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第 8期実施計画書 

◆ 実施計画の概要 

1. 実施計画策定の目的 

本市は第五次太宰府市総合計画において、長期的な将来像を「歴史とみど

り豊かな文化のまち」と設定し、十年後の目指すべきまちの姿として 

「生きがいと尊厳を持ち安全で安心して暮らせる福祉と教育のまち」 

「快適な生活空間と自然とが共生する環境にやさしいまち」 

「地域の特色と豊かな資源を活かした魅力と活気あふれるまち」 

を掲げています。 

これらを実現するために、2 つのまちづくりの理念を「協働のまちづくり

～みんなが幸せになるために、みんなで考え、みんなで実現すること～」「太

宰府らしさを活かしたまちづくり～まるごと博物館（まちぐるみ歴史公園）

～」とし、より具体的に実現していくため 7 つの柱を目標としました。 

(1) 健やかでやすらぎのある福祉のまちづくり 

(2) 安全で安心して暮らせるまちづくり 

(3) 豊かな心を育みふれあいを大切にするまちづくり 

(4) 人と自然が共生する環境にやさしいまちづくり 

(5) 魅力的な生活空間が整い産業が活気づくまちづくり 

(6) 歴史を活かし文化を守り育てるまちづくり 

(7) 市民と共に考え共に創るまちづくり 

    本実施計画は、第五次総合計画に定められた施策・基本事業の中で、各部署

において積極的に取り組む事業について具体的に示すものです。 

    そして、第五次総合計画の実現を目指し、基本計画において定められた施策

をその緊急度、行財政事情等を勘案し、計画的に実施していくために策定する

ものです。 

基本計画 

前期・後期 

実施計画 

市の将来像を定めるとともに、目

標を示すもの 

目標を体系付け、具体化した基本

的な施策を示したもの 

財政計画に基づき、具体的に事業

の計画とスケジュールを明らか

にしたもの 

総合計画の構成 

基本構想 
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第 8期実施計画書

2. 第８期実施計画の期間及び内容 

（1）実施計画期間･･･平成 30 年度～平成 32 年度（３か年） 

計画の期間は 3 か年とし、次年度以降は社会経済情勢や市民ニーズ、事業の優

先度、財政状況などに応じてローリング方式として、毎年度、柔軟に見直し、調整

などを行っていきます。 

（2）実施計画内容･･･第五次総合計画実現に向けた主な事業 

①額に関わらず、総合計画の目標を達成する上で重要な事業 

②①の事業について、各課より選出し、部長会義・経営会議にて総合的に検証を行

い、重点的に取り組む主な事業 

ただし、正規職員の人件費は事業費の中に含んでいません。 

また、平成 2７年度から予算細目および事務事業と同一レベルにすることによっ

て、予算との関係をよりわかりやすくなるように変更しています。 

（3）その他 

この実施計画は、平成 30 年５月に策定したものであり、事業内容、事業費等は

変更になる場合があります。 

 【参照】第五次総合計画スケジュール 

 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

基本構想[10 年] 

H23～H32.3.31 

基本計画 

[前期 5 年／後期 5 年] 

実施計画 

[ﾛｰﾘﾝｸﾞ方式：3 か年] 

第 1 期：H23～H25

第 2 期：H24～H26 

第 3 期：H25～H27 

第 4 期：H26～H28 

第 5 期：H27～H29 

第 6 期：H28～H30 

第７期：H29～H31 

第８期：H30～H32 

 ※第８期実施計画は、後期基本計画において策定しています。 
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３．第8期実施計画事業費一覧表

　第五次総合計画後期基本計画　第8期実施計画（目標ごとの事業費） （単位：千円）

平成32年度

1 17,395,364

2 950,108

3 1,641,860

4 812,970

5 2,092,398

6 442,948

7 408,085

23,743,733

４．第8期実施計画事業体系
H30担当課

○ 保育児童課
○ 保育児童課
○ 保育児童課
○ 保育児童課
○ 保育児童課
○ 国保年金課
○ 国保年金課
○ 保育児童課
○ 元気づくり課
○ 福祉課
○ 高齢者支援課
○ 高齢者支援課
○ 高齢者支援課
○ 高齢者支援課
○ 福祉課
○ 福祉課
○ 福祉課
○ 国保年金課
○ 福祉課
○ 福祉課
○ 元気づくり課
○ 元気づくり課
○ 元気づくり課
○ 国保年金課
○ 国保年金課
○ 国保年金課
○ 国保年金課
○ 国保年金課
○ 国保年金課
○ 生活支援課

成人健康診査事業

地域福祉関係事業

国民健康保険税徴税事務事業(特別会計)

特定健康診査・特定保健指導事業(特別会計)

国民健康保険事業特別会計関係事業

05 生涯健康づくりの推進
母子健康診査事業

予防接種事業

06 社会保障の適正な運営

医療費適正化事業(特別会計)

国民健康保険運営事業(特別会計)

後期高齢者医療関係事業
生活保護事業

シルバー人材センター関係事業

老人憩いの場整備事業

03 障がい福祉の推進

障がい者自立支援給付事業
障がい者地域生活支援関係事業

障がい児通所支援給付関係事業
重度障がい者医療費支給関係事業

目標1
健やかでやすらぎ
のある福祉のまち
づくり

01 子育て支援の推進

児童手当給付事業
児童扶養手当給付事業
市立保育所管理運営事業
教育・保育施設事業
学童保育所管理運営事業
子ども医療費支給関係事業

家庭児童相談事業

02 高齢者福祉の推進

幼稚園就園奨励関係事業
ひとり親家庭等医療費支給関係事業

包括的支援事業(介護保険事業特別会計)

在宅老人福祉事業
老人クラブ関係事業

社会福祉協議会関係事業
04 地域福祉の推進

合　　　　　　計 22,750,377 23,090,808 69,584,918

目     標 施             策 第8期実施計画対象事業

歴史を活かし文化を守り育てる
まちづくり

427,047 445,548 1,315,543

市民と共に考え共に創るまちづくり 337,248 385,076 1,130,409

人と自然が共生する環境にやさしい
まちづくり

806,932 805,604 2,425,506

魅力的な生活空間が整い産業が活気づく
まちづくり

2,118,392 1,922,739 6,133,529

安全で安心して暮らせるまちづくり 917,557 927,591 2,795,256

豊かな心を育みふれあいを大切にする
まちづくり

1,666,652 1,629,875 4,938,387

計画項目（目標）
実施計画期間事業費見込

３か年事業費合計
平成30年度 平成31年度

健やかでやすらぎのある福祉の
まちづくり

16,476,549 16,974,375 50,846,288
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H30担当課

○ 防災安全課

○ 防災安全課
○ 防災安全課
○ 建設課
○ 産業振興課

○ 人権政策課

○ 社会教育課
○ 人権政策課
○ 文化学習課
○ 文化学習課
○ スポーツ課
○ 社会教育課
○ 学校教育課
○ 学校教育課
○ 社会教育課
○ 学校教育課
○ 学校教育課
○ 学校教育課
○ 社会教育課
○ 文化学習課

○ 環境課

○ 産業振興課
○ 環境課
○ 環境課
○ 環境課
○ 環境課

○ 都市計画課

○ 建設課
○ 都市計画課
○ 地域コミュニティ課

○ 建設課
○ 建設課
○ 建設課
○ 建設課
○ 都市計画課
○ 上下水道施設課
○ 上下水道施設課
○ 上下水道施設課
○ 産業振興課
○ 建設課

○ 文化財課

○ 文化財課
○ 文化財課
○ 文化財課
○ 文化財課
○ 観光推進課
○ 国際･交流課

○ 地域コミュニティ課

○ 文書情報課
○ 経営企画課
○ 総務課
○ 経営企画課
○ 管財課

常備消防事業
07 防災・消防体制の整備充実

広域行政推進事業
公共施設整備関係事業

27 産業の振興
商工振興支援事業

水城跡整備事業
大宰府跡等整備事業

32 情報の共有化と活用
市長と語る会事業

11 人権を尊重するまちづくりの推進

要・準要保護児童関係事業

人権教育推進事業

太宰府館管理運営事業
30 国際交流・友好都市交流の推進 国際交流関係事業

コミュニティバス運営事業
道路橋梁新設改良事業

生活道路改良事業

渋滞対策事業
25 良質な水道水の安定供給 水道施設整備事業(企業会計)

