
( 歳　入 ) （単位：千円）

・地方交付税

　【普通交付税】

　【特別交付税】

近年の本市の決定状況を参考に算出。

・臨時財政対策債

前年度算定額に、地方財政計画の前年度比を乗じて算出。

※地方財政計画　　地方交付税＝対前年度1.3％、臨時財政対策債＝対前年度7.7％（ただし、市町村分は▲6.3％）

　

・地方交付税

Ｈ２０当初 Ｈ１９当初 増減額 Ｈ１８決算 Ｈ１７決算 Ｈ１６決算

普通交付税 6,310,000 6,300,000 10,000 7,238,045 6,978,372 6,906,992

特別交付税 733,311 845,871 △ 112,560 1,288,143 1,009,304 1,131,312

計 7,043,311 7,145,871 △ 102,560 8,526,188 7,987,676 8,038,304

平成１９年度普通交付税決定額は　　　6,339,029　　

・臨時財政対策債

Ｈ２０当初 Ｈ１９当初 増減額 Ｈ１８決算 Ｈ１７決算 Ｈ１６決算

臨時財政対策債 410,000 440,000 △ 30,000 515,000 573,200 751,400

平成１９年度臨時財政対策債確定額は　443,000

平成２０年度　当初予算　主要事項

　財政課

　地方交付税及び臨時財政対策債

項目（事業）内容

予算額及びその内訳

担当課

項目（事業）名

基準財政需要額については、地方財政計画を参考に単位費用を見込み、算定の基礎となる数値（測定単位等）で変動があるものについてはそれ
ぞれ個々に見込むことにより算出した。
一方、基準財政収入額については、本市の税収動向に、地方財政計画による収入見込み（地方譲与税等）を加味して算出した。



( 歳　入 ) （単位：千円）

平成２０年度　当初予算　主要事項

・市民税

　

・固定資産税

・軽自動車税

・市たばこ税

・鉱産税

景気回復による鉱物等の採鉱量が見込まれることから、前年度より増収を見込んでいる。

Ｈ２０当初 Ｈ１９当初 増減額 Ｈ１８決算 Ｈ１７決算 Ｈ１６決算

個人市民税 1,682,500 1,716,700 △ 34,200 1,371,248 1,306,598 1,299,897

法人市民税 447,200 416,600 30,600 421,281 448,822 374,889

固定資産税 2,242,359 2,202,400 39,959 2,198,215 2,314,014 2,366,857

軽自動車税 94,257 94,138 119 94,133 89,906 86,580

市たばこ税 460,130 450,100 10,030 459,009 432,983 468,260

鉱産税 5,200 4,600 600 5,019 5,105 4,972

計 4,931,646 4,884,538 47,108 4,548,905 4,597,428 4,601,455

禁・分煙運動や健康ブーム等の社会情勢を反映し消費本数は減少傾向にあるが、18年度税制改正に伴う増税の影響も薄れ、一定の需要が見込
まれることから、前年度より増収を見込んでいる。

項目（事業）名

商品軽自動車の減免による収入減があるが、昨今の原油の高騰により軽自動車の需要が堅調であることから、前年度並みの収入を見込んでい
る。

　市税

土地については、前年度並みの収入を見込みとしているが、家屋については、在来家屋の評価額の据置、新増築家屋によるプラス要因、滅失家
屋や軽減・減免等のマイナス要因を勘案した結果前年度より増収を見込まれ、また償却資産についても、設備投資の状況把握が困難ではある
が、緩やかながら回復傾向にある現状から、前年度より増収を見込んでおり、固定資産税全体では、大幅な収入増を見込んでいる。

個人市民税については、税源移譲による税収増の要素があるものの、少子高齢化や団塊世代の退職等による影響が大きく、前年度より減収を
見込んでおり、法人市民税については、原油の高騰や市況の混乱など不安要素はあるが、依然緩やかながら回復傾向にあるため、前年度より増
収を見込んでおり、市民税全体では、ほぼ前年度並みの収入を見込んでいる。

