230 　　　　　2,617件　　　2,824,710円

　15年度総合体育館主な修繕料

　　　空調機修繕料　　　　　　2,100,000円

　　　浄化槽分解修繕料　　　　895,650円　　　

　　　大体育室暗幕取替修繕　871,500円

生涯学習課

本年度 365 242 123

前年度 4,168 3,800 298 70 　15年度弓道場使用料

増減額 △ 3,803 △ 3,800 △ 56 53 　　　　　　420件　　　242,460円

生涯学習課

本年度 16,093 11,129 4,964

前年度 36,082 10,686 25,396 　15年度市民プール使用料

増減額 △ 19,989 443 △ 20,432 　　　　27,347件　　11,129,660円

弓道場の施設運営における維持管理経費

弓道場維持管理費事業

市民プールの施設運営における維持管理経費

市民プール維持管理費事業

総合体育館の施設運営における維持管理経費

総合体育館維持管理費事業



（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

生涯学習課

本年度 6,249 253 5,996

前年度 12,986 627 12,359 　15年度市民球場使用料

増減額 △ 6,737 △ 374 △ 6,363 　　　工事中のため使用なし

　15年度猪位金球場使用料

　　　　153件　　　253,020円

生涯学習課

本年度 8,250 317 7,933

前年度 7,696 173 7,523 　　15年度陸上競技場使用料

増減額 554 144 410 　　　　120件　　　180,420円

　　15年度庭球場使用料

　　　262件　　　137,470円

生涯学習課

本年度 681 681

前年度

増減額 681 681     夏季大会（水泳）　　　　　　　　　81,000円

　　秋季大会　（17競技種目）　　　600,000円

広く市民の間に体育を振興し、その普及・発展とスポーツ精
神の高揚を図る。

市民体育大会事業

市民球場、猪位金球場の施設運営における維持管理経費

球場施設維持管理費事業

陸上競技場、運動公園の施設運営における維持管理費経
費

陸上競技場、公園施設維持管理費事業



（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

生涯学習課

本年度 752 752

前年度 782 782 　　　夏季大会　　　20人

増減額 △ 30 △ 30 　　　秋季大会　　200人

　　　冬季大会　　　11人

生涯学習課

本年度 3,462 2,529 933

前年度

増減額 3,462 2,529 933 総合型地域スポーツクラブ創設支援事業　　500,000円

総合型地域スポーツクラブ活動支援事業　　1,163,000円

地域スポーツ活動推進事業　　1,799,000円

平成11年度から総合型地域スポーツクラブの普及・啓発に
努め、高齢者から子供まで誰もが気軽に参加できるスポー
ツクラブの設立を目指し、健康で健全な地域社会の形成を
図る。

スポーツ振興くじ助成金事業

広く市民の間に体育を振興し、その普及・発展とスポーツ精
神の高揚を図る。

県民体育大会参加事業



（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

生涯学習課

本年度 24,513 24,513

前年度 23,632 23,632 施設の概要

増減額 881 881 昭和60年度建設　鉄筋コンクリート造2階建　

延面積2,924.42㎡

利用の状況

公民館講座・人材バンク事業などの各種学習講座

会社説明会など企業への貸館

市・市教育委員会各種会議

など、年間利用者数　約80,000人

生涯学習課

本年度 2,951 2,951

前年度 2,976 2,976 各種学習講座の開設

増減額 △ 25 △ 25 公民館講座…民踊など7講座　約100名

人材バンク自主講座…陶芸など83教室　約1000名

自治公民館活動の推進

自治公民館活動の指導・助言

広報活動

広報たがわ毎月１日号「地域だより」で地域の行事、

中央公民館からのお知らせや講座の募集等を掲載。

公民館まつりの開催

中央公民館における各種学級講座・自治公民館等に

おける活動の実践発表の場として開催

会館貸館業務のほか、中央公民館における生涯学習の推
進施策としての各種学級講座開設、地区公民館活動の推
進、各種活動を紹介する広報活動、各種活動の実践発表
の場としての「公民館まつり」の開催等を行っている

公民館運営事業費

田川市民会館（中央公民館・勤労青少年ホーム）の維持管
理に必要な光熱水費、委託料、修繕料などの経費

公民館維持管理事業費・市民会館改修事業費



（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

生涯学習課

本年度 40 40

前年度 41 41 昭和５８年度より国庫補助事業として開設してきた学級で

増減額 △ 1 △ 1 あるが、平成１４年度から単費で実施。

市内に居住する５９歳までの女性を対象に社会問題・

健康問題・国際交流などの学習を行った。

開設期間：９月～１１月　計１０回　受講者数　３１名

生涯学習課

本年度 32,106 32,106

前年度 32,428 32,428 15年度に「改革推進委員会」を設置し、過去の総括と課

増減額 △ 322 △ 322 題について意見書をまとめた。

各校区の主な事業

猪位金　鬼火たこあげ大会、福祉の集い

弓削田　ふれあい夕べの集い、ふれあい大運動会

後藤寺　ふれあいソフトボール大会、３世代交流事業

田川　   こどもシンポジウム、秋のふれあいまつり

中央     ふれあいフェスティバル、世代間交流教室

鎮西     ふれあい運動会、一人暮らし老人福祉の集い

伊田     川は友だち、彦山川清掃ウォークラリー

金川     まつり金川、グラウンドゴルフ大会

住民が自ら考え、創意と工夫に満ちた地域活動を展開し、
活力ある生涯学習まちづくりを推進するため、市内8中学校
区に公民館や青少年、地域福祉などの団体を「校区活性化
協議会」という組織に統合し、従来の補助金も一本化して、
校区で特色ある地域活動を展開している。