20 低炭素社会の構築 地球温暖化対策事業
21 環境教育・学習の推進 環境基本計画推進事業

16 文化芸術の振興 文化芸術振興事業

要・準要保護生徒関係事業

道路橋梁維持補修事業

道路施設等管理事業

26 下水道の整備と普及促進
汚水管きょ整備事業(企業会計)

23 計画的なまちづくりの推進
都市計画事務事業

目標7
市民と共に考え共
に創るまちづくり

31 市民参画の推進 地域コミュニティ推進事業

ＩＣＴ推進事業

33 市民のための行政運営
人材育成事業

雨水排水施設設備事業(企業会計)

農業用施設整備事業

目標6
歴史を活かし
文化を守り育てる
まちづくり

28 文化遺産の保存と活用

史跡地公有化事業

日本遺産育成関係事業
市民遺産育成関係事業

29 観光基盤の整備充実

目標5
魅力的な生活空間
が整い産業が活気
づくまちづくり

22 未来に伝える景観づくり 歴史的風致維持向上計画推進事業

公園整備事業

24 地域交通体系の整備

目標4
人と自然が共生
する環境にやさし
いまちづくり

17 生活環境の向上 環境美化推進事業

18 自然共生社会の構築 荒廃森林再生事業

19 循環型社会の構築
ごみ処理事業
ごみ減量事業

スポーツ施設管理運営事業
14 社会教育の推進 社会教育委員等関係事業

15 学校教育の充実

学校教育運営事業
小学校管理運営事業
小学校施設整備事業

中学校管理運営事業
中学校施設整備事業

目標3
豊かな心を育み
ふれあいを大切
にするまちづくり

南隣保館管理運営事業

12 男女共同参画の推進 男女共同参画推進センター管理運営事業

13 生涯学習の推進
生涯学習推進事業
図書館管理運営事業

目     標 施             策 第8期実施計画対象事業

目標2
安全で安心して暮
らせるまちづくり

災害対策関係事業

08 防犯・暴力追放運動の推進 防犯対策事業
09 交通安全対策の推進 交通安全施設整備事業
10 安全な消費生活の推進 消費者行政・啓発事業
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第8期実施計画書 目標１　健やかでやすらぎのある福祉のまちづくり

◆ 第8期実施計画（施策）

目標１　健やかでやすらぎのある福祉のまちづくり

予算 H30年度 H31年度

事業費計 1,345,080 1,355,841

予算 H30年度 H31年度

事業費計 300,045 311,047

予算 H30年度 H31年度

事業費計 227,909 225,921

予算 H30年度 H31年度

事業費計 1,700,305 1,801,005

予算 H30年度 H31年度

事業費計 89,804 90,296

担当部署

担当部署

担当部署

担当部署

（単位：千円）実施計画 児童手当給付事業

父母の離婚などによって、ひとり親世帯等の状況にある児童を監護している父母または養育者に対し
て、児童扶養手当を支給（所得制限あり）することによって、ひとり親世帯等の子育てに関する経済
的負担を軽減し、生活の安定と自立の促進を図る。

事業概要

合計H32年度

合計

（単位：千円）

933,544

679,742

市立保育所管理運営事業

225,912

合計

児童扶養手当給付事業 （単位：千円）

施策01

基本方針
子育て家庭への支援及び保育サービスの充実を図り、子どもが健やかに育つことができる社会、親が安心して
子どもを産み育てることができるまちづくりを推進します。

事業概要
日本国内に住所があって、中学校終了前の児童を養育している人に対して、児童手当を支給（所得制
限あり）することによって、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童
の健やかな成長に資する。

4,067,609

子育て支援の推進

1,366,688

H32年度

健康福祉部　保育児童課担当部署

実施計画

322,452

健康福祉部　保育児童課

健康福祉部　保育児童課

健康福祉部　保育児童課

健康福祉部　保育児童課

実施計画

市立保育所の運営により保育の必要量と教育・保育の質の確保を図り、保護者の就労等と子育ての両
立を支援する。

事業概要

H32年度

実施計画 教育・保育施設事業 （単位：千円）

事業概要

太宰府市子ども・子育て支援事業計画に基づき、既存施設の増改築や小規模保育施設の新設などによ
り、待機児童解消に向けた整備を行い、定員の確保に努め、安心して子どもを産み育てることができ
るまちづくりの実現を目指す。また、私立保育園に対し、障がい児保育事業や看護師配置事業をはじ
めとする入所児童の処遇を改善する事業に対する補助や運営委託費などにより、保護者の就労等と子
育ての両立を支援し、安心して子育てができる環境整備を総合的に推進する。

H32年度

H32年度 合計

90,296 270,396

合計

1,828,505 5,329,815

実施計画 学童保育所管理運営事業 （単位：千円）

事業概要

保護者の就労、または病気等で家庭において学校から帰宅しても適切な監護に欠ける児童及び働く保
護者に対して、放課後（学校休業日は一日）の生活を守る学童保育所を運営することによって、児童
の安心安全な放課後の生活の場を提供し、保護者の働く権利を守る。市内１７か所の学童保育所の運
営を指定管理者に委託し、効率的に事業を進めている。子どもの家庭を取り巻く環境が大きく変化し
ており、対象希望者が増加しているため、将来の需要に即した定員の確保に努める。
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第8期実施計画書 目標１　健やかでやすらぎのある福祉のまちづくり

予算 H30年度 H31年度

事業費計 302,707 305,707

予算 H30年度 H31年度

事業費計 46,015 47,400

予算 H30年度 H31年度

事業費計 156,819 159,171

予算 H30年度 H31年度

事業費計 4,104 4,104

予算 H30年度 H31年度

事業費計 36,910 11,910

予算 H30年度 H31年度

事業費計 53,410 89,341

実施計画 包括的支援事業（介護保険事業特別会計） （単位：千円）

事業概要

高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるようにするため、以
下の事業を行うことにより、地域包括ケアシステムの構築に向けた一助とする。特に地域包括支援セ
ンターについては、地域包括ケアシステムの構築及び介護予防・日常生活支援総合事業の推進等にお
ける中核的機関として位置づけられていることから、その機能強化を図るとともに、高齢者の状況等
を随時把握しつつ、更なる利便性を勘案した内容を検討していく。
◇地域包括支援センター運営事業　　　◇地域ケア会議推進事業　　　　　　◇認知症総合支援事業
◇生活支援体制整備事業　　　　　　　◇在宅医療・介護連携推進事業

担当部署 健康福祉部　高齢者支援課

H32年度 合計

93,341 236,092

担当部署

担当部署

担当部署

施策02

事業概要

健康福祉部　福祉課

H32年度

（単位：千円）

高齢者福祉の推進

477,549161,559

地域、ＮＰＯ・ボランティア団体、事業所などと連携し、高齢者が健康で、尊厳と生きがいを持ちながら、住
み慣れた地域で安心して生活を送ることができるようなまちづくりを推進します。

基本方針

健康で働く意欲を持った60歳以上の高齢者に就労の機会を提供し、その豊かな経験や能力を生かし
て社会参加の推進を図るとともに、活力ある地域社会づくりを目指して事業展開している太宰府市シ
ルバー人材センターへの支援を行い、センターの充実を図ることにより、高齢者の就労を促進する。

H32年度 合計

308,707

健康福祉部　保育児童課

市民生活部　国保年金課

ひとり親家庭等医療費支給関係事業 （単位：千円）

１８歳までの子どもがいるひとり親家庭等の親子に対して医療費を助成することによって、ひとり親
家庭等の子育て支援を推進し、子育て環境の充実を図る。

市民生活部　国保年金課

実施計画

（単位：千円）

子育て世帯の保護者に対して、就学前及び小学生の通院・入院医療費、また中学生の入院医療費を助
成することによって、子どもの健やかな成長を図り、保護者の医療費負担を軽減する。

子ども医療費支給関係事業

実施計画

事業概要

担当部署

H32年度 合計

48,800 142,215

実施計画

11,910

合計

（単位：千円）

H32年度 合計

市内に居住し、認可された私立幼稚園に通園している園児に対して、幼稚園就園奨励費補助（所得額
に応じて変動・所得制限あり）をすることによって、家庭の所得状況に応じて保護者の経済的負担の
軽減を図るとともに、幼稚園教育を振興する。