項目（事業）内容

担当課

予算額及びその内訳

　税務課



( 歳　出 ) （単位：千円）

・第３次定員適正化計画の推進に基づく職員数の減

　 予算編成時における人員数 　　　　　　　　　　≪対前年度との比較≫

２０年度 414人 　　行政改革（地域手当の廃止、人員削減） △ 98,426

１９年度 425人 　　その他（職員共済費の減など） △ 6,115

増減数 △ 11人 　　退職手当（退職者の増） 272,062

　　　　　　　　計 167,521

・団塊世代の大量退職者に伴う退職手当の増 　　【参考】 退職手当を除く計 △ 104,541

予算編成時における退職者数

２０年度 20人

１９年度 9人

増減数 11人

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 3,757,046 3,757,046

１９年度 3,589,525 3,589,525

増減額 167,521 0 0 0 0 167,521

平成２０年度　当初予算　主要事項

項目（事業）名 　人件費

項目（事業）内容

金　額
財　　　源　　　内　　　訳

　人事課担当課

予算額及びその内訳



( 歳　出 ) （単位：千円）

平成２０年度　当初予算　主要事項

・市勢要覧作成経費

　

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 3,800 3,800

１９年度 0

増減額 3,800 0 0 0 0 3,800

担当課 　企画課

項目（事業）名 　市勢要覧作成経費

項目（事業）内容 ２０年度に本市が市制６５周年を迎えることから、これを記念し、市勢要覧を作成する。

【仕様内容】
　　○サイズ　　　 Ａ４
　　○ページ数　　３６ページ（表紙＋本文３２ページ）
　　○印刷　　　　  オールカラー
　　○部数　　　　  １，５００部
　　●その他 　　 データ納品（イラストレータ）

金　額
財　　　源　　　内　　　訳

予算額及びその内訳



( 歳　出 ) （単位：千円）

平成２０年度　当初予算　主要事項

・生活保護法による保護の決定実施に伴う扶助費

　

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 4,083,850 3,055,999 111,917 10,000 905,934

１９年度 4,242,805 3,174,603 119,000 10,000 939,202

増減額 △ 158,955 △ 118,604 △ 7,083 0 0 △ 33,268

金　額
財　　　源　　　内　　　訳

予算額及びその内訳

　保護課

項目（事業）名 　生活保護費

項目（事業）内容 本市の生活保護の状況は、過去９年間、保護率の上昇が続いているが、１７年度以降は伸び率が鈍化してきており、１９年度（１１月１日現在）は世
帯数が１．1ポイント、人員が△０．８ポイントの伸びで、更に伸び率が低下している。
しかしながら、失業対策事業の廃止の影響も考えられるため、過去の伸び率等を参考にしながら各種扶助費の見込みをおこなった。

担当課

１４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

世帯数 1,369 1,462 1,587 1,662 1,720 1,738 1,770

伸び率 105.23 106.79 108.55 104.73 103.49 101.05 101.84

人　員 1,984 2,156 2,343 2,438 2,500 2,481 2,520

伸び率 107.01 108.67 108.67 104.05 102.54 99.24 101.57

53,626 53,286 52,943 52,755 51,536 51,055 50,555

37.0 40.5 44.3 46.2 48.5 48.6 49.8

【生活保護の状況】

保　　護　　率

基　礎　人　口
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平成２０年度　当初予算　主要事項

・地域総合整備資金貸付金

　

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 46,000 46,000 0

１９年度 0 0

増減額 46,000 0 0 46,000 0 0

【貸付先事業者の事業内容】
　　高齢者福祉施設整備事業（高齢者ケアハウス建設）
　　　建設予定地　田川市大字奈良１５２９－２２４
　　　　敷地面積　　　　　　１，８１９㎡
　　　　建物延床面積　　　１，７３９㎡