地域活動活性化協議会事業

婦人の生活圏が家庭から社会へと急速に広がってきている
今、変化する社会に対応できるよう、女性として、母親とし
て、働く女性として、その資質や能力の向上を図るため開
設。

婦人学級開設事業費



（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

生涯学習課

本年度 5,218 5,000 218

前年度 14,803 5,000 9,803 地区公民館建設補助金

増減額 △ 9,585 △ 9,585 新築　1公民館　5,000千円

改修　1公民館　　218千円

生涯学習課

本年度 350 350

前年度 14,350 14,000 350 公民館関係団体助成事業

増減額 △ 14,000 △ 14,000 田川市公民館等連絡協議会など各種関係団体

への補助　350千円

田川市公民館等連絡協議会など各種関係団体に対する助
成を行った。

公民館関係団体助成事業費

要綱に基づき社会教育法に規程する公民館類似施設（地
区公民館）の新築・改修等に対する補助を行った。

地区公民館建設費補助金



（６）　主要な施策の成果について（教育部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

文化課

本年度 20,097 20,097

前年度 18,420 18,420

増減額 1,677 1,677

文化課

本年度 1,022 1,022

前年度 1,412 1,412

増減額 △ 390 △ 390

文化課

本年度 441 441

前年度 163 163

増減額 278 278

文化財専門委員会経費、文化財保存整備協議会経費等文
化財の保存管理に要する経費。

文化財経費

炭鉱閉山後、新しい文化創造都市へ移り変わる田川の姿を
振り返る企画展「炭都から文化創造都市へ」（石炭資料館
20周年・田川市制60周年記念事業）と平成14年度企画展
「埴輪は語る」資料集作成。

石炭資料館企画展経費

節目を迎えた年に、炭鉱閉山後新しい文化創造都市へと移
り変わる様子を写真やパネルなどで展示し、来場者から大
きな反響を得た。また、要望が大きかった平成14年度企画
展「埴輪は語る」の資料集を作成できた。

1.電気代・水道代等石炭資料館維持管理に要する経費。
2.石炭資料館等運営協議会経費、嘱託・臨時職員等経費
等、石炭資料館の運営に要する経費。石炭資料館維持管理費

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　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

文化課

本年度 837 837

前年度

増減額 837 837

文化課

本年度 1,301 650 260 391

前年度

増減額 1,301 650 260 391

文化課

本年度 1,704 1,704

前年度

増減額 1,704 1,704

博物館昇格及び国指定文化財申請に向けて、石炭資料館
が所蔵する炭坑資料等を整理しデーターベースを作成す
る。（福岡県緊急地域雇用創出特別基金事業補助事業）館蔵資料整理業務委託事業

石炭資料館が所蔵する炭坑資料約1500件を、パソコンに写
真等の情報を登録することができた。それに伴い。データー
ベースにより簡易な資料検索が可能となった。

報告書を刊行することにより、学術的に貴重な資料を共有
することが可能となった。

崩落著しい弓削田１号墳について、文化財保護の観点か
ら、発掘調査による記録保存を行う。

弓削田１号墳発掘調査事業

弓削田１号墳については、土地所有者との協議が難航した
ため調査を中止し、緊急性の高い経塚遺跡群の発掘調査
を実施した。

復元・整理が終了した馬形埴輪・甲冑形埴輪など、猫迫1号
墳出土の埴輪を中心とした文化財調査報告書を作成する。

猫迫1号墳発掘調査関連事業



（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

文化課 伊田竪坑櫓補強及び保存事業

本年度 36,847 36,800 47

前年度

増減額 36,847 36,800 47

文化課 映像システム設置事業

本年度 18,000 18,000

前年度

増減額 18,000 18,000

文化課

本年度 74,325 16,775 57,550

前年度 76,174 20,775 55,399 （内訳）

増減額 △ 1,849 △ 4,000 2,151     光熱水費他 12,729 千円

    役務費 446 千円

    保守点検委託料 57,056 千円

    人件費 3,872 千円

    旅費他 222 千円

文化会館維持管理費

産炭地の象徴である竪坑櫓が補強、塗装（ガルバニューム
溶射）されたことで、近代化遺産として国の文化財登録が可
能となった。

石炭資料館の開館20周年を機に、旧展示方法の静態展示
から、映像による動態展示への移行を図る。

入館者が自分で選べる楽しさを感じながら、映像によって石
炭産業や郷土の歴史に関することを学習できる。来館者に
も大変好評で、入館者も増加の傾向にある。また、博物館
登録へ向けての充実にもつながった。