実施計画

事業概要

事業概要

917,121

幼稚園就園奨励関係事業

60,730

シルバー人材センター関係事業

実施計画 家庭児童相談事業 （単位：千円）

事業概要
家庭児童相談室において、配慮が必要な子どもの発達や子育ての相談、不登校やいじめ・学力のこと
などの相談を行い、必要に応じて他の関係機関と連携している。さらに、他の関係機関との連携によ
り、児童虐待の早期発見、防止に努めている。

担当部署 健康福祉部　元気づくり課

H32年度 合計

4,104 12,312
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第8期実施計画書 目標１　健やかでやすらぎのある福祉のまちづくり

予算 H30年度 H31年度

事業費計 5,470 5,470

予算 H30年度 H31年度

事業費計 2,798 2,450

予算 H30年度 H31年度

事業費計 300 4,300

予算 H30年度 H31年度

事業費計 980,903 1,020,139

予算 H30年度 H31年度

事業費計 127,966 134,364

予算 H30年度 H31年度

事業費計 335,560 385,894

実施計画 在宅老人福祉事業 （単位：千円）

事業概要

介護予防・生きがい活動支援事業として、地域住民が主体となって地域の実情に応じて運営される介
護予防・生活支援の活動に対し、予算の範囲内で財政支援を行う（活動内容によっては、介護保険事
業特別会計における地域支援事業への移行を検討する）。また、非課税世帯に属する要介護（支援）
認定者が、在宅生活を継続するために行う住宅改修に対し、県の補助金を活用し、その費用を助成す
る。

担当部署 健康福祉部　高齢者支援課

H32年度 合計

2,970 13,910

実施計画 老人クラブ関係事業 （単位：千円）

事業概要

高齢者の生きがいや健康づくりに資することを目的とした長寿クラブ連合会及び単位クラブの活動に
対し、予算の範囲内で財政支援を行うこと等により、高齢者福祉の向上を図る。また、老人クラブ
は、地域包括ケアシステムの構築に向け、介護予防・生活支援の担い手としての役割も期待されてい
ることから、会員数の増加とともに、さらなる組織の活性化を図る。

担当部署 健康福祉部　高齢者支援課

H32年度 合計

2,502 7,750

実施計画 老人憩いの場整備事業 （単位：千円）

事業概要
高齢者に対する教養の向上及びレクレーション等を行うための集いや憩いの場の整備を自治会におい
て促進するため、その建物の新築及び増改築等に対する経費を助成する。

担当部署 健康福祉部　高齢者支援課

H32年度 合計

4,300 8,900

障がいのある人に対して、障がい者手帳の受付・進達・交付を行う。申請に基づき、日常生活介護や
訓練の場を提供するとともに、補装具の交付及び修理費の給付を行うことにより、障がいのある人の
日常生活上の困難さを改善し、かつ社会参加の機会を確保し、自分らしい自立した生活を送ることが
できるよう支援する。また、自立支援医療費の給付により経済的負担の軽減を図る。

障がい者自立支援給付事業実施計画

障がいのある人に対して、地域の特性や利用者の状況に応じた多様な障がい福祉サービス事業を実施
することによって、障がいのある人の日常生活上の困難さを改善し、かつ社会参加の機会を確保し、
自分らしい自立した生活を送ることができるよう支援する。

事業概要

実施計画

3,061,986

障がいのある子どもに対して、申請に基づき受給者証を交付しサービスの利用を促進することによっ
て、障がいのある子どもの日常生活における基本的な能力の向上や保護者の負担の軽減を図る。

（単位：千円）

担当部署

（単位：千円）

施策03

H32年度

障がい福祉の推進

H32年度

141,082

健康福祉部　福祉課

健康福祉部　福祉課

健康福祉部　福祉課

基本方針 障がいのある人もない人も、共に暮らせる人権と福祉のまちづくりの実現を推進します。

（単位：千円）

事業概要

障がい者地域生活支援関係事業

障がい児通所支援給付関係事業

合計

H32年度

443,778

事業概要

担当部署

担当部署

1,165,232

合計

403,412

1,060,944

実施計画

合計
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第8期実施計画書 目標１　健やかでやすらぎのある福祉のまちづくり

予算 H30年度 H31年度

事業費計 149,708 151,208

予算 H30年度 H31年度

事業費計 94,665 94,665

予算 H30年度 H31年度

事業費計 584 584

予算 H30年度 H31年度

事業費計 77,930 77,930

予算 H30年度 H31年度

事業費計 39,515 39,515

予算 H30年度 H31年度

事業費計 212,544 212,544

実施計画 母子健康診査事業 （単位：千円）

事業概要

市内に居住する妊産婦及び乳幼児に対して、健康診査(妊婦健診・乳幼児健診)を受診してもらうこと
によって異常を早期発見し、適切な治療に結びつけることで母子の健康の保持増進を図る。また、健
診の機会を通じて妊産婦及び乳幼児の保護者が健康増進、異常の早期発見の必要性を理解し行動でき
るようにする。

担当部署 健康福祉部　元気づくり課

H32年度 合計

77,930 233,790

152,708

（単位：千円）

H32年度

担当部署 市民生活部　国保年金課

実施計画

健康寿命の延伸に向けて、心身ともにいきいきとした元気な生活を送るために、生涯を通した健康づくりを推
進します。

合計

（単位：千円）

「第三次太宰府市地域福祉計画」の方向性に沿った事業を推進し、「支え手」「受け手」の関係を超
えて、子ども・高齢者・障がい者などすべての人々が、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をとも
に創っていく「地域共生社会」の実現に向け、地域住民と行政との協働による包括的支援体制の構築
を図る。また、太宰府市社会福祉協議会が策定した「第三次太宰府市地域福祉活動計画」の取り組み
と連携し、地域福祉の充実を図る。

施策05 生涯健康づくりの推進

基本方針

健康福祉部　福祉課
584

事業概要

1,752
担当部署

H32年度

地域福祉関係事業

39,515

実施計画 予防接種事業 （単位：千円）

事業概要
市民に対し、予防接種の重要性を啓発し、定期予防接種の接種率を高めることで、市民の健康づくり
を推進する。

担当部署 健康福祉部　元気づくり課

H32年度 合計

212,544 637,632

重度の障がい者に対して医療費を助成することによって、障がい者が経済的な不安を抱えずに必要十
分な医療を受けることができるようにする。

事業概要

地域と行政が共に支えあい、すべての人が地域社会で安心して暮らすことができる「ここに住んでよかった。
住み続けたい」と思える福祉のまちづくりを目指します。

地域福祉の推進

基本方針

合計

施策04

453,624

実施計画 重度障がい者医療費支給関係事業

成人健康診査事業

合計

実施計画

一般健診(20～39歳の市民及び40歳以上の生活保護受給者が対象)やがん検診(全市民対象)を受診し
てもらうことによって自身の健康状態を把握するとともに、健康の維持を図ってもらう。また、疾病
の早期発見や早期治療につなげることによって、健康寿命の延伸を図る。

H32年度

事業概要

（単位：千円）

健康福祉部　元気づくり課担当部署
118,545

実施計画 社会福祉協議会関係事業 （単位：千円）

事業概要
地域の福祉活動の拠点としての役割を持つ太宰府市社会福祉協議会に対して、運営支援をすることに
よって、地域に安定した福祉サービスを提供する。

担当部署 健康福祉部　福祉課

H32年度 合計

94,665 283,995
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第8期実施計画書 目標１　健やかでやすらぎのある福祉のまちづくり

予算 H30年度 H31年度

事業費計 14,046 14,327

予算 H30年度 H31年度

事業費計 7,098 7,239

予算 H30年度 H31年度

事業費計 64,437 65,725

予算 H30年度 H31年度

事業費計 624,884 637,381

予算 H30年度 H31年度

事業費計 6,991,042 7,129,969

予算 H30年度 H31年度

事業費計 924,171 951,117

予算 H30年度 H31年度

事業費計 1,559,820 1,637,811

40歳から74歳までの国民健康保険被保険者に対し、特定健診の受診勧奨を行うとともに、健診結果
に基づき、特定保健指導の実施対象とされた方に対し特定保健指導を実施することによって、病気の
重症化を予防し、被保険者の健康を維持することで、健康寿命の延伸を図る。