金　額
財　　　源　　　内　　　訳

予算額及びその内訳

　健康福祉課

項目（事業）名 　地域総合整備資金貸付事業

項目（事業）内容

担当課

地域振興に資する民間事業活動等が積極的に展開されるように、地方公共団体がふるさと財団の支援を得て民間事業者等に長期の無利子資金
を融資するもの。



( 歳　出 ) （単位：千円）

平成２０年度　当初予算　主要事項

・妊産婦健康診査事業費

　

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 10,451 10,451

１９年度 5,445 5,445

増減額 5,006 0 0 0 0 5,006

金　額
財　　　源　　　内　　　訳

現在、妊婦を対象に疾病等に対する予防措置として健康診査を県医師会に委託、実施しており、本市の場合、２回の受診まで公費負担としてい
る。
しかしながら、近年の少子化対策の一環として、妊娠中の健診費用の負担が求められており、妊娠・出産に係る経済的不安を解消し、少子化の解
消の一助とするとともに積極的な妊婦健康診査の受診を図るため、妊婦健康診査について自治体における公費負担の充実を図る必要性が指摘さ
れている。
こうした状況から、健康診査の内容について、今回、県と県医師会との協議で、血液検査や超音波検査の充実などの検査項目の見直しをおこなわ
れ、その結果契約単価の改定（第１回　６，４７０円→１０，０００円、第２回以降　５，９７０円→６，０００円）があり、また公費負担の回数についても、
近隣自治体の実施状況を踏まえ、現在の２回から３回に増やすこととしたため、前年度より大幅な増となった。

担当課 　健康福祉課

項目（事業）名 　妊産婦健康診査事業

項目（事業）内容

予算額及びその内訳
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平成２０年度　当初予算　主要事項

・健康診査事業費

【見直しの内容】

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 10,871 4,464 6,407

１９年度 23,161 3,465 3,465 10,209 6,022

増減額 △ 12,290 △ 3,465 △ 3,465 0 △ 5,745 385

予算額及びその内訳

　① 特定健診（生活機能評価も含む）
　　　対象は国保被保険者の４０歳以上７４歳以下の者、さらに６５歳以上の者に対しては、介護保険法に基づく生活機能評価（生活機能チェック、
　　　生活機能検査）を実施
　② がん検診
　　　対象は全市民、健康増進法に基づく検診（肺がん、胃がん、大腸がん、子宮がん、乳がん、骨粗しょう症、肝炎ウィルス） を実施
　③ ヤング健診（仮称）
      対象は日頃から健（検）診を受ける機会のない２０歳以上３９歳以下の者

金　額
財　　　源　　　内　　　訳

項目（事業）名 　健康診査事業

項目（事業）内容 本市では、全市民を対象に老人保健法並びに健康増進法の規定に基づき総合健（検）診事業（基本健診、がん検診など）を実施してきた。
こうした中、国は、２０年４月から「高齢者の医療の確保に関する法律」（以下「法」という。）に基づき、内臓脂肪型肥満（メタボリックシンドローム）に
着目した生活習慣病予防のための健診・保健指導を強化・推進するため、『特定健診』『特定保健指導』の制度を導入することとした。
この制度の実施主体は、法により各医療保険者に義務付けられることとなるため、市は国保保険者の立場として国保被保険者のうち４０歳～７４歳
の被保険者を対象とした健診・保健指導（特定健診・特定保健指導）の実施義務を負うこととなるが、義務化されることによって健診受診率の向上
も求められており、２４年度までに特定健診の受診率が 低３３．０％を満たさない場合、後期高齢者医療支援金が加算・減額（±１０％、±５，０００
万円程度）される等のペナルティが課されることとなる。（現在本市の受診率は１０．１％）
この特定健診・特定保健指導の導入により、健診の実施主体は各医療保険者の義務となり、これまで市民を対象とした総合健（検）診事業のあり
方を根本的に見直す必要が生じた。

