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総務課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

1 総務部総務課行政係 総務一般事務費 28,918

・市民に電話交換及び総合案内サービス、なんでも相

談を提供する。

・派遣労働者との定期的な調整会議を行い、事務に

関する業務の調整・進行管理を行う。

・平和に関する啓発等を行う。

電話交換・総合案内、派遣職員との連

絡調整、例規制定改廃審査、例規整

備、法制執務に関する助言・情報提供

等の法的サポート、文書管理システム、

文書収受・使送業務、事務機器管理、

古紙回収、郵便、市民相談、平和祈念

事業

2 総務部総務課行政係 政治倫理事業費 114

資産等報告審査会･･･市長等及び議員から提出さ

れる資産等報告書の審査を行う。（市長及び議員

は配偶者を含む。）

政治倫理審査会･･･調査を求められた場合には速や

かに対応し、意見書を作成する。

資産等報告提出依頼、資産等報告審

査会運営、政治倫理審査会運営

3 総務部総務課行政係 情報公開･個人情報保護事業費 71

情報公開や個人情報・特定個人情報に対する公

開・開示請求があった場合は、条例等の基準に基づ

いた公開方法等を決定する。

情報公開・個人情報保護審査会事

業、情報公開・個人情報保護制度運

営審議会事業

4 総務部総務課行政係 指定管理者選定委員会費 692
指定期間が満了する施設の指定管理者の指定に関

して選定委員会を開催する。

指定管理者選定委員会運営、指定管

理者制度運用の進行管理

5 総務部総務課行政係 訴訟等関係費 1,800

日常業務にかかる法律相談及び市が、訴訟を提起す

る際等に弁護士を訴訟代理人として選任し、問題の

解決を図る。

顧問弁護士委託、訴訟等関係事業、

審査請求対応(審理員制度運営・行政

不服審査会）

6 総務部総務課行政係 選挙管理委員会費 1,626

選挙の適切執行のため、委員会を運営する。選挙人

名簿の定時登録、海区漁業調整委員の選挙人名

簿調製、裁判員・検察審査員候補者の選任、在外

選挙人名簿の調製を行う。選挙啓発事業を実施す

る。

選挙人名簿調製（一般、在外）、投

票資格者名簿調製（市民参画条

例）、検察審査会委員・裁判員候補

者の選出、選挙に関する啓発

7 総務部総務課行政係 衆議院議員総選挙費 38,497
令和３年秋に執行予定の衆議院議員総選挙の準

備を適切に進める。
衆議院議員総選挙の執行

事業の具体的内容と、市が実施している職務の名称を記載しています。 

令和３年度当初予算に計上している事業費です。 

※市民サービス協働化提案制度における提案は、職務単位で行うこともできます。 

※職務を２つ以上組み合わせたり、事業を２つ以上組み合わせたりするなど、組み合わせは問いません。 



総務課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

1 総務部総務課行政係 総務一般事務費 28,918

・市民に電話交換及び総合案内サービス、なんでも相

談を提供する。

・派遣労働者との定期的な調整会議を行い、事務に

関する業務の調整・進行管理を行う。

・平和に関する啓発等を行う。

電話交換・総合案内、派遣職員との連

絡調整、例規制定改廃審査、例規整

備、法制執務に関する助言・情報提供

等の法的サポート、文書管理システム、

文書収受・使送業務、事務機器管理、

古紙回収、郵便、市民相談、平和祈念

事業

2 総務部総務課行政係 政治倫理事業費 114

・資産等報告審査会･･･市長等及び議員から提出さ

れる資産等報告書の審査を行う（市長及び議員は

配偶者を含む）。

・政治倫理審査会･･･調査を求められた場合には速

やかに対応し、意見書を作成する。

資産等報告提出依頼、資産等報告審

査会運営、政治倫理審査会運営

3 総務部総務課行政係 情報公開･個人情報保護事業費 71

情報公開や個人情報・特定個人情報に対する公

開・開示請求があった場合は、条例等の基準に基づ

いた公開方法等を決定する。

情報公開・個人情報保護審査会事

業、情報公開・個人情報保護制度運

営審議会事業

4 総務部総務課行政係 指定管理者選定委員会費 692
指定期間が満了する施設の指定管理者の指定に関

して選定委員会を開催する。

指定管理者選定委員会運営、指定管

理者制度運用の進行管理

5 総務部総務課行政係 訴訟等関係費 1,800

日常業務にかかる法律相談及び市が、訴訟を提起す

る際等に弁護士を訴訟代理人として選任し、問題の

解決を図る。

顧問弁護士委託、訴訟等関係事業、

審査請求対応(審理員制度運営・行政

不服審査会）

6 総務部総務課行政係 選挙管理委員会費 1,626

選挙の適切執行のため、委員会を運営する。選挙人

名簿の定時登録、海区漁業調整委員の選挙人名

簿調製、裁判員・検察審査員候補者の選任、在外

選挙人名簿の調製を行う。選挙啓発事業を実施す

る。

選挙人名簿調製（一般、在外）、投

票資格者名簿調製（市民参画条

例）、検察審査会委員・裁判員候補

者の選出、選挙に関する啓発

7 総務部総務課行政係 衆議院議員総選挙費 38,497
令和３年秋に執行予定の衆議院議員総選挙の準

備を適切に進める。
衆議院議員総選挙の執行

1



デジタル化推進室

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

8 総務部デジタル化推進室推進係 電子計算事業費 82,405

・住民情報系業務（住民記録・各種税等）で使用

する住民情報システムの管理・運用・改修を行う。

・住民基本台帳ネットワークシステムの管理を行う。

住民情報システムの管理・運用、住民

基本台帳ネットワークの管理

9 総務部デジタル化推進室推進係 ネットワーク管理運営費 179,525

・パソコンの調達、ネットワーク機器の管理・運用及び

セキュリティ管理を行う。

・システムの導入支援を行い、導入の適正化に繋げ

る。

・セキュリティ内部監査を行い、職員のセキュリティ意識

の向上に繋げる。

・福岡県自治体情報セキュリティ対策協議会に参加

し、インターネット環境のセキュリティ強化を実施する。

職員パソコン等の管理・運用、ネットワー

ク機器等の管理・運用、情報システム資

産管理、システム導入・運用の最適化、

情報セキュリティ監査の実施、インター