担当部署 市民生活部　国保年金課

H32年度 合計

67,039

担当部署 市民生活部　国保年金課

H32年度 合計

7,383 21,720

実施計画 国民健康保険運営事業（特別会計） （単位：千円）

事業概要
県が提示する「国民健康保険事業費納付金額」を基に、県に対し、国民健康保険事業費納付金を納め
ることで、国民健康保険事業の健全で安定した事業運営を図る。

担当部署 市民生活部　国保年金課

H32年度 合計

7,265,428 21,386,439

特定健康診査・特定保健指導事業（特別会計） （単位：千円）

事業概要

合計

14,613 42,986

実施計画 国民健康保険税徴税事務事業（特別会計） （単位：千円）

事業概要
国民健康保険加入世帯の世帯主に対して、所得等に応じた適正な賦課・徴収を行うことによって、国
民健康保険事業の健全な運営を図る。

H32年度 合計

1,719,701 4,917,332

975,275 2,850,563

実施計画 生活保護事業 （単位：千円）

事業概要
生活困窮等により生活保護を申請された世帯について必要な調査を実施し、保護が決定した場合は各
扶助による最低生活を保障するとともに、世帯に応じた適切な援助方針を策定し、自立に向けた指導
を行う。また、他法他施策の活用等により、自立に向けた支援を行う。

健康福祉部　生活支援課

市民生活部　国保年金課

担当部署

担当部署

（単位：千円）

事業概要
７５歳以上の高齢者（一部６５歳以上）に対して必要十分な医療を受けることができるように後期高
齢者医療を運営することによって、高齢者が生涯健やかに暮らしていけるようにする。

H32年度 合計

実施計画

国民健康保険事業特別会計関係事業

社会保障の適正な運営

基本方針

実施計画

650,129 1,912,394

後期高齢者医療関係事業

実施計画

担当部署

（単位：千円）

197,201

実施計画 医療費適正化事業（特別会計） （単位：千円）

事業概要
国民健康保険被保険者に対して、適正受診の普及・啓発等を行うことによって、医療費の適正化を図
る。

市民が健康で安心して生活を営むことができるよう、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、生活保護の
各制度の健全かつ適正な運営を行います。

施策06

市民生活部　国保年金課

合計

事業概要

H32年度

国民健康保険事業特別会計に対して、法定の経費を繰出しすることによって、国民健康保険事業の運
営の安定化を図る。

担当部署 市民生活部　国保年金課

H32年度
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第8期実施計画書 目標２　安全で安心して暮らせるまちづくり

目標2　安全で安心して暮らせるまちづくり

予算 H30年度 H31年度

事業費計 33,439 30,305

予算 H30年度 H31年度

事業費計 799,411 797,334

予算 H30年度 H31年度

事業費計 6,435 6,530

予算 H30年度 H31年度

事業費計 70,850 86,000

担当部署 総務部　防災安全課

H32年度 合計

819,851 2,416,596

実施計画 常備消防事業 （単位：千円）

事業概要

太宰府市と筑紫野市における消防・救急業務に対応するため設立している筑紫野太宰府消防組合
（一部事務組合）に対して、負担金を支払うことによって、迅速・的確に対応できる組織体制、設
備等を整備する。現在、２消防署、２出張所に消防、救急車両を配備し、火災、救急業務を始め風
水害や地震等の自然災害への対応等を行っている。

担当部署 総務部　防災安全課

H32年度

30,305

防災・消防体制の整備充実

事業概要

基本方針

実施計画

施策07

自助・共助・公助という役割をそれぞれが認識し、将来にわたり「災害に負けない力強いまち」「安全・安
心に暮らせるまち」の実現を目指します。

災害対策関係事業 （単位：千円）

自主防災組織の設立促進・支援や防災意識向上の啓発活動等を積極的に行うことにより、防災や災
害発生時における地域による初動体制の確立・減災を期待できる。併せて、民間企業やＮＰＯ法人
等と災害時の対応業務の協力・連携体制を構築することにより、総合的かつ迅速な災害対応が望め
る。また、災害情報提供手段の維持管理及び災害時に備えた備蓄食料や飲料水、資機材等の一定量
の確保について、今後も継続的かつ計画的にすすめる。

合計

94,049

合計

86,000

交通安全対策の推進

H32年度

実施計画

19,495
担当部署 総務部　防災安全課

事業概要

都市整備部　建設課

道路交通安全施設の整備改善を進め、正しい交通ルールの啓発や交通マナーの向上を推進し、交通安全意識
の高揚を図ります。

担当部署
242,850

施策08 防犯・暴力追放運動の推進

道路区画線やガードレール、点字タイル等の交通安全施設の整備改善を進めるとともに、交通管理
者と共同してゾーン30の規制を進め、安全かつ快適に道路を通行できるようにする。

（単位：千円）

市民の安全を守るため、行政、警察、消防、大学、企業、ボランティア団体(住民、団体を含む）などや地域
住民などと連携し、地域の防犯意識の高揚と犯罪抑止機能の向上を図るとともに、暴力追放に取り組みま
す。

基本方針

防犯対策事業

H32年度 合計

実施計画

地域の防犯協議会等への参加を通じ自治会に対して子どもの見守り活動や犯罪防止パトロール等の
大切さを啓発することによって、地域の夜間防犯パトロールの回数を増やす。その他、地域見守り
カメラを適切な箇所に設置することによって、犯罪の抑止効果を向上させる。また、暴力追放推進
市民協議会の活動を通じ、市民が安心して生活できる暴力のない明るく住みよいまちにするため、
広く市民に暴力追放に関する理解を求めるとともに、各種団体の協力のもとに市民運動を推進する
ことにより、市内からあらゆる暴力を追放する。

（単位：千円）

事業概要

基本方針

6,530

施策09

交通安全施設整備事業
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第8期実施計画書 目標２　安全で安心して暮らせるまちづくり

予算 H30年度 H31年度

事業費計 7,422 7,422

施策10 安全な消費生活の推進

7,422

実施計画

事業概要

H32年度

（単位：千円）

合計

消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができるよう、「消費者安全法」に基づき、消費生活に
おける被害の発生、拡大の防止のために、消費者事故などの情報提供や相談窓口体制の充実を図ります。

基本方針

22,266
担当部署 観光経済部　産業振興課

消費者行政・啓発事業

市民が安全で安心な消費生活を送ることができるよう、契約時に発生したトラブルや悪質業者によ
る被害などの消費生活に関する相談窓口として、市消費生活センターの窓口を開設している。ま
た、研修等により相談を受ける相談員の資質向上を図るとともに、市民対象の出前講座や広報への
掲載及び街頭啓発を行うことにより、消費者トラブルの未然防止につなげる。
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第8期実施計画書 目標3　豊かな心を育みふれあいを大切にするまちづくり

目標3　豊かな心を育みふれあいを大切にするまちづくり

予算 H30年度 H31年度

事業費計 57,313 54,873

予算 H30年度 H31年度

事業費計 5,442 7,850

予算 H30年度 H31年度

事業費計 21,024 21,024

予算 H30年度 H31年度

事業費計 4,225 5,563

（単位：千円）

適切な施設の管理と、男女共同参画に関する講座や就労に役立つ資格取得講座、イベントを開催す
ることによって、利用しやすい施設にするとともに、男女共同参画の認識を深め、市民の活動支援
及び交流促進を図る。

社会福祉法人みらいに業務を委託。相談者と市役所各課との連携のために、南隣保館との連絡調整
を密に行う。また、高齢者の健康維持、生活基盤の安定を図るため、施設設備の修繕等を行う。

5,563

（単位：千円）実施計画

実施計画

まほろば市民大学を開校し、受講生全員で学ぶ教養講座、4つのコースに分かれて学ぶ専門講座を運
営している。自分の学習やボランティア活動を通して社会との関わりをもち、だれもが生きがいを
もって楽しく暮らせる社会をつくることが必要である。生きがいや健康づくりを促進することとと
もに、講座で学ばれた教養・技能を地域社会に還元していただく仕組みづくりの一環として開校し
ている。

15,351

事業概要

63,072

生涯学習推進事業

H32年度 合計

担当部署

担当部署 市民生活部　人権政策課

教育部　文化学習課

施策13

合計

教育部　社会教育課

H32年度

（単位：千円）

事業概要

合計

（単位：千円）

H32年度

男女共同参画の推進

167,05954,873

実施計画 南隣保館管理運営費

担当部署 市民生活部　人権政策課

事業概要

男女共同参画推進センター管理運営事業

市民一人ひとりに人権尊重の理念を普及し、理解を深めることにより、部落差別解消推進法及び人
権教育啓発推進法等に基づいた教育及び啓発への寄与を目的とするとともに、学校教育とも連携を
図る。
・人権講座「ひまわり」の開催（夜間講座５回・昼間講座１回）
・啓発冊子「わたしたちの手でしあわせをひとつに」の発行（２回・１２月及び２月）
　以上の２項目、及び同和問題啓発強調月間市民講演会の講師選定に当たっては、平成２８年度か
ら組織した「人権啓発事業企画運営会議」において、全庁的・横断的な職員の意見を反映させなが
ら実施している。
・「人権まつりだざいふ201９」の開催（平成３１年２月２４日）