　田川文化ホール、田川青少年文化ホールを維持管理する
ための光熱水費、役務費、保守点検料等を支出している。

伊田竪坑櫓の補強及び塗装を行い、郷土のシンボルとして
永く後世へ残す。



（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

文化課

本年度 1,653 1,000 653

前年度 2,818 1,189 1,629 春季市民文化祭4月～5月　14団体参加

増減額 △ 1,165 △ 189 △ 976 秋季市民文化祭10月～11月　22団体参加

こども音楽祭11月3日　11団体参加

第10回懐かしの名画祭8月9日～10日

入場者　418人

本物の舞台芸術総合体験事業（オペラ公演）　８月５日

入場者　909人

文化課

本年度 2,440 2,440

前年度 787 787

増減額 1,653 1,653

　地域住民の文化活動拠点として市民から親しまれており、
また文化の発展として市民文化祭、名画祭等実施してい
る。文化団体育成助成事業費

　田川文化センター駐車場より車椅子用スロープの設置工
事と文化センター、青少年文化ホール内の舞台連絡用通信
機器（インカム）購入文化会館改修経経費



（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

文化課

本年度 30,247 4,348 25,899

前年度 26,055 2,168 23,887  （内訳）

増減額 4,192 2,180 2,012     保守点検委託料 8,565 千円

    光熱水費 5,800 千円

    修繕料 444 千円

    保険料他 617 千円

     美術館協議会・資料収集審査 139 千円

    展覧会案内印刷 231 千円

    人件費 11,661 千円

    出張旅費他 860 千円

    事務機器・図書購入費 1,930 千円

文化課

本年度 22,508 8,101 14,407

前年度 24,631 8,300 16,331  （内訳）

増減額 △ 2,123 △ 199 △ 1,924     展覧会事業

         伊東深水展、第12回英展、写真展・永遠の蒸気機関車

         大内田茂士展

    教育普及事業

             夜の美術館、ワークショップ等

美術館施設を維持管理するための保守点検委託料や、光
熱水費、修繕料、所蔵作品の保険料を支出している。

美術館維持管理費

「英展」をはじめ国内外の優れた作品を集めた企画展、自
主企画展、子ども絵画展、館蔵品展等の開催。また、教育
普及事業として「夜の美術館」、子どもから大人までを対象
にした「ワークショップ」も開催し、市民の多様なニーズに応
えることを目的として事業を展開している。

美術館企画展事業費



（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

文化課

本年度 4,000 2,000 2,000

前年度 7,992 7,992  （内訳）

増減額 △ 3,992 2,000 △ 5,992     美術品購入

             加呂昌太郎「作品94053ＷＢ」

             菊畑茂久馬「海宮一」

             是澤清一「東大寺」

             中島宏「青瓷彫文壺」

             福島善三「鉄釉掛分条文鉢」

             光行洋子「寓意的構成 '91-Ⅲ」

文化課

本年度 629 629

前年度

増減額 629 629

「田川市美術館美術資料収集及び審査に関する要綱」に基
づき、美術資料を購入した。

美術品購入事業費

第１９回国民文化祭・ふくおか２００４に係る経費

国民文化祭事業費



（６）　主要な施策の成果について（教育部）
（単位：千円）

国 県 起　債 その他 一般財源

図書館

本年度 35,543 35,543 　 市民向けの本読みボランティア養成講座、郷土史公開講座

前年度 45,980 6,604 39,376

増減額 △ 10,437 △ 6,604 △ 3,833

担当課名 内　　　　　　　容
財　　　源　　　内　　　訳

金　額事　　業　　名

1．　ブックスタート類似事業

　　子育ての中に本を取り入れ、子どもが成長に応じて多くの

図書館費 本と出会えるよう､試行実施した｡

2．　各種講座の実施

読書講演会などの各種講座を展開し、子どもは勿論、市民

生活の中に読書を取り入れるように啓発してきた。また、広報

たがわによる新刊のお知らせも市民に浸透しつつある。

3．　レファレンスサービス

　図書館利用者の調査・研究の援助を行うもので､利用者から

の質問、相談に対して、図書館の資料や機能を活用して調べ

方や文献を紹介したりする業務である。

　　当館では7名の司書資格保有者がこれにあたり、市民から

は好評を得ている。

４・　学校図書館との連携

　平成１４年度に新規購入した移動図書館車（４代目いずみ
号）　　　　　　には、３,５００冊に及ぶ図書を搭載でき、学校や
保育所等との連　　　　携も更に充実し、学校における授業前、
朝の１０分間読書運動も　　　　市内18校で推進されている。
「子どもが読みたい時に、読みたい　　　　本が手に入る」環境
整備を心がけ、今後一層の充実を図る必要がある。
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