ネット環境のセキュリティ強化

10 総務部デジタル化推進室推進係 地域情報化事業費 6,325

・宗像市の情報化については、情報化推進委員会に

おいて検討し、住民サービスの向上及び行財政改革

につなげる。

・事務の効率化、市民の利便性向上のために、電子

申請の利用を推進する。

情報化施策の立案・推進、情報化推進

委員会などの運用、電子自治体、共同

利用の推進、地域情報化の推進・支

援、民間回線導入支援・運用支援

11 総務部デジタル化推進室推進係 個人番号制度情報化推進事業費 21,701

・市民へのマイナンバー制度等周知啓発（市民課掲

示板及び広報紙にて広報活動）を行い、マイナン

バーカードの普及を図る。

・国が管理する個人番号用システムと市の住民情報

システムの連携管理、運用を行う。

・他機関との情報連携を行うシステムの仕様（データ

標準レイアウト）変更対応を行う。

市民へのマイナンバー制度等に関する広

報活動、番号制度に関係するシステムの

運用の最適化、対外機関対応

2



番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

12 総務部デジタル化推進室推進係 デジタル化推進事業費 27,828

・市民の利便性向上、事務の効率化のためデジタル

化の推進、新技術（電子申請、電子入札、会議の

ペーパレス化、ＲＰＡ、ＡＩ－ＯＣＲ等）を導入す

る。

・業務継続性を確保するため、テレワーク環境の管

理・運用を行う。

・宗像市情報化推進会議等を活用し、宗像市の情

報化の検討を行う。

・新しい技術を用いた仕組みの導入に合わせた情報

セキュリティポリシーの見直しを行う。

・全職員に対しセキュリティ研修を実施し、職員のセ

キュリティ意識の向上に繋げる。

・ふくおか電子自治体共同運営協議会に参画し、シ

ステムの共同利用を推進することで経費削減を図る。

電子申請の拡充、マイナンバーカード活

用メニューの拡充、新技術を活用した業

務改善、情報化推進会議等の運営、

情報化施策の立案・推進、情報セキュリ

ティポリシーの確立、情報化推進リーダー

の育成、職員研修の実施

3



消費生活センター

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

13 総務部消費生活センター消費生活センター 消費生活センター管理運営費 21,629

複雑・巧妙化する消費者トラブルに的確に対応するた

め、相談員の各種研修会等への参加や弁護士相談

を継続して実施する。また、消費者被害の未然防止

を図るため市広報紙やセンターホームページなどを活

用し情報提供を行う。さらには消費者被害の実態や

対処法等についての出前講座を行う。

消費生活センターの管理業務、消費者

相談業務、消費者啓発・教育業務、関

係各課との連携

4



人事課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

14 総務部人事課人事係 福利厚生費 5,170

・共済事業の周知徹底、職員厚生事業実施団体

（宗像市職員互助会）への補助金の交付。

・宗像市職員互助会（理事会、総会等）の運営。

・互助会事業運営及び福利厚生事業の進行管理。

福利厚生事務（互助会）、共済事

務、市長会・町村会関連事務

15 総務部人事課人事係 組織運営費 22,288

会計年度任用職員制度開始に伴い、管理システム

を導入し、出退勤および休暇管理、給与支払いをシ

ステムにて行えるよう整備。

次世代育成支援事業、職員組合対

応、組織・機構改編、定員管理、人事・

昇任等、人材育成ビジョンに基づく人事

施策推進事業、給与支給事務、災害

補償、育児休業関係業務

16 総務部人事課人事係 職員研修費 5,619

・階層別研修の実施・・・初任層職務支援研修（採

用１～3年目対象）、新任課長係長研修、人事考

課研修。

・課題別研修の実施･･･法制研修、財政研修、業務

改善研修等の課題対応能力を高める研修。

・庁内講師を活用した宗像力向上研修の実施。

人材育成・指導推進、職員研修立案・

実施、研修管理

17 総務部人事課人事係 労働安全衛生管理費 10,700

・総合健康診断など心と体の健康づくり事業の実施。

・衛生委員会の開催。

・ハラスメント対策推進事業。

・メンタルヘルス研修の実施。

・再任用職員の健康診断実施。

・ストレスチェックの一部外部委託化。

心と身体の健康づくり事業、衛生委員

会、ハラスメント対策事業、メンタルヘル

ス対策事業

18 総務部人事課人事係 緊急雇用創出事業費 28,657

新型コロナウイルス感染症対策事業の一環として雇

用機会の創出を図るため、会計年度任用職員を雇

用する。

雇用創出事業、庁内業務のと雇用者の

調整

5



秘書政策課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

19 総務部秘書政策課秘書政策係 秘書一般事務費 5,126

秘書一般業務、公務・政策支援業務を行う。適正な

スケジュール管理や来客の対応を行い、また、広く政

策提案等を聴く仕組みを実施する。

市長、副市長のスケジュール管理、市

長、副市長への来客者、電話等応接、

市長交際費支出基準の運用と支出、

市長車の運行及び随行業務、慶弔関

係・書状等の発送、表彰関係、市長

室・市長車等の環境整備、市長、副市

長の公務等に必要な情報収集・資料作

成と提供、市長会関係業務、市長の政

策理念等の市民への周知、市長、副市

長の政策・施策・行政課題等の調整と

提言、市民・職員との意見交換、庁議

の開催・運営、市長への手紙業務

20 総務部秘書政策課秘書政策係 広報事業費 38,737

市政情報やまちの魅力を発信するため、広報紙を作

成し、市公式ホームページ、子育て支援サイトなどの

個別サイト、フェイスブック、LINE、インスタなどの市公

式SNSの運営を行う。実施に際しては市民・利用者

にとって見やすく、わかりやすく、充実した発信となるよ

う、NPOやママ・パパレポーターといった市民協働の視

点で実施する。

広報紙の編集・作成・印刷、広報媒体

における有料広告の掲載、市民・NPO

等外部人材の活用、ホームページの運

用・充実、SNSの活用

21 総務部秘書政策課秘書政策係 シティプロモーション事業費 8,738

世界遺産のあるまちとしての強みや、農水産物等の産

業の魅力、教育・子育て環境の特性を生かし、認知