担当部署

人権を尊重するまちづくりの推進

基本方針

施策11

事業概要

21,024

基本方針

市民が生涯にわたって主体的に学習活動を継続でき、その成果を地域で発揮できる環境づくりのため、学習
機会の拡充、情報の提供、指導者の育成、施設整備を行っていきます。

基本方針

一人ひとりの人権が尊重され、すべての人が共生・共存できる差別のない社会を目指し、人権尊重の視点を
備えた施策を総合的に進めます。

生涯学習の推進

施策12

社会のあらゆる分野において、男女が共に参画し、責任と喜びを分かち合い、性別に関わらず個人の能力と
個性が発揮できるまちづくりを進めます。

H32年度

実施計画 人権教育推進事業

合計

7,900 21,192
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第8期実施計画書 目標3　豊かな心を育みふれあいを大切にするまちづくり

予算 H30年度 H31年度

事業費計 75,703 74,568

予算 H30年度 H31年度

事業費計 172,879 203,516

予算 H30年度 H31年度

事業費計 9,700 9,700

予算 H30年度 H31年度

事業費計 108,027 178,750

予算 H30年度 H31年度

事業費計 315,435 327,261 355,318

（単位：千円）

実施計画 学校教育運営事業 （単位：千円）

H32年度

224,839

教育部　スポーツ課

事業概要

図書館管理運営事業 （単位：千円）実施計画

社会教育委員の会において、子どもたちに対する地域の課題や今後の地域の在り方について議論し
た結果、近頃、地域で子どもたちの「笑い声が聞こえない」との事で、地域で子どもたちに目を向
ける日・子どもたちを地域で育てる日、すなわち「地域子どもの日」策定に向けた活動を行ってい
る。２９年度より３自治会においてモデル的に施行中。３０年度は、５モデル地区を追加し活動
中。

事業概要

159,260 446,037

事業概要

合計

担当部署

施策14

事業概要

誰もが楽しく快適にスポーツ活動が行えるよう、施設の管理・運営及び施設整備、用具等の充実を
図る。また、施設の管理・運営においては、個々の施設の特性を考慮して、指定管理者制度の運用
を検討し、利用者のニーズに対応したサービスの提供、経費削減、稼働率の向上などの改善がなさ
れるよう、定期的に見直しを行う。施設整備においては、スポーツ施設の老朽化が進む中、より多
くの利用者が快適・安全に利用できるよう、状況把握により優先順位を定め、適切な維持管理と備
品整備を計画的に行う。

998,014

H32年度

教育部　学校教育課

教育部　学校教育課

203,516 579,911

（単位：千円）

合計

校務支援システムの導入やICT環境整備をはじめとした学校施設の整備等を行うことによって、児童
の確かな学力向上と教育環境（施設、教材等備品、教職員）の充実を図る。

小学校管理運営事業

H32年度

実施計画 スポーツ施設管理運営事業

担当部署

担当部署

合計

実施計画

事業概要

基本方針
郷土を愛し、地域とともに生き、自ら生きる力を培うことのできる児童生徒の育成をめざして、「確かな学
力」「豊かな人間性」「健やかな体」「郷土を愛する心」を重点目標にさまざまな取組を行います。

学校教育の充実施策15

社会教育委員等関係事業

9,700

（単位：千円）実施計画

29,100

市立小・中学校に在籍する児童・生徒に対して、保健及び安全に関する事務並びにALT、スクール
カウンセラー及び特別支援教育支援員等を配置し、教育内容の充実及び教育環境の整備を図る。

合計

教育部　社会教育課

基本方針

担当部署

74,568

H32年度

教育部　文化学習課担当部署

H32年度

社会教育の推進

家庭、学校、地域との連携とともに、関係団体との協働、支援を図ることにより、地域や家庭の教育力向上
に努め、より一層の社会教育の推進を目指します。

生活に必要な情報や自身を高めるための知識・教養を求める市民に対し、資料収集と利用促進、読
書相談およびレファレンス（調査研究支援）を行うことにより、図書館を利用して情報や知識・教
養を得てもらう。

合計
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第8期実施計画書 目標3　豊かな心を育みふれあいを大切にするまちづくり

予算 H30年度 H31年度

事業費計 243,567 250,000

予算 H30年度 H31年度

事業費計 64,000 64,000

予算 H30年度 H31年度

事業費計 136,287 132,935

予算 H30年度 H31年度

事業費計 403,889 250,000

予算 H30年度 H31年度

事業費計 43,000 43,000

予算 H30年度 H31年度

事業費計 6,161 6,835

事業概要

文化芸術の振興施策16

基本方針
文化芸術に接する機会の充実を図り、市民が気軽に文化芸術活動に参加できるような環境づくりに努めま
す。

文化芸術振興事業

合計

小学校施設整備事業

施設の改修工事、維持管理、保守点検を実施することによって、生徒の教育の場にふさわしい環境
を提供する。

実施計画 中学校管理運営事業 （単位：千円）

（単位：千円）

事業概要
太宰府市独自の施策と併せ国の基準に則り、経済的事情により義務教育を受けることが困難な世帯
に対して、義務教育にかかる費用の一部を援助する。

担当部署 教育部　学校教育課

H32年度 合計

43,000

実施計画 要・準要保護児童関係事業 （単位：千円）

事業概要
国の基準に則り経済的事情により義務教育を受けることが困難な世帯に対して、義務教育にかかる
費用の一部を援助する。

64,000

6,835 19,831

市民に優れた文化芸術を提供することで、日々の生活が豊かで潤いのあるものとなる。また、本市
が目指している「文化あふれる豊かなまちづくり」を推進することにも繋がる市民講演会・コン
サート等を行うことで、文化芸術を身近に感じてもらい、豊かな情操を養うことに寄与する。

（単位：千円）実施計画

H32年度 合計

担当部署

H32年度

合計

教育部　学校教育課

（単位：千円）

教育部　文化学習課

担当部署

担当部署

担当部署

実施計画

教育部　社会教育課
743,567

事業概要

250,000

要・準要保護生徒関係事業

129,000

実施計画

中学校施設整備事業 （単位：千円）

事業概要
施設の改修工事、維持管理、保守点検を実施することによって、児童の教育の場にふさわしい環境
を提供する。

担当部署 教育部　社会教育課

H32年度

H32年度

実施計画

合計

250,000 903,889

192,000

事業概要
校務支援システムの導入やICT環境整備をはじめとした学校施設の整備等を行うことによって、生徒
の確かな学力向上と教育環境（施設、教材等備品、教職員）の充実を図る。

H32年度 合計

136,303 405,525

教育部　学校教育課
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第8期実施計画書 目標4　人と自然が共生する環境にやさしいまちづくり

目標4　人と自然が共生する環境にやさしいまちづくり

予算 H30年度 H31年度

事業費計 5,528 5,528

予算 H30年度 H31年度

事業費計 17,010 17,010

予算 H30年度 H31年度

事業費計 35,715 33,865

予算 H30年度 H31年度

事業費計 747,882 747,882
市民生活部　環境課担当部署

747,882 2,243,646

合計H32年度

ごみ処理事業

実施計画 荒廃森林再生事業 （単位：千円）

事業概要 ごみ収集および処理場への搬入によって、廃棄物を適正に処理する。

実施計画 （単位：千円）

H32年度

自然が有する多面的な機能を市民とともに守り育て、有効に活用しながら、より良い自然環境を次世代へ継承
することで、人と自然が共生する社会の構築を図ります。

担当部署
5,528

合計

施策18

廃棄物などの発生抑制と適正な循環的利用や処分を行うことで、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷がで
きる限り低減される循環型社会の構築を図ります。

循環型社会の構築施策19

生活環境の向上

実施計画

事業概要

施策17

基本方針

ごみのポイ捨てなど環境マナーの向上を図るため、広報等による啓発や個別指導を行う。また、市民
やボランティア団体、企業等が自主的に行う環境美化活動を支援し、地域における環境美化活動を促
進する。