担当課 　健康福祉課
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平成２０年度　当初予算　主要事項

・後期高齢者医療制度に伴う負担金、扶助費

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 517,676 517,676

１９年度 26,344 26,344

増減額 491,332 0 0 0 0 491,332

７５才以上及び６５～７５才の一定の障害者が対象の老人保健制度が廃止され、２０年４月から新たに後期高齢者医療制度が開始される。
これに先立ち、１９年３月に県内全市町村加入の「福岡県後期高齢者医療広域連合」が創設され、１９年度より広域連合に負担金を支出することと
なった。
また、現在、国民健康保険事業においては被保険者に対し疾病予防・健康増進を促進し医療費の節減に繋がる物療助成を実施しているが、後期
高齢者医療事業では運営主体である広域連合が実施しないこととなったため、市独自の施策として、後期高齢者被保険者に対し引き続き助成を行
い、医療費節減を図る。

金　額

項目（事業）名 　後期高齢者医療費

項目（事業）内容

財　　　源　　　内　　　訳

予算額及びその内訳

担当課 　保険課
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平成２０年度　当初予算　主要事項

・工業用地等造成事業費

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 42,671 34,200 8,471

１９年度（6月補正後） 323,060 278,100 44,960

増減額 △ 280,389 0 0 △ 278,100 34,200 △ 36,489

項目（事業）名 　工業用地等造成事業

項目（事業）内容 本市では、企業誘致を積極的に推進するため、工業用地の整備に取り組んでいる。
現在、工業団地のひとつである望岳台団地の造成を進めているところであるが、２０年度は、その土地鑑定及び地質調査を実施する。
さらに、産炭地域活性化基金を活用し、団地進入路の付け替え・拡幅工事も併せて実施する。

金　額
財　　　源　　　内　　　訳

予算額及びその内訳

　企業誘致育成推進室担当課
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平成２０年度　当初予算　主要事項

・コミュニティ広場整備事業助成金

【助成先の事業内容】

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 2,500 2,500 0

１９年度 0

増減額 2,500 0 0 0 2,500 0

　コミュニティ広場整備事業助成金

項目（事業）内容 橘区には地域住民が集い、憩える広場がないため、区が実施主体となって、伊田商店街の空き店舗を活用し、ベンチやバーゴラ（日差しや風を和
らげる棚）を設置した『コミュニティ広場（さのよい広場）』を整備することになっており、市は「財団法人自治総合センター」の『一般コミュニティ助成事
業』を活用し、事業助成金を支出するものである。

金　額
財　　　源　　　内　　　訳

   コミュニティ広場（さのよい広場）整備事業
　　　　整備予定地　田川市伊田町２８９６番５
　　　　　敷地面積　　　　　　　１２３．８３㎡
　　　　　総事業費　　　        　３，４６０千円
　　　　　助成金　　　　　　　　　 ２，５００千円
　　　　　地元負担　　　　　　　　    ９６０千円
　　　　　※伊田商店街振興組合が負担

担当課

予算額及びその内訳

　商工労政課

項目（事業）名
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平成２０年度　当初予算　主要事項

・ＴＡＧＡＷＡコールマインフェスティバル負担金

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 10,100 5,000 5,100

１９年度 10,100 5,000 5,100

増減額 0 0 0 0 0 0

担当課 　商工労政課

項目（事業）名 　ＴＡＧＡＷＡコールマインフェスティバル負担金

項目（事業）内容 本市の炭坑の歴史・文化を発信し、交流人口の増加、地域の活性化を図るとともに、後世にその歴史・文化を継承していくことを目的に、１８年度か
ら、「市民の、市民による、市民のためのまつり」を開催しており、実行委員会にその負担金を支出している。
引き続き２０年度においても、さらなる発展、定着を目指し、実施するものである。