度を向上させ、交流人口、関係人口、定住人口の増

加を図る。特に、ターゲットを明確にした効果的なプロ

モーションを関係各課と連携しより一層強化する。ま

た、民間企業等との連携により、ＰＲ機会の多角化

と効果の向上を図る。宗像国際環境会議について

は、ＳＤＧｓ実現に向けた取組みの重要な柱の一つ

と位置づけ、産学官民連携を一層強化しながら取り

組む。

シティプロモーション・シティセールス、メディ

アを活用したPR、イベント開催・出展によ

るPR、宗像国際環境会議の開催、

MICEの開催・誘致

6



番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

22 総務部秘書政策課秘書政策係 国際交流事業費 887

姉妹都市締結をしている大韓民国金海市やパート

ナーシップ協定を結んでいるブルガリア共和国カザンラッ

ク市等との交流を実施する。

姉妹都市交流業務、国際交流一般業

務

23 総務部秘書政策課秘書政策係 企業誘致・企業連携事業費 677

雇用吸収力のある製造業やIT系企業、近年北部九

州において進出や移転の動向が活発な物流業や食

品関連製造業、ICT技術を活用したコンタクトセン

ターやサテライトオフィスなどを主要ターゲットとして設定

し、誘致活動を行う。

また、地域活性化や宗像のプロモーション強化に向

け、民間企業との連携事業を促進する。

企業の誘致活動、誘致した企業への支

援・助成、企業連携事業の調整

7



市民課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

24 総務部市民課市民係 戸籍・住民基本台帳一般事務費 54,098

・各種届出の受付、各種証明書の交付等、窓口事

務の適正かつ効率的な実施。

・繁忙期の時間外窓口開庁の定例的実施。

・コンビニ交付サービス、窓口申請ツールなど、電子証

明書を利用したペーパーレス申請、並びに一部の税

証明(所得課税証明書)の交付を実施。

住民異動届受付審査・国保・介護等各

種異動届、戸籍届出受付、各種証明

書発行、窓口業務委託、郵送請求処

理、コミセン交付サービス、コンビニ交付

サービス、届出様式・ホームページ等の整

備、各種研修・マニュアルの整備、DV等

支援措置

25 総務部市民課市民係 住民基本台帳事務費 62,990

・住民基本台帳法に基づく事務の適正実施。

・住民基本台帳ネットワークの適正運用及び維持管

理。

・マイナンバーカードの普及と適正な交付・更新事務の

実施。

・マイナポータル・マイキーIDの登録支援等の実施。

住民基本台帳管理、住民基本台帳ネッ

トワーク管理、人口統計、実態調査、マ

イナンバーカード交付、マイナンバーカード

更新、マイナンバーカード普及促進、マイ

キーID等設定支援、行政基本情報事

務

26 総務部市民課市民係 印鑑登録事務費 278 ・印鑑条例に基づく事務の適正実施。 印鑑登録受付及び審査

27 総務部市民課市民係 戸籍事務費 6,369

・戸籍法に基づく事務の適正実施。

・船員法に基づく事務の適正実施。

・出入国管理及び難民認定法に基づく事務の適正

実施。

戸籍届出書審査、戸籍訂正、戸籍相

談応対および事例調査、渉外戸籍、身

分証明、犯歴・身分照会、電算日時・

月次・年次処理、人口動態、相続税法

第58条の報告、中長期在留者の居住

地届出、特別永住者の居住地届出、

特別永住者証明書の更新・再交付等、

船員法事務

28 総務部市民課市民係 住居表示一般事務費 173

住居表示事業は主に管理事業を行い、新規に住居

表示や字の区域の変更等の要望があれば、事業体

制を整え実施する。また、街区表示板の維持管理に

かかる現況調査及び、表示板の設置を行う。

住居表示審議会、地番調書作成、窓

口関係（証明、資料交付、住居番号

設定、接客電話）、マニュアル作成、実

施計画作成等、街区・地番の変更、番

地表示板の設置、開発計画事前審査

への参加等
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番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

29 総務部市民課国民年金係 国民年金事務費 4,723

国民年金第１号被保険者に係る各種届出等の受

付・報告業務を適正に行う。また、市広報で年金に

関する情報を適時提供し、国民年金制度自体の周

知を図る。

申請・請求・各種届の受付及び報告業

務、国民年金被保険者資格取得・喪

失の届・申出受付及び報告業務、年金

相談業務、国民年金制度の周知事

務、20歳到達者への国民年金適用業

務、国民年金事務費交付金申請・報

告事務、障害年金事務、年金生活者

支援給付金事務
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契約検査課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

30 総務部契約検査課契約検査係 契約事務費 4,416

・入札制度の整備：談合防止及び入札契約手続き

の競争性・透明性・公平性を高める制度制定、運用

及び改正。

・入札参加資格審査：業者登録の受付及び登録業

者の入札参加資格等の確認・審査事務・認定事

務。

・入札：発注課からの入札依頼、指名通知・一般競

争入札参加資格要件公告、入札・開札・落札者の

決定、契約締結、結果の公表。

入札契約事務、随意契約事務、業者

登録と内容確認・審査事務、建設業法

遵守業務、談合を防止する仕組みづくり

業務

31 総務部契約検査課契約検査係 工事検査事務費 61

・契約の適正な履行を確保するため又はその給付の

完了の確認をするため、工事検査を行う。的確な検

査の実施による給付の完了を確認して、受注者から

工事目的物を引き取る。

・工事の品質確保を図るため、必要に応じて①工事

担当者と受注者との第１回目工事打合に、基本的

に工事検査員を加えて行う。②安全・衛生ﾊﾟﾄﾛｰﾙを

行い工事の労働安全衛生及び公衆災害防止の徹

底を図る。

・特に優れた工事の施工者に対し優良建設工事表

彰を行う。

工事検査、工事成績評定通知交付事

務、優良建設工事表彰事務
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危機管理課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