（単位：千円）

公害の防止などの生活環境の保全を図るとともに、市民・来訪者のモラルの向上や自主的な活動を促進するこ
とで、生活環境の向上を図ります。

環境美化推進事業

事業概要
循環型社会の形成およびごみ処理コストの縮減に向けて、地域の実情に合わせたごみ減量施策を展開
する。

103,445
担当部署 市民生活部　環境課

H32年度 合計

33,865

基本方針

16,584

自然共生社会の構築

市民生活部　環境課

実施計画 ごみ減量推進事業 （単位：千円）

事業概要

基本方針

土砂災害防止など公益的機能が発揮できなくなる恐れのある森林の荒廃を未然に防止したり荒廃した
森林の再生を図るため、県からの交付金を受け、長期間管理されず放置された人工林（民有林）の調
査を実施し、所有者と保安林指定を含めた協定を交わしたうえで、強度間伐を行う。

担当部署 観光経済部　産業振興課

H32年度 合計

17,010 51,030
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第8期実施計画書 目標4　人と自然が共生する環境にやさしいまちづくり

予算 H30年度 H31年度

事業費計 64 64

予算 H30年度 H31年度

事業費計 733 1,255

市民生活部　環境課

基本方針

地球温暖化対策事業

合計

（単位：千円）環境基本計画推進事業

環境教育・学習の推進

担当部署
64

より良い環境を未来に引き継ぐため、効果的な環境教育・学習の仕組みづくり、支える人づくりを推進しま
す。

（単位：千円）実施計画

基本方針

10,609

H32年度 合計

H32年度

8,621

実施計画

施策21

事業概要
市民に対して、学校・地域等での出前講座、各種イベントにおいて環境に関する知識や情報を伝える
とともに、関係課や関係機関と連携して環境教育・学習を支える人材を育成することによって、環境
保全に対する意欲と理解を深め、地域環境力の向上を図る。

192

担当部署

行政が率先して省エネルギーへの取組や再生可能エネルギー導入を進め、市民に対してもさらなる促進を図り
ます。

施策20

市民生活部　環境課

市民・事業所に対し、情報提供や啓発を行うことで、日常生活や事業活動においてエネルギーの消費
抑制、効率的利用など省エネ対策や再生可能エネルギー等の導入を促進する。また、市が率先して公
共施設などにおいて省エネルギー対策等の取組みを進める。

事業概要

低炭素社会の構築
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第8期実施計画書 目標5　魅力的な生活空間が整い産業が活気づくまちづくり

目標5　魅力的な生活空間が整い産業が活気づくまちづくり

予算 H30年度 H31年度

事業費計 100,654 139,734

予算 H30年度 H31年度

事業費計 124,095 142,282

予算 H30年度 H31年度

事業費計 21,273 6,100

予算 H30年度 H31年度

事業費計 169,828 159,692

予算 H30年度 H31年度

事業費計 645,260 432,000

実施計画 都市計画事務事業 （単位：千円）

事業概要

都市構造の検証及び空家所有者の意向調査を実施することにより、有効性のある空家施策を構築す
る。また、空家流通を促進するために、不動産の流通支援、住宅のリノベーション支援、高齢者の将
来生活設計、相続財産等の窓口を担う組織づくりを行い、住宅のリノベーション支援並びに賃貸・売
買の支援する事業を新組織が行うための支援を行う。

担当部署 都市整備部　都市計画課

H32年度 合計

616 27,989

H32年度 合計

427,000 1,504,260

担当部署

（単位：千円）

事業概要
主要幹線道路について国庫補助金を活用し、歩道を含めた道路拡幅を行う。また、交通量が多く舗装
の傷んでいる路線や通学路についても舗装修繕や改修を行い、安全かつ快適に道路を通行できるよう
にする。

都市整備部　都市計画課

都市整備部　建設課

総務部　地域コミュニティ課

都市整備部　建設課

実施計画 公園整備事業

H32年度

道路と鉄道・バスなどの公共交通を連携させ、市民や観光客などが移動しやすい交通体系の構築を図ります。

合計

施策24 地域交通体系の整備

基本方針

事業概要

121,306 387,683

（単位：千円）

H32年度

159,692

担当部署

（単位：千円）

事業概要

合計

実施計画 道路橋梁新設改良事業

計画的なまちづくりの推進

公共施設を結ぶ公共交通を提供することによって、交通空白地域の解消や高齢者及び障がい者等の外
出支援として、また、観光客の移動手段として、利便性向上を図る。

公園の樹木剪定や草刈り、遊具やフェンス等の点検・修繕・改修等の管理、遊具の長寿命化対策を行
うことによって、公園を安全に安心して利用できるようにする。

実施計画 コミュニティバス運営事業

本市の位置づける８つの歴史的風致を維持向上する目的で、歴史的風致維持向上計画に基づく各種
ハード・ソフト整備事業を行うことによって、本市の個性である歴史とみどり豊かな文化のまちを誇
りに思う市民意識を高める。

事業概要

自然、歴史、文化が調和する太宰府独自の住環境を生かしながら活力とにぎわいのあるまちづくりを進めま
す。

合計

137,495 377,883

H32年度

施策23

未来に伝える景観づくり施策22

基本方針

基本方針

（単位：千円）歴史的風致維持向上計画推進事業実施計画

太宰府らしい自然景観・まちなみ景観を未来に伝えていくために、市民、事業者などと協働で取り組みます。

489,212

担当部署

担当部署
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第8期実施計画書 目標5　魅力的な生活空間が整い産業が活気づくまちづくり

予算 H30年度 H31年度

事業費計 63,456 73,972

予算 H30年度 H31年度

事業費計 87,558 120,004

予算 H30年度 H31年度

事業費計 46,103 63,614

予算 H30年度 H31年度

事業費計 21,893 20,046

予算 H30年度 H31年度

事業費計 345,046 200,000

予算 H30年度 H31年度

事業費計 304,429 308,400

実施計画 渋滞対策事業 （単位：千円）

事業概要

交通大動脈計画策定事業
（公共交通機関の利用促進、地域公共交通網形成計画策定）
幹線道路の渋滞を軽減して、生活道路への流入抑制
（市街地内の渋滞への取組、総合交通計画策定）
イベント時における交通規制やパークアンドライド（周辺駐車場の活用）を進める。

担当部署 都市整備部　都市計画課

H32年度 合計

27,078 69,017

都市整備部　建設課

H32年度 合計

74,872 212,300

合計

快適で住みよい生活環境及び清らかな河川などの公共用水域の創出に向け、施設整備を進め、その効果を達成
するため下水道の普及向上に努めます。
また、雨水対策として雨水幹線の整備を推進します。

良質な水道水の安定供給

124,350

（単位：千円）生活道路改良事業

担当部署 都市整備部　建設課

H32年度

実施計画 道路橋梁維持補修事業 （単位：千円）

事業概要
道路橋梁等の維持補修や、街路灯の点検補修、照明のLED化等を行うことにより、安全かつ快適に
道路を通行できるようにする。

担当部署

都市整備部　建設課

側溝蓋未設置個所の整備を計画的に進めるとともに、道路・水路の改良や補修要望を各自治会から提
出してもらい、通学路に係る要望とあわせて、市と自治会で協議を行った後に優先箇所から順次、小
改良や補修等を行うことによって安全かつ快適に道路を通行できるようにする。

実施計画

合計

水道施設整備事業（企業会計） （単位：千円）

事業概要
全市民に対して安定して供給できる十分な水量が確保されたため、普及活動を継続的に行いながら、
災害対策の観点からも施設及び老朽管の更新などを進めていく。

担当部署 都市整備部　上下水道施設課

H32年度 合計

実施計画

200,000 745,046

下水道の整備と普及促進施策26

基本方針

173,331

331,912

道路施設等管理事業

基本方針

施策25

水は健康で快適な生活を営むうえで欠くことのできない重要な資源であることから、限りある水との共存を図
りながら、安定供給を維持するとともに、効率的な経営を行います。

（単位：千円）実施計画

63,614

事業概要

事業概要
道路上の草刈りや植栽帯の草取り、植樹帯の樹木剪定等の維持管理を行い、安全かつ快適に道路を通
行できるようにする。

担当部署

H32年度

実施計画 汚水管きょ整備事業（企業会計） （単位：千円）

事業概要
重点的に取り組んでいた北谷・内山地区の整備もほぼ完了し、今後は下水道施設の健全度調査を進
め、既設管きょの更新及び修繕を行っていく。

担当部署 都市整備部　上下水道施設課

H32年度 合計

472,200 1,085,029
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第8期実施計画書 目標5　魅力的な生活空間が整い産業が活気づくまちづくり