金　額
財　　　源　　　内　　　訳

予算額及びその内訳
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平成２０年度　当初予算　主要事項

・農地・水・環境保全向上対策事業費

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 3,838 284 3,554

１９年度 4,400 4,400

増減額 △ 562 0 284 0 0 △ 846

担当課 　農政課

項目（事業）名 　農地・水・環境保全向上対策事業

項目（事業）内容 近年、農村地域では、担い手の高齢化、後継者不足等の問題を抱え、農地・農業用水等の資源、自然環境や景観を保全管理することが困難に
なっている。
本事業は、食料・農業・農村基本計画の中の「農地等の資源の良好な保全管理の推進」施策として、１９年度から２３年度までの５年間継続すること
が条件に実施される事業である。
この事業は、地域の農業者と非農業者も含めた団体（組織）と市が協定を結び、その団体が農村環境の保全等を行った場合に、福岡県農地・水・
環境保全協議会より活動費（１０a当たり 田：４，４００円、畑：２，８００円

金　額
財　　　源　　　内　　　訳

予算額及びその内訳

【福岡県農地・水・環境保全協議会の負担内容】

２０年度 １９年度

　活動団体　　　　　　　　　　　 １１団体 １１団体

　対象面積 　　　 田 ３１６ha ３１３．７７ha

　　　　　　　　 　　 畑 １１ha １０．８５ha

　負担割合　 国　１／２　 ７，１０６千円 ７，０５４千円

県　１／４　 ３，５５３千円 ３，５２８千円

市　１／４　 ３，５５３千円 ３，５２８千円

　総事業費　　　　　  １４，２１２千円 １４，１１０千円



( 歳　出 ) （単位：千円）

平成２０年度　当初予算　主要事項

・荒廃森林再生事業費

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 417 416 1

１９年度 0

増減額 417 0 416 0 0 1

担当課 　農政課

項目（事業）名 　荒廃森林再生事業

項目（事業）内容 本事業は、森林の有する公益的機能の重要性にかんがみ、荒廃した森林を再生し、環境の森林として保全するため、２０年度から２９年度まで１０
年間かけて、荒廃した公有林以外の森林（推計：約４１０ha）の整備（間伐・枝打等）及び造成（植林未済地への広葉樹の植栽等）などを実施するも
のである。
２０年度は事業計画等の策定に必要な荒廃森林（２０年度対象面積：４０．５１ha）の現況調査（荒廃森林の特定調査）、森林所有者の意向確認調査
のみ実施し、２１年度以降は前年度調査した面積の整備と翌年度整備予定面積の調査を並行して実施する。
なお、本事業は、２０年度から導入される環境森林税（県税）が財源となっており、県補助金（１０／１０）が交付される。

予算額及びその内訳

金　額
財　　　源　　　内　　　訳



( 歳　出 ) （単位：千円）

平成２０年度　当初予算　主要事項

・改良住宅建設事業費

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 78,634 44,289 34,200 145 0

１９年度 679,521 451,573 227,200 396 352

増減額 △ 600,887 △ 407,284 0 △ 193,000 △ 251 △ 352

予算額及びその内訳

　建築住宅課

項目（事業）名 　改良住宅建設事業

項目（事業）内容 本事業は、住宅地区改良法の適用を受け、昭和４８年度から旧炭鉱住宅の住環境整備のため実施している事業であり、現在松原第1地区の住環
境整備に取り組んでいる。
第５工期（２０～２１年度）については、改良住宅建設、緑地・児童遊園造成、地区内道路整備などを計画しており、２０年度では工事設計、不良住
宅の買収・除却、緑地・児童遊園造成を実施し、２１年度で改良住宅建設及び地区内道路整備に着手する予定である。

担当課

金　額
財　　　源　　　内　　　訳



( 歳　出 ) （単位：千円）

平成２０年度　当初予算　主要事項

・鉄砲町地区急傾斜地崩壊対策事業費

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 5,166 2,080 3,086

１９年度（9月補正後） 8,001 4,000 4,000 1

増減額 △ 2,835 0 △ 1,920 △ 4,000 0 3,085

金　額
財　　　源　　　内　　　訳

項目（事業）内容 鉄砲町地区にある旧浦野市住跡地の払い下げ残地は急傾斜地となっており、崩壊の危険性があるため、現在調査・測量を実施しているところであ
り、２０年度当初では周辺住民の家屋事前調査（１４軒）に要する経費を計上した。