32 総務部危機管理課防災係 避難行動要支援者支援事業費 1,801

台帳整備のための郵送調査の実施、事業の周知・広

報（広報紙への掲載、チラシ・パンフレット等の作成・

配布など）、自治会・民生委員児童委員への活動

支援（対象者リストの作成・提供、台帳の整備・管

理など）、台帳システムの維持・管理、個別支援プラ

ン作成支援。

避難行動要支援者支援に関する業務

33 総務部危機管理課防災係 防災対策事業費 17,722

・自主防災組織の活動支援。

・関係機関（消防、警察、県土）と連携した防災対

策事業の展開。

・災害対策本部他、庁内体制の精査及び随時見直

し。

・各種マニュアルの進行管理及び随時見直し。

・国土強靭化地域計画の策定及び運用。

防災関連計画整備、防災啓発・訓練、

防災体制整備・強化、災害応急対策

全般、自主防災組織の推進・支援、土

砂災害警戒区域等の警戒避難体制の

整備、水難救難所活動支援、国土強

靭化地域計画の策定及び運用

34 総務部危機管理課防災係 緊急情報伝達システム事業費 10,769
緊急情報伝達システムの運用及び維持管理を実施

する。

緊急情報伝達システムの運用、効果的

な防災情報等の提供

35 総務部危機管理課危機管理係 市民安全対策事業費 7,575

・宗像警察署や宗像防犯協会等の関係機関と連携

した防犯事業の展開。

・コミュニティ及び自治会への防犯事業の支援。

青色回転灯パトロール、安全・安心まち

づくり推進協議会、地域安全・安心講

座、暴力追放推進事業、防犯環境設

計、防犯診断

36 総務部危機管理課危機管理係 国民保護対策事業費 92

市国民保護協議会を１回開催し、市国民保護計画

の微修正を行うとともに、協議会委員の情報共有を

行う。

国民保護計画の運用及び改定

37 総務部危機管理課危機管理係 交通安全対策事業費 6,454

春・秋の交通安全早朝指導を行う。広報誌の発行や

宗像警察署及び宗像地区交通安全協会と連携し、

交通安全啓発活動を行う。危険性のある道路環境

の改善のため道路管理者や宗像警察署に要望を行

う。高齢者の免許証返納支援として、ふれあいﾊﾞｽの

回数券等を交付する。

交通安全教室、交通安全要望処理、

春・秋の交通安全街頭指導
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番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

38 総務部危機管理課危機管理係 非常備消防費 89,978

・火災による消火活動や行方不明者捜索出動。

・中継訓練等実施。

・消防ポンプ操法訓練実施。

・広報アナウンス活動。

・役員会開催。

・女性班月例会議開催及び訓練実施。

自主防災組織との訓練、消防団運営、

防火啓発事業、各種訓練・操法大会

39 総務部危機管理課危機管理係 消防施設費 116,382

・消防ポンプ車の維持管理（消防ポンプ自動車、消

防ポンプ積載車購入含む）。

・消防水利の維持管理、新設、改修。

・消防格納庫の維持管理。

消防施設の整備・維持管理・更新
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経営企画課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

40 経営企画部経営企画課企画係 広聴事業費 408

・第２次総合計画の推進にあたり、各施策の満足

度・重要度を問う市民アンケートを実施する。また、各

課で行うアンケートを集約し、あわせて実施することで

経費の削減を図る。

・全職員を対象としたアンケートを実施する。

市民意識アンケート調査、職員アンケー

ト調査

41 経営企画部経営企画課企画係 企画政策費 1,058

市が抱える課題や社会的課題解決に向けて、重要

施策や特命案件等をはじめとした実施計画等の策

定、事業評価に関する総合調整を行う。また、福岡

都市圏や近隣市町との広域連携に関する事務や宗

像地区事務組合に関する事務を行う。

重要施策や特命案件等の調整、庁内

調整事務、地方創生事務、広域連携

事務、経営方針の策定、実施計画の策

定、施策評価事務、事務事業評価事

務、外部評価事務、総合計画等推進

委員会事務、宗像地区事務組合関連

事務

42 経営企画部経営企画課企画係 定住化推進事業費 185,264

定住推進計画に基づき各取り組みの拡充を図り、住

環境の充実やまちの魅力の発信、住宅取得等補助

制度の周知を推し進めていく。特に子育て世帯や世

界遺産登録を契機に宗像を訪れる観光客に向けた

定住PRを積極的に行い、本市への居住を誘導する。

また、地域おこし協力隊の 任期終了後の活動支援

業務を行う。

定住PR、住宅取得等補助制度の運

用、定住施策の総合調整、結婚応援

事業、地域おこし協力隊の活動支援、

移住PR、アドバイザー業務

43 経営企画部経営企画課企画係 ＳＤＧｓ未来都市計画推進事業費 1,698
SDGｓ未来都市計画を推進するための事業の実施

と、講演会等による市民への啓発に取り組む。

・河川・海洋ゴミ調査による海の環境保

全の促進と啓発

・SDGs啓発のためのPRの実施

44 経営企画部経営企画課企画係 大学連携まちづくり事業費 16,162

コロナ禍において「大学の魅力向上」、「大学と協働し

たまちづくりの実践」を図るため、学生や大学との連携

を強化する。

・大学との共同研究

・提案型まちづくりプロジェクト

45 経営企画部経営企画課企画係 まちづくり将来ビジョン策定事業費 11,000

コロナ禍において、従来から行ってきたまちづくりの方向

性の見直しが必要となっている。アフターコロナの時代

を見据えて、将来への投資として行う「宗像の再生」に

関する取組みを中心としたまちづくりの方針を定め、持

続可能なまちづくりへの取り組みを進めていく。

まちづくり将来ビジョン策定業務
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行革アセットマネジメント推進室

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

46
経営企画部行革アセットマネジメント推進室行政改革

係
行財政改革推進費 3,310

・第4次行財政改革大綱に基づくアクションプランの実

績評価や、行財政改革推進本部会議による行財政

改革の進行管理を行い、行財政改革を進めていく。

・公共施設アセットマネジメント推進計画に基づく、公

共施設の集約化・複合化を促すとともに、維持管理コ

ストの削減を図る。

行財政改革の推進に関すること、アセット

マネジメントの推進に関すること、行財政

改革推進委員会事務

47
経営企画部行革アセットマネジメント推進室行政改革

係
統計一般事務費 2,508

・市統計書を作成し、ホームページを通して公表する。

・指定統計調査以外の統計に関する事務を実施す

る。

統計データ提供事務、市統計書作成事

務

48
経営企画部行革アセットマネジメント推進室行政改革

係
指定統計調査事業費 2,929

・統計法に基づく指定統計調査（国勢調査、労働

力調査、就業構造基本調査、経済センサス、工業統

計調査、農林業センサス、漁業センサス等）を実施

する。

・登録調査員の登録・更新を行い、指定統計調査に

必要な調査員を確保する。

指定統計調査事務、統計調査員確保

対策事務
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財政課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