予算 H30年度 H31年度

事業費計 51,120 134,260

予算 H30年度 H31年度

事業費計 72,565 72,565

予算 H30年度 H31年度

事業費計 65,112 50,070

事業概要
農業用施設の維持補修を行うことにより、営農に必要な用水の安定供給を図る。
また、ため池を含む多くの農業用施設は築造設置から相当の年数が経って老朽化が進んでおり、防災
上の観点からも補修が必要となっているため、計画的に補修を行う。

担当部署 都市整備部　建設課

H32年度 合計

58,170 173,352

実施計画 農業用施設整備事業 （単位：千円）

経営指導や支援等が必要な市内中小企業者、市内で創業を希望する者に対して、「商工会法」に基づ
き組織された商工会への活動支援として、補助金の交付を行い、商工会よりきめ細やかな経営指導や
支援等を行ってもらうことによって、安定した経営や創業ができるようにする。また、事業の運営や
設備に伴う資金が必要な市内中小企業者に対して、指定金融機関に資金を預託し、事業者に融資を行
う。なお、期間内に完済した事業者については、保証料の補助を行うことにより、運営資金や設備資
金が確保され、自主的経済活動を促進し、安定した経営が行われるようにする。

事業概要

産業の振興

消費者ニーズの多様化やインターネットの普及、郊外型大型店舗の進出などさまざまな環境変化、構造変化に
対応できる中小企業の育成を図り、商店街活性化、観光産業育成を図ります。
都市型近郊農業の活性化を促進するとともに、自己保全管理農地の解消を図ることにより、農地の有効利用を
進めていきます。

基本方針

担当部署

（単位：千円）実施計画 商工振興支援事業

施策27

観光経済部　産業振興課

合計H32年度

72,565 217,695

実施計画 雨水排水施設設備事業（企業会計） （単位：千円）

事業概要
大雨による浸水被害が懸念されていた奥園・国分・五条・芝原地区については整備工事がほぼ完了し
た。残る大きな課題として県の鷺田川改修と合わせて高雄地区の浸水対策等がある。

担当部署 都市整備部　上下水道施設課

H32年度 合計

153,440 338,820
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第8期実施計画書 目標6　歴史を活かし文化を守り育てるまちづくり

目標6　歴史を活かし文化を守り育てるまちづくり

予算 H30年度 H31年度

事業費計 311,730 312,000

予算 H30年度 H31年度

事業費計 24,365 21,500

予算 H30年度 H31年度

事業費計 13,743 30,863

予算 H30年度 H31年度

事業費計 22,000 20,000

予算 H30年度 H31年度

事業費計 3,583 3,583

実施計画 市民遺産育成関係事業 （単位：千円）

事業概要
市民遺産は平成２３年度に策定した太宰府市民遺産活用計画に基づいて育成活動をおこなっており、
市民遺産のもととなる文化遺産は平成２９年度より市民サポーター制度を立ち上げ、景観まちづくり
事業とあわせて市民主体の歴史・文化が暮らしの中にいきづくまちづくりを具体的に行う。

担当部署 教育部　文化財課
H32年度 合計

3,583 10,749

実施計画 日本遺産育成関係事業 （単位：千円）

事業概要

平成27年度に本市の歴史を語るストーリー『古代日本の「西の都」～東アジアとの交流拠点～』が
日本遺産に認定されたことに伴い、太宰府市日本遺産活性化協議会の事務局として、引き続き魅力発
信・情報発信を行う。事業は、多言語ホームページによる対外的な情報発信、市内来訪者の回遊性を
高めるためのパンフレット・アプリ・WiFiゲートページ等の提供・環境整備を行う。またその他、日
本遺産に関わる学習支援・人材育成や、古都大宰府保存協会ほか活動団体等の企画支援を行う。な
お、文化財を活用した地域活性化・観光拠点づくりの目標に向け、観光経済部と連携して環境整備に
も関っていく。

担当部署 教育部　文化財課
H32年度 合計

20,000 62,000

実施計画 大宰府跡等整備事業 （単位：千円）

事業概要

客館地区の史跡整備に先立ち、平成30～32年度の３カ年で、文化財保護法第115条（管理団体の義
務事項としての史跡管理に必要な施設設置を規定）に基づく保存工事を実施する（文化庁補助金）。
また併せて、市議会・地元住民（ワークショップ等）・旧地権者西鉄（平成23年12月27日確認
書）の要望や現状での注目度や史跡来訪状況を鑑み、本格整備に先立ち遺構仮表示等整備工事も実施
する（市単費）。H30年度は、現況測量・工事実施設計を策定、保存工事はH31・32年度に実施す
る。なお、客館地区の史跡東側では歴まち事業による「大宰府条坊跡環境整備事業」も併せて行われ
る（都市計画課事業）。両者一体となって機能する必要があり、供用開始も合わせることが望まし
い。

担当部署 教育部　文化財課
H32年度 合計

30,863 75,469

担当部署 教育部　文化財課

担当部署 教育部　文化財課
H32年度 合計

21,500 67,365

実施計画 水城跡整備事業 （単位：千円）

事業概要

水城跡の整備事業は、平成26年度策定の『特別史跡水城跡保存整備基本設計』に従って整備を進め
ている。水城跡の整備方針は東門エリアから中央エリア、西門エリアと順次整備を進めていくが、計
画の進捗状況により平成29年度から3年間は西門西側の園路周辺整備を行う。また、平成29年4月
には東門エリアに便益施設水城館がオープンし、年間12,000人を超える入館者があった。これは日
本遺産の構成資産でもある水城跡が太宰府の玄関口として注目を集めていることを示している。

長い歴史の中で育まれ、今日まで守り伝えられてきた数多くの歴史・文化遺産は、市のかけがえのない財産で
あり、この恵まれた文化財や歴史景観を活かしたまちづくりを推進します。

文化遺産の保存と活用施策28

基本方針

事業概要
史跡地内にある今後公有化すべき土地を、国・県の補助を活用し史跡地を公有化することによって、
史跡を保護するとともに将来の整備計画に備える。

312,000 935,730

H32年度

（単位：千円）実施計画 史跡地公有化事業

合計
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予算 H30年度 H31年度

事業費計 41,802 41,802

予算 H30年度 H31年度

事業費計 9,824 15,800 38,824

施策30

H32年度 合計

事業概要

国際交流・友好都市交流の推進

（単位：千円）

担当部署
13,200

観光経済部　国際・交流課

国際交流協会の活動を支援し、在住外国人や留学生との交流事業に参加する市民を増やす。また、在
住外国人を対象に作成している生活情報ガイドブックを改訂し、本市で暮らす外国人に安心・安全・
快適に暮らしていただくことを目指す。姉妹都市交流においては、市民に扶餘郡との繋がりを理解い
ただくために市広報での紹介や公共施設等での紹介パネル展を開催し、扶餘郡との姉妹都市締結の認
知度を高める。

姉妹都市、友好都市間において、市民各層・団体間の草の根交流を促進していきます。また、多民族が共生で
きるような人権意識・国際感覚あふれるまちづくりを目指します。

実施計画 国際交流関係事業

基本方針

125,406

合計

（単位：千円）

施策29

太宰府館管理運営事業

基本方針

事業概要

実施計画

貸し館、体験プログラム、観光案内等を実施し、管理運営を行うことによって、交流及び観光情報の
発信基地として滞留型観光の拠点とする。

日本遺産にも認定された本市特有の歴史・文化遺産や景観、観光資源を生かして、市民をはじめ来訪者にもや
さしい観光基盤の整備を図るとともに、回遊性や付加価値を高め、「また来たい」と思ってもらえるような観
光地としての魅力づくりに取り組みます。
また、外国から観光に訪れる人々の国の文化を理解し尊重することにより、国際観光都市として共存共栄して
いくことを目指します。