予算額及びその内訳

　建築住宅課

項目（事業）名 　鉄砲町地区急傾斜地崩壊対策事業

担当課



( 歳　出 ) （単位：千円）

平成２０年度　当初予算　主要事項

・公営住宅ストック総合改善事業費

【２０年度実施内容】

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 144,182 51,622 76,000 390 16,170

１９年度 105,646 42,740 62,200 510 196

増減額 38,536 8,882 0 13,800 △ 120 15,974

　建築住宅課

　公営住宅ストック総合改善事業

本事業は、田川市公営住宅等ストック総合活用計画に基づき、公営住宅の住戸改善（バリアフリー化、トイレの水洗化）及び外壁改修をおこなうも
のである。
また、テレビ放送のデジタル化に伴う既存市営住宅の共同受信アンテナ改修、消防法改正に伴う住宅用火災報知機設置も併せて実施する。

担当課

項目（事業）名

項目（事業）内容

予算額及びその内訳

金　額
財　　　源　　　内　　　訳

対象箇所 棟数（戸数）

棚木市住 ３棟（１２戸）

田川団地 ３棟（８０戸）

棚木市住 ３棟（１２戸）

田川団地 ９棟（４４６戸）

川宮香町市住 ４棟（１８戸）

西ヶ浦団地 ６棟（１５０戸）

田川団地 ９棟（２２３戸）

川宮団地 ２棟（３８戸）

城山団地 １４棟（９４戸）

住戸改善（バリアフリー化、トイレの水洗化）

外壁改修

火災報知機設置

共視聴アンテナ施設改善

共視聴アンテナ施設改善

共視聴アンテナ施設改善

火災報知機設置

火災報知機設置

改善内容

共視聴アンテナ施設改善

対象箇所 棟数（戸数）

棚木市住 ３棟（１２戸）

田川団地 ３棟（８０戸）

棚木市住 ３棟（１２戸）

田川団地 ９棟（４４６戸）

川宮香町市住 ４棟（１８戸）

西ヶ浦団地 ６棟（１５０戸）

田川団地 ９棟（２２３戸）

川宮団地 ２棟（３８戸）

城山団地 １４棟（９４戸）

住戸改善（バリアフリー化、トイレの水洗化）

外壁改修

火災報知機設置

共視聴アンテナ施設改善

共視聴アンテナ施設改善

共視聴アンテナ施設改善

火災報知機設置

火災報知機設置

改善内容

共視聴アンテナ施設改善



( 歳　出 ) （単位：千円）

平成２０年度　当初予算　主要事項

・改良住宅ストック総合改善事業費

【２０年度実施内容】

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 174,664 82,064 60,800 31,800

１９年度 113,959 53,314 60,600 45

増減額 60,705 28,750 0 200 0 31,755

担当課

金　額

項目（事業）名 　改良住宅ストック総合改善事業

項目（事業）内容 本事業は、既設改良住宅の安全性及び住環境を改善するため、外壁改修工事及び手摺改修工事をおこなうものである。
また、テレビ放送のデジタル化に伴う既存市営住宅の共同受信アンテナ改修、消防法改正に伴う住宅用火災報知機設置も併せて実施する。