49 経営企画部財政課財政係 財政一般事務費 7,257

財政安定化プランの目標指標の達成に向けて、適切

な予算編成、地方債の発行管理、その他財政事務

を行う。

財政安定化プランの目標指標の達成に

向けて、適切な予算編成、地方債の発

行管理、その他財政事務を行う。

50 経営企画部財政課管財係 管財一般事務費 2,317 一般事務。
一般事務、市民総合賠償補償保険加

入事務

51 経営企画部財政課管財係 庁舎施設維持管理費 127,068
・空調設備の改修工事。

・庁舎各種施設保守。

庁舎施設維持管理業務、庁舎施設保

全改修業務

52 経営企画部財政課管財係 財産管理費 8,427
・財産の貸付・売却事務。

・財産の草刈りなどによる適正な維持管理。

財産管理事務、市有地貸付事務、市

有地売却事務、建物共済加入事務

53 経営企画部財政課管財係 公用車管理費 14,898

・公用車の集中管理等による利用の効率化の推進。

・公用車の整備・点検の徹底。

・公用車の計画的な更新の実施。

公用車管理事務

54 経営企画部財政課管財係 庁舎等整備事業費 48,480
北側棟、倉庫、文書庫（旧給食センター）等の再

整備設計を行う。
庁舎等整備事業
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ふるさと寄附推進室

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

55 経営企画部ふるさと寄附推進室ふるさと寄附係 ふるさと寄附事業費 700,000
・ふるさと寄附金の募集と受付業務。

・宗像市及び特産品のPR業務。
ふるさと寄附金に関する業務
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税務課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

56 経営企画部税務課市民税係 市民税課税事務費 35,163

・各種課税資料及び現況調査に基づいた課税情報

を課税システムへ登録する、納税通知書を発送する

等の課税業務を実施する。

・市民の利便性向上のため、市県民税申告の地区

巡回申告及び確定申告期間中の庁舎内臨時申告

会場を設置し、申告相談受付業務を実施する。

申告相談受付業務、市県民税当初課

税業務、市県民税総合業務、市県民

税特定業務、市県民税調定関係業

務、法人市民税業務、たばこ税及び入

湯税課税業務、係統括・折衝業務、事

務改善・効率化推進業務、法令・制度

改正業務、庶務、制度周知・情報発信

業務、住民情報システム・税関係システ

ム業務

57 経営企画部税務課固定資産税係 税証明事務費 4,286

・各種税関係証明書を正確かつ迅速に交付する。

・市民等の利便性を上げるためコンビニ交付を活用し

た税関係証明書発行サービスを実施する。

税関係証明書交付業務、臨時運行許可書

交付業務、住宅用家屋証明書交付業務、

地籍図写し交付業務、税証明申請書管

理、手数料集計業務、住民情報システム・

税関係システム業務、窓口マニュアル作成、

税証明窓口研修業務、法制、条例改正業

務

58 経営企画部税務課固定資産税係 固定資産税課税事務費 19,313

・各種課税資料調査、現況調査等を行い、各課税

客体（土地・家屋・償却資産）を的確に把握し適

正に課税業務を実施するとともに納税通知書を発送

する。

・次回の評価替えに向けて、鑑定評価業務、土地路

線価評価業務、時点修正業務及び異動修正業務

などの当該年度事業を実施する。

土地評価課税業務、家屋評価課税業

務、償却資産課税業務、国有資産等

交付金請求業務、納税通知書送付・

公示送達業務、所有者不明、死亡者

課税等賦課替え業務、税更正業務、

税還付充当業務、課税免除、税減免

等業務、評価替え業務、委託契約業

務、住民情報システム・税関係システム

業務

59 経営企画部税務課固定資産税係 軽自動車税課税事務費 4,049

・窓口及び軽自動車検査協会等で受け付けた申告

書及び検査情報に基づき課税システムに登録し、適

正に課税業務を実施するとともに納税通知書を発送

する。

・市登録の原付バイク等のナンバーを交付する。

登録業務、税更正・還付・減免業務、

納税通知書送付・公示送達業務、住

民情報システム・税関係システム業務

17



収納課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

60 経営企画部収納課収納係 徴収事務費 20,716

・地方税法等法令に基づいて、市税・公課・強制徴

収公債権の滞納整理にあたる。

・宗像市ファイナンシャルプランニング事業を実施し、滞

納の解消と同時に滞納者の生活再建を支援する。

滞納整理管理業務、滞納整理支援業

務、債権管理業務、納期内納付推進

業務
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コミュニティ協働推進課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