担当部署

観光基盤の整備充実

H32年度
観光経済部　観光推進課

41,802
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目標7　市民と共に考え共に創るまちづくり

予算 H30年度 H31年度

事業費計 75,724 75,724

予算 H30年度 H31年度

事業費計 216,840 264,681

予算 H30年度 H31年度

事業費計 300 300

予算 H30年度 H31年度

事業費計 4,187 4,187

実施計画

総務部　総務課
H32年度

担当部署 総務部　経営企画課
H32年度

300

担当部署

実施計画 人材育成事業

担当部署 総務部　文書情報課

市民のための行政運営

市民参画の推進

個人のプライバシーを最大限に保護するとともに、より一層の情報の開示に努めます。
広報紙やホームページを柱とした広報活動のさらなる充実を図るとともに、市民の声をまちづくりに生かして
いくため、広聴事業にも力を入れていきます。
ＩＣＴ（情報通信技術）を積極的かつ効率的に活用し、市民生活の向上と市政運営の改善を推進します。

75,724 227,172

情報の共有化と活用

担当部署

基本方針

施策31

基本方針
住民が相互に隣人としての連帯感を持ち、目的や各地域の特性に応じた活動を展開し、有意義な社会生活が営
めるようなコミュニティ形成を図ります。
また、仕組みの制度化を図り活用し、まちづくりへ市民参画を推進していきます。

合計

実施計画 地域コミュニティ推進事業 （単位：千円）

合計

H32年度

事業概要
各校区自治協議会で地域住民が参加できるようなコミュニティ事業を実施することによって、住民の
地域活動への参加を増やし、コミュニティの活性化を図る。

769,031

H32年度

（単位：千円）

総務部　地域コミュニティ課

基本方針

複雑多様化する行政需要に迅速・柔軟に対応するために、既存事業を再編するほか、限られた財源の有効活用
を積極的に図ります。
また、適切な人員管理を行うとともに、社会の急激な変化にも柔軟に対応できる「しなやか」な人材の育成を
推進します。

事業概要

287,510

施策32

実施計画 市長と語る会事業

事業概要
市長が地域に出向いて直接市民と懇談し、市政やまちづくりについて意見交換を行い、市民の率直な
意見や提言を市政運営に反映させていく。

施策33

合計

900

事業概要
多様な市民ニーズに柔軟に対応できる職員を育成するとともに、個々の職員のやる気、モチベーショ
ンを向上させるために、様々な研修を実施する。併せて、職員の意識の共有化、能力の均衡化を図る
ために、目指すべき職員像を掲げた人材育成基本方針を改訂していく。

合計

4,367 12,741

ＩＣＴ推進事業

市民に対して、電子申請などのオンラインサービスを実施することによって、市民生活の向上を目指
す。また職員に対して、研修等を実施することによって、ＩＣＴに対する知識及びセキュリティ意識
を向上させ、全庁的な情報の共有化を図る。

（単位：千円）

（単位：千円）
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第8期実施計画書 目標7　市民と共に考え共に創るまちづくり

予算 H30年度 H31年度

事業費計 99 86

予算 H30年度 H31年度

事業費計 40,098 40,098

86 271

事業概要

○公共施設等の適切な維持更新
・公共施設の老朽化に伴う所要経費は年々増加しており、所管課からの「改修需要調書」による予算
要求を一元管理し、予算内で無駄のない適正な維持更新を行う。
○公共施設の最適な配置の実現を図り、財政負担の軽減及び平準化を目指す
・公共施設の老朽化や市民ニーズの変化に対応するため、財政負担の軽減及び平準化を含めた公共施
設の今後のあり方や計画的な整備を検討及び実施する。

担当部署 総務部　管財課
H32年度 合計

40,098 120,294

実施計画 公共施設整備関係事業 （単位：千円）

事業概要

「福岡都市圏広域行政推進協議会」「福岡都市圏広域行政事業組合」へ参画し積極的に広域連携をす
ることにより、広域圏における高次で均質な行政サービスの確保、及び、市単独では対応困難な事
業、共同で実施した方が経済的な事業の推進を図る。その他、関係機関への提言活動として国・県へ
の提言を行う。

担当部署 総務部　経営企画課
H32年度 合計

（単位：千円）実施計画 広域行政推進事業
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第 8 期実施計画書 

◆財政計画の概要（平成３０年度～平成３２年度） 

 この財政計画は、現行税財政制度及び現行施策･事業を前提として、平成３０年度６月補正

予算をベースに平成３２年度までの財政見通しを試算したもので、実施計画の策定、予算編

成の指針となるものである。 

 なお、この見通しは、現時点で把握しうる範囲で推計したもので、今後の経済情勢や国の

財政構造改革及び地方財政対策の動向等を見極めながら、適時見直しを行う。 

１ 歳入の推計 

（1）市税 

現段階で把握しうる税制改正以外は現行制度を前提とした。市民税は各種経済指

標や人口の増加率、過去の実績等から推計し、固定資産税については、都市基盤整備

の効果等を考慮しつつ推計した。 

（2）地方交付税・臨時財政対策債 

普通交付税については、総務省が示す地方財政対策の動向を見極め、市税の動向

を踏まえて総合的に勘案するものとし、社会保障費や基準財政需要額に算入される公

債費の伸び等を考慮しつつ推計した。 

（3）国・県支出金 

扶助費など経常的経費に係るものについては、過去の実績等を踏まえ推計するも

のとし、普通建設事業費については、年度毎の事業規模に応じた現時点における補助

率を乗じて推計した。 

（4）その他 

その他の歳入項目については、想定される事務事業の収入及び過去の増減率と前年

度の実績等を基礎とした。 

２ 歳出の推計 

（1）人件費 

職員給は、毎年度の退職予定人員及び再任用職員数を踏まえて採用予定人数を算

出し、将来的な職員数を設定して推計した。 

（2）扶助費 

原則として新たな事業及び拡充事業は見込まず、平成３０年度予算額を基に過去

の実績等から推計した。 

（3）公債費 

既発債の確定償還額に今後予定される各種事業に係る新発債の償還額を見込み、

新たな繰上償還及び借り替えは行わないことを前提とし推計した。 

（4）投資的経費 

普通建設事業費は、実施計画における普通建設事業費を基に推計した。 

（5）その他の経費 

項目毎に過去の実績等により試算した。物件費、補助費等の一般行政経費につい

ては、可能な限り伸びを抑制した。 
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第8期実施計画

財政計画（一般会計：平成30年度～平成32年度）
単位：千円

計画額 構成比 計画額 増減率 計画額 増減率

23,957,893 100.0 23,538,500 △ 1.8 23,795,503 1.1

14,077,027 58.8 14,198,199 0.9 14,392,456 1.4

地方税 8,109,527 33.8 7,953,847 △ 1.9 7,992,558 0.5

地方交付税 3,526,000 14.7 3,602,832 2.2 3,534,631 △ 1.9

その他一般財源 2,441,500 10.2 2,641,520 8.2 2,865,267 8.5

9,880,866 41.2 9,340,301 △ 5.5 9,403,047 0.7

国・県支出金 6,819,376 28.5 6,652,562 △ 2.4 6,710,138 0.9

繰入金 472,227 2.0 232,200 △ 50.8 232,200 0.0

市債 1,034,500 4.3 1,136,750 9.9 1,133,250 △ 0.3

その他特定財源 1,554,763 6.5 1,318,789 △ 15.2 1,327,459 0.7

23,957,893 100.0 24,268,116 1.3 24,685,716 1.7

12,526,495 52.3 12,665,978 1.1 12,881,376 1.7

人件費 3,179,049 13.3 3,183,642 0.1 3,192,577 0.3

扶助費 6,761,897 28.2 6,934,914 2.6 7,194,514 3.7

公債費 2,585,549 10.8 2,547,422 △ 1.5 2,494,285 △ 2.1

2,443,105 10.2 2,305,840 △ 5.6 2,282,455 △ 1.0

8,988,293 37.5 9,296,298 3.4 9,521,886 2.4

物件費 3,647,573 15.2 3,694,088 1.3 3,767,112 2.0

補助費等 2,681,630 11.2 2,834,554 5.7 2,869,415 1.2

その他 2,659,090 11.1 2,767,657 4.1 2,885,358 4.3

0 △ 729,617 △ 890,213

歳　入　額（A）

 年　度 平成30年度
６月補正（２号）予算後

平成31年度 平成32年度

区　分

※「その他一般財源」に繰越金（平成30年度のみ）、臨時財政対策債を含む。
　　平成31年度・平成32年度については、単年度収支見込みとしているため繰越金等は考慮
   していない。
※平成30年度については、６月補正予算（２号）後の額とする。

要調整額(Ａ)-(Ｂ)

歳

入

一般財源

特定財源

歳　出　額（B）

歳

出

義務的経費

投資的経費

その他の経費
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