財　　　源　　　内　　　訳

　建築住宅課

予算額及びその内訳

対象箇所 棟数（戸数）

大藪団地 ４棟（１００戸）

芳ヶ谷団地 ２棟（６０戸）

松原第一団地 １４棟（２８２戸）

松原団地 ４２棟（９４０戸）

大藪団地 １０棟（２５０戸）

鎮西団地 １５棟（４１０戸）

三井伊田団地 ２６棟（７２８戸）

芳ヶ谷団地 ８棟（２１０戸）

後藤寺東団地 ７棟（１５３戸）

後藤寺東団地 １７棟（４９０戸）

昭和団地 ３棟（６０戸）

外壁手摺改修

外壁手摺改修

火災報知機設置

火災報知機設置

火災報知機設置

火災報知機設置

火災報知機設置

火災報知機設置

改善内容

火災報知機設置

共視聴アンテナ施設改善

火災報知機設置

対象箇所 棟数（戸数）

大藪団地 ４棟（１００戸）

芳ヶ谷団地 ２棟（６０戸）

松原第一団地 １４棟（２８２戸）

松原団地 ４２棟（９４０戸）

大藪団地 １０棟（２５０戸）

鎮西団地 １５棟（４１０戸）

三井伊田団地 ２６棟（７２８戸）

芳ヶ谷団地 ８棟（２１０戸）

後藤寺東団地 ７棟（１５３戸）

後藤寺東団地 １７棟（４９０戸）

昭和団地 ３棟（６０戸）

外壁手摺改修

外壁手摺改修

火災報知機設置

火災報知機設置

火災報知機設置

火災報知機設置

火災報知機設置

火災報知機設置

改善内容

火災報知機設置

共視聴アンテナ施設改善

火災報知機設置



( 歳　出 ) （単位：千円）

平成２０年度　当初予算　主要事項

・旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労事業費

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 907,110 391,894 202 156,700 57,577 300,737

１９年度 1,141,948 466,620 214 213,600 100,000 361,514

増減額 △ 234,838 △ 74,726 △ 12 △ 56,900 △ 42,423 △ 60,777

　労働対策課

本事業は、１８年度をもって特定地域開発就労事業（以下「特開事業」という。）が終息したことに伴い、特開事業から引退した者の生活の激変緩和
を図るため、旧特開事業従事者暫定就労事業への就労を希望する者に対して、暫定的に就労の機会を与えることを目的とした事業である。
９年度から平原住宅団地の造成をおこなっており、２０年度も引き続き実施する。

金　額
財　　　源　　　内　　　訳

予算額及びその内訳

担当課

項目（事業）名 　旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労事業

項目（事業）内容



( 歳　出 ) （単位：千円）

平成２０年度　当初予算　主要事項

・南大通り線整備事業費

【県施工事業内容】

　道路工事、用地買収（５０㎡）、物件補償（１件）

・後藤寺東町線整備事業費

【県施工事業内容】

　用地補償（５０５㎡）、物件補償（４件）、事前調査（５件）、桟橋設置、橋脚（１基）

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 58,000 43,100 14,900

１９年度 65,833 30,000 35,833

増減額 △ 7,833 0 0 13,100 0 △ 20,933

国道３２２号バイパスと国道２０１号線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、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３０８ｍ、幅員１６～１７ｍの道路整備をする県事業であり、その事業費に対する地元
負担金（事業費の１／４、１／６）である。

予算額及びその内訳

　都市計画課

　街路整備事業

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の道路整備をする県施
工事業であり、その事業費に対する地元負担金（事業費の１／４）である。

金　額
財　　　源　　　内　　　訳

項目（事業）名

項目（事業）内容

担当課



( 歳　出 ) （単位：千円）

平成２０年度　当初予算　主要事項

・農村環境整備事業費

【上条井堰用水路改良工事】

【金国農道舗装工事】

【伊加利農道舗装工事】

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 42,650 15,580 20,300 6,770

１９年度 24,600 10,440 10,600 3,560

増減額 18,050 0 5,140 9,700 0 3,210

本農道は未舗装となっているため、舗装することにより農業用機械の搬入を容易にし、野菜等の荷傷み防止を図り、米、野菜等の複合経営を推進
することで、農業経営の安定を図る。