62 市民協働環境部コミュニティ協働推進課政策係 市民参画推進事業費 623

・市民参画手続きの効果的、効率的な運営により、

各種の計画や条例の策定過程に市民意見を反映さ

せます。

・市民参画等推進審議会の運営により、市民参画、

協働のまちづくりを推進します。

・市民サービス協働化提案制度等の運営により、市

民団体等との協働のまちづくりを推進します。

・社会教育に関する事務を行います。

市民活動推進プラン進行管理業務、協

働のまちづくり推進本部運営業務、市民

参画手続業務、市民参画等推進審議

会運営業務、市民サービス協働化提案

制度運営業務、社会教育関係業務

63 市民協働環境部コミュニティ協働推進課政策係 人づくりでまちづくり事業費 2,046
人づくりやまちづくりにつながる市民活動に対して補助

金を交付し、活動を支援する。
人づくりでまちづくり事業補助金業務

61

市民活動・NPOボランティアセンター運営

業務、ボランティアネットワーク運営業務、

市民活動総合補償制度運営業務、コ

ミュニティ等チャレンジプログラム運営業

務、ロープレ宗像運営業務、まちづくり講

座運営業務、むなかた大学のまち協議

会運営業務、大学連携業務

・チャレンジプログラムに取り組む市民活動団体などの

地域資源を活用した交流事業実施のサポートを通じ

て地域の人材発掘・人材育成・活性化につなげる。

・コーディネート力向上のための研修会を開催し能力

向上を図ることで、市職員が現場で地域課題解決に

向けたコーディネートができるようになる。

・ボランティアネットワークシステム運営により、ボランティ

アをしたい人としてほしい人のコーディネートを行い、地

域課題の解決につなげる。

・市民活動の拠点として市民活動・NPOボランティア

センターを運営（市民活動・NPO情報紙の編集・発

行、情報発信セミナーの実施、情報集約・発信、団

体運営相談、ボランティア体験プログラム等）し、市

民公益活動の活性化を図る。

・次世代のまちづくりを担う人材の発掘・育成を目的と

したまちづくり講座、まちづくりに関わるきっかけづくりやま

ちづくりに取り組む団体の相互交流の場の創出を目

的としたロープレ宗像を実施する。

・市民活動総合補償制度の運営により、市民活動の

際の事故を補償する。

・むなかた大学のまち協議会において、賛助会員であ

る高校２校も含め、連携・支援事業を実施する。共

同研究等、市外の大学との連携も推進する。

22,227市民活動推進事業費市民協働環境部コミュニティ協働推進課政策係
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番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

64 市民協働環境部コミュニティ協働推進課政策係 生涯学習推進費 5,500
ルックルック講座、市民学習ネットワーク事業の実施に

より、市民の学習機会の提供を行う。

ルックルック講座業務、市民学習ネット

ワーク業務

65 市民協働環境部コミュニティ協働推進課政策係 市民活動交流館管理運営費 55,029
市民活動交流館の管理運営を行い、市民活動の拠

点施設及び複合施設としての機能を確保する。
市民活動交流館管理運営業務

66 市民協働環境部コミュニティ協働推進課政策係 陶芸施設管理運営費 1,292 陶芸施設の貸館業務及び施設管理業務を行う。 陶芸施設管理運営事業

67 市民協働環境部コミュニティ協働推進課コミュニティ係 コミュニティ活動推進事業費 141,294

コミュニティ・センターの管理運営及びコミュニティ運営

協議会の活動支援。まちづくり計画の推進の支援。

市民活動団体を取り込んだ事業展開づくりの支援。コ

ミュニティ運営協議会事務局体制強化のための支

援。

各地区コミュニティ推進業務

68 市民協働環境部コミュニティ協働推進課コミュニティ係 まちづくり交付金事業費 157,939

各地区コミュニティ運営協議会が自分たちの地域のま

ちづくりに関して計画し、予算化を行い、まちづくり交付

金を活用して、地区住民との対話を一層活発にする

とともにコミュニティ活動への参画を促し、地区住民に

よる共助活動の推進や市との協調施策による住民

サービスの提供及び地区住民の自己実現の場の提

供など、自律したコミュニティ活動を行うことにより、地

域分権を推進する。

まちづくり交付金業務

69 市民協働環境部コミュニティ協働推進課コミュニティ係 コミュニティ調整事務費 3,318

会長会議、事務局長会議、各部会長会議、各種研

修、市民活動団体との連携などによる組織力強化を

図る。第2次コミュニティ基本構想・基本計画に基づく

コミュニティ施策の啓発と進行管理行う。コミュニティ活

動の指針となるまちづくり計画の見直し、改定を支援

する。地区の意向に沿ってまちづくり懇談会を開催し、

運営協議会と行政が連携して地域課題の解決を図

る。

代表者等定例会業務、部会長会議等

業務、行政サービス協働委託推進業

務、事務局間調整業務、制度、法令、

会計関係業務、指定管理者制度業

務、コミュニティ施策啓発業務、協議会

研修業務、情報受発信関係業務、コ

ミュニティ基本構想・基本計画業務、まち

づくり計画推進業務、まちづくり懇談会

業務

70 市民協働環境部コミュニティ協働推進課コミュニティ係 自治会調整事務費 58,619

年度当初にコミュニティ及び自治会の役割に関する研

修を行い、自治会の必要性を認識してもらう。その上

で、自治会加入促進を進める。また各自治会と広報

紙配布等の行政事務に関する委託契約を結び市政

状況の周知を図る。

市広報・文書配布業務、自治会・地縁

団体業務、自治会加入促進業務、行

政事務連絡調整業務、改善提案書業

務、

71 市民協働環境部コミュニティ協働推進課コミュニティ係 公民館支援事業費 281
補助要綱に基づき、申請に対して補助金を交付す

る。２箇所の自治公民館用地の草刈を年２回行う。

公民館建設補助事業、公民館等用地

維持管理事業
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文化スポーツ課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

72 市民協働環境部文化スポーツ課スポーツ推進係 市民スポーツ活動推進事業費 24,407

・各コミュニティ推薦のスポーツ推進委員を中心に、コ

ミュニティ単位での健康づくりや生きがいづくりを行い、

各地区の健康増進に寄与する。

・勝浦浜海洋スポーツセンターの効果的、安定的な運

営を行うため、スタッフ体制の強化に取り組む。また、

Ｂ＆Ｇインストラクターを養成しＢ＆Ｇ指導者会の

継続に努める。

・全国大会等参加補助金により、全国大会、国際大

会等で活躍する市民の支援を行う。

・スポーツサポートセンターにて、市民のスポーツ、運動

活動を幅広く支援する。

市民体育事業、海洋性スポーツ普及事

業、スポーツサポートセンター事業

73 市民協働環境部文化スポーツ課スポーツ推進係 企業スポーツ支援事業費 3,260

市民の連帯感高揚、市のＰＲとイメージアップ、トップ

アスリートとの交流、税収の確保を目的とし、活動拠

点を本市に置き、市と連携協定を締結した全国レベ

ルまたはそれに準ずる企業スポーツ団体、競技大会及

び関連施設を支援する。

プリンセス駅伝業務、むなかたキッズセブ

ン大会業務、プロスポーツ支援業務（宗

像サニックスブルース、トヨタ自動車九州

陸上競技部など）

74 市民協働環境部文化スポーツ課スポーツ推進係 スポーツ観光推進事業費 74,245

・スポーツ大会の開催及びスポーツ合宿の誘致による

市内宿泊者数の増加を図るための、大会の企画運

営。

・宿泊助成金の交付制度を創設し、合宿誘致の活

動を行う。

・スポーツコミッションを運営し、スポーツ観光の推進を

図る。

・大規模国際大会キャンプ地の誘致を図るため関係

機関への誘致活動を行い、大会開催に向けた機運

醸成を図るため、普及イベントを開催する。

スポーツ観光推進事業

75 市民協働環境部文化スポーツ課スポーツ推進係 体育施設管理運営費 106,882

・体育施設の適切な管理、運営を通して、スポーツの

推進、健康の増進及び、地域の連帯意識の高揚及

び生活文化の向上を図ることを目的としている。

・市内体育施設の管理運営、市立小中学校の体育

館・運動場等の学校開放利用受付、有料公園を含

めたスポーツ施設の利用受付等を一元管理している。

体育施設管理事業、学校開放事業
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番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

76 市民協働環境部文化スポーツ課スポーツ推進係 体育施設改修事業費 150,000

・中央公園野球場改修設計委託。

・中央公園野球場改修工事。

・市内体育館保全改修計画作成委託。

・運動広場改修設計及び改修工事。

体育施設改修事業
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人権対策課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

77 市民協働環境部人権対策課人権啓発調整係 人権対策費 8,639

人権運動団体に対し、団体の運営等に係る補助金

を支出し、差別解消に向けた活動を支援する。また、

団体等が主催する研修会に参加し、全国的な社会

動向を把握し、当市での啓発活動に取りいれる。

人権対策推進補助金交付業務、差別

事象等対応業務、運動団体に対する対

応業務、雇用促進連絡会議開催業

務、雇用対策業務

78 市民協働環境部人権対策課人権啓発調整係 人権教育啓発事業費 7,555

市民、企業、小中学校等を対象とした人権問題に関

する啓発活動や講演会、人権相談を通じて、市民が

お互いを尊重し、差別問題を生じさせないよう努める。

また、市職員や教職員への研修を行うことで、各職員

が職務のなかで、人権問題をいち早く察知し、適切な

対処が行えるようにする。

人権問題講演会開催業務、人権啓発

指導員の設置業務、宗像市保護司会

業務、宗像市人権教育・啓発推進協

議会業務、企業人権啓発業務、市職

員への人権研修業務、市民啓発の推

進業務、福岡県社会人権・同和教育

担当者業務
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男女共同参画推進課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

79 市民協働環境部男女共同参画推進課推進係 男女共同参画推進事業費 1,157

・男女共同参画意識の醸成のため、講演会等の啓

発事業を行う。

・広報紙や地域コミュニティ等において啓発パネルや啓

発グッズ、リーフレット等を活用し、継続的な啓発活動

を行う。

・第３次男女共同参画プランに掲げる事業の進捗状

況や実施状況を確認し、適切な進行管理と評価を

行う。

男女共同参画プランの進行管理業務、

女性委員登用率向上業務、関係団体

との連携･協働業務

80 市民協働環境部男女共同参画推進課推進係 男女共同参画推進センター事業費 15,475

男女共同参画推進センター管理運営業務を市民

サービス協働化提案制度により市民活動団体に委

託。受託団体によるセンター事業（啓発講座・資格

取得講座等）の企画・実施。

センター管理・運営業務

81 市民協働環境部男女共同参画推進課推進係 女性活躍推進事業費 1,092

・女性活躍推進の機運を醸成するための講演会を実

施する。

・女性の活躍を支援するための講座を実施する。

・起業支援や就業支援等について、庁内関係部署と

連携して取り組む。

女性活躍推進に関する業務

82 市民協働環境部男女共同参画推進課推進係 男女共同参画相談事業費 3,247

・「こころと生き方の相談」は、市役所内の相談室で、

毎週月～金曜日の13時から17時に相談事業を実

施する。「法律相談」は、男女共同参画推進センター

で、毎月第3火曜日の13時～16時に相談事業を実

施する。

・ＤＶ被害者等に対し、問題解決に向けて支援や助

言を行い、必要に応じて、庁内の関係部署や他の機

関と連携して対応する。

・女性支援相談員を配置し、主に困難を抱えた女性

等に対する支援を行う。

各種相談に係る業務、委託契約事務、

利用状況表作成業務、DV対策業務
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環境課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