本農道は未舗装となっているため、舗装することにより農業用機械の搬入を容易にし、野菜等の荷傷み防止を図り、米、野菜等の複合経営を推進
することで、農業経営の安定を図る。

金　額

担当課

本農業用水路は暗渠で経年劣化に伴う陥没が発生し取水不能により、農業生産に支障を来たしているとともに、管路上には家屋が建てられ維持
管理が困難な状況にある。
今回、用水路を整備することで、生産基盤を確立し、農業経営の安定を図る。

財　　　源　　　内　　　訳

　土木課

項目（事業）名 　農村環境整備事業費

項目（事業）内容 本事業は、農業生産の安定を図るため、農道の改良・舗装やため池の護岸整備など、農村環境を整備するものである。

予算額及びその内訳



( 歳　出 ) （単位：千円）

平成２０年度　当初予算　主要事項

・公立学校校舎耐震化事業費

【２０年度実施内容】

　　・耐震診断・改修設計業務・・・金川小学校校舎、中央中学校校舎

　　・耐震補強･躯体保全・改修工事・・・猪位金中学校校舎、田川中学校校舎

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 78,900 32,536 26,400 19,964

１９年度（9月補正後） 223,060 76,114 108,700 38,246

増減額 △ 144,160 △ 43,578 0 △ 82,300 0 △ 18,282

予算額及びその内訳

担当課

金　額
財　　　源　　　内　　　訳

項目（事業）内容 本事業は、建築基準法等による新耐震基準施行（昭和56年）以前に建築された公立学校施設について、耐震診断及び改修設計を行った後、耐震
改修を実施するもので、　初年度に耐震診断・改修設計を実施し、その結果に基づき、次年度に耐震改修をおこなう。

　教育総務課

項目（事業）名 　公立学校校舎耐震化事業



( 歳　出 ) （単位：千円）

平成２０年度　当初予算　主要事項

・小・中学校特別支援教育支援員経費

【特別支援教育支援員の配置状況】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 9,684 9,684

１９年度 6,687 6,687

増減額 2,997 0 0 0 0 2,997

予算額及びその内訳

項目（事業）名

担当課

項目（事業）内容

金　額
財　　　源　　　内　　　訳

　小・中学校特別支援教育支援員経費

学校教育法により規定された特別支援教育の推進を図るため、特別支援学級に在籍する児童生徒の介助及び通常学級に在籍するLD（学習障
害）、ADHD（注意欠陥・多動性障害）、高機能自閉症等の障害を持った児童生徒の学習支援を職務とする特別支援教育支援員の任用を行う。

　学校教育課

２０年度 １９年度

小学校 ８名 ７名

中学校 ４名 ４名

計 １２名 １１名

２０年度 １９年度

小学校 ８名 ７名

中学校 ４名 ４名

計 １２名 １１名



( 歳　出 ) （単位：千円）

平成２０年度　当初予算　主要事項

・記念特別企画展経費

【記念特別企画展の内容】　　※企画展・シンポジウムの名称は、いずれも仮称

　○特別企画展Ⅰ　　　　『 二本煙突がみた田川の石炭　- 三井田川鉱業所の軌跡 - 』　（石炭歴史博物館）

　○記念シンポジウム 　『 炭坑の語り部たち 』　（石炭歴史博物館）　

　○特別企画展Ⅱ　　　　『 山本作兵衛翁と炭坑の生活　- 絵と日記からみた筑豊炭田 - 』　（石炭歴史博物館、美術館）　

国 県 市　債 その他 一般財源

２０年度 5,429 1,605 3,824

１９年度 0

増減額 5,429 0 0 0 1,605 3,824

項目（事業）名 　記念特別企画展経費

項目（事業）内容 ２０年度に、本市が市制６５周年、博物館が開館２５周年、二本煙突が築１００周年をそれぞれ迎えることから、これを記念し、特別企画展を石炭歴
史博物館と美術館で開催する。

担当課 　文化課

予算額及びその内訳

金　額
財　　　源　　　内　　　訳
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