83 市民協働環境部環境課資源廃棄物係 塵芥処理事業費 433,857

・家庭系燃やすごみを衛生的かつ効率的に収集する

ため民間業者を活用し行う。

・指定ごみ袋等の製造管理。

・宗像清掃工場の効率運営。

・大島一般廃棄物処理施設の適正運営管理。

・宗像市不燃物埋立処理場の適正運営管理。

・一般廃棄物の収集運搬許可更新。

・一般廃棄物処理基本計画（実施計画）の策定。

・ごみ出しが困難な高齢者及び障害者の支援を行

う。

可燃ごみ収集システム効率化調査研究

業務、指定ごみ袋等管理業務、宗像清

掃工場運営効率化調査研究業務、大

島一般廃棄物処理施設の運営管理、

宗像市不燃物埋立処理場運営管理、

高齢者ごみ出し支援事業、一般廃棄物

の収集運搬許可に関する業務、一般廃

棄物処理実施計画策定業務

84 市民協働環境部環境課資源廃棄物係 環境美化事業費 9,054

「快適な生活環境のまちづくり」の施策のもと、不法投

棄を許さない・見過ごさない・自分たちの街は自分たち

で守る、市民環境ボランティア活動への参加拡大を図

ることにより、地域環境美化を推進する。

犬猫等死骸処理業務、ボランティア清掃

ごみ回収、一斉清掃業務、環境美化推

進支援事業、不法投棄監視パトロー

ル、不法投棄処理

85 市民協働環境部環境課資源廃棄物係 分別収集事業費 93,222

排出者が廃棄物の中から資源物を分別し、再生利

用可能な資源物を循環させることで貴重な資源の消

費を抑えるとともに排出されるごみ量を抑える。また、

３Rを推進することで、地球環境の保全を進める。

分別収集に係る計画策定、分別収集

管理業務、大島・地島資源物回収業

務、資源物拠点回収業務、資源物地

域ステーション回収業務、資源物受入

施設管理業務

86 市民協働環境部環境課資源廃棄物係 ごみ減量・リサイクル推進事業費 11,362

・家庭ごみ対策事業：家庭可燃ごみの組成調査、

生ごみ堆肥化推進事業、ダンボ-ルコンポスト等購入

費補助金の交付、食品ロス削減事業、排出削減及

び適正処理の各種啓発事業。

・資源ごみ回収事業：資源集団回収活動奨励金の

交付。

・事業ごみ対策事業：多量排出等事業所に対し減

量計画書の提出を求め発生・排出抑制の指導。

・バイオマス推進事業:バイオマスの調査研究。

3R推進業務、環境啓発業務、家庭ご

み減量化・資源化業務、事業ごみ減量

化・資源化業務、バイオマス推進業務

87 市民協働環境部環境課環境対策係 環境調査・測定事業費 1,100
自動車騒音の常時監視（自動車騒音の面的評

価）を行う。
自動車騒音測定に関する業務
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番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

88 市民協働環境部環境課環境対策係 環境保全事業費 123

環境に関する市民からの苦情対応のため、関係機関

との連携や地域及び市民活動団体の協力を得なが

ら、必要な調査をするなど、改善を図る。

騒音、悪臭、大気汚染、水質汚濁等の

公害に関する業務、特定作業届出に関

する業務、そ族および昆虫の駆除に関す

る業務、調整区域等の開発に関する業

務、地下水採取に関する業務、改葬お

よび分骨許可に関する業務、墓地等経

営許可に関する業務

89 市民協働環境部環境課環境対策係 畜犬事務費 3,401

関係機関、地域及び市民活動団体との連携を図り

ながら、狂犬病の予防や犬猫の糞害、動物愛護の推

進等を図るため、適切な対応と適正な事務手続きを

行う。

動物の苦情に関する業務、畜犬登録等

に関する業務、動物愛護に関する業

務、野犬対策に関する業務、動物飼養

及び化製場法に関する業務

90 市民協働環境部環境課環境対策係 火葬場管理運営費 69,016

公衆衛生その他公共の福祉の見地から、火葬業務を

適切に行うため、火葬場の管理運営を適正かつ効率

的に行う。環境面からダイオキシン類排出に係る新規

制に対応した火葬炉６炉により火葬需要の増大に対

応する。家族葬の対応など時代のニーズに合った火葬

サービスの提供を行う。

火葬場運営に関する業務

91 市民協働環境部環境課環境対策係 環境基本計画推進事業費 296
環境基本計画の目標達成のため、講座や学習会等

の啓発事業、優良行動者の表彰等を行う。

環境基本計画の進行管理に係る業務、

環境保全活動表彰事業に係る業務、

環境講座に係る業務、省エネ活動啓発

に係る業務

92 市民協働環境部環境課環境対策係 釣川保全事業費 11,608

エコロ館・山田ホタルの館の管理、釣川堤防草刈、む

なかた「水と緑の会」事務局及び活動補助（釣川ク

リーン作戦など）、河川浄化運動補助、水辺教室の

開催等を継続し、宗像固有系統のカノコユリの保存や

繁殖、ホタルの再生等の各環境関連事業にて、協

働・共生のまちづくりを推進する。

釣川グリーンネット基本構想・計画の進

行管理、釣川及び周辺河川の水質の

保全、釣川グリーンネット基本構想・計

画に基づく事業の調査・研究、むなかた

「水と緑の会」事務局、むなかた「水と緑

の会」部会活動補助、ラブアースクリーン

アップの実施、釣川クリーン作戦の実施、

河川浄化運動の実施、カノコユリの普及

啓発に係る業務
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番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）
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93 市民協働環境部環境課環境対策係 し尿処理費 55

・円滑なし尿収集運搬実施のため、し尿収集運搬許

可業者に異動情報等を交換する。

・し尿収集運搬許可業者に、大島地区の収集運搬

に伴う船賃を補助する。

・宗像地区事務組合に、し尿処理場の管理運営に

係る経費の負担を行う。

・平成29年度に策定した宗像市し尿処理施設整備

基本構想に基づき、下水道前処理施設の整備に関

する計画策定や設計等を行う（下水道事業として整

備するため、実施主体は下水道課）。

し尿処理に関する業務、し尿代替業務

に関すること、宗像地区事務組合に関す

る業務

94 市民協働環境部環境課環境対策係 合併処理浄化槽維持管理費 5,040
下水処理区域外で合併処理浄化槽を設置し、適正

な維持管理をしている者に対し補助金を交付する。

浄化槽管理業務、維持管理補助金交

付業務

95 市民協働環境部環境課環境対策係 合併処理浄化槽整備事業費 4,735
下水処理区域外で合併処理浄化槽を設置する者に

対し補助金を交付する。
浄化槽設置補助金交付業務
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福祉課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

96 健康福祉部福祉課障害者福祉係 障害者福祉一般事務費 7,489

・障害がい者施策の周知及び障がい者理解のための

啓発を行う。

・第6期宗像市障害がい福祉計画・第１期宗像市

障がい児福祉計画の推進及び進行管理を行う。

身体障害者手帳事務、療育手帳事

務、精神障害者保健福祉手帳事務、

障害福祉計画業務、相談支援事業者

等指定事務、就労支援事業、文化・ス

ポーツ・余暇活動支援事業、広報・啓発

事業・障害者すこやかガイドブック、各種

障害者団体補助金等事務、障害者自

立支援協議会、磁気ループ貸出事業、

医療型福祉避難所事業、障害者差別

解消事業

97 健康福祉部福祉課障害者福祉係 障害者給付費及び助成費 196,265

・自立支援医療の支給。

・補装具費の支給。

・特別障害者手当の支給。

・重度障害者年金の支給。

・福祉タクシー料金の助成。

・温水プール利用料の助成。

更生医療費支給事務、精神通院医療

費関係事務、育成医療費支給事務、

補装具費支給事務、小児慢性特定疾

患児日常生活用具給付事務、住宅改

造費助成事業、軽度・中等度難聴児

補聴器購入費助成事業、特別障害者

手当等支給事務、重度障害者年金支

給事務、在日外国人障害者福祉手

当、心身障害者扶養共済制度掛金補

助事業、福祉タクシー助成事業、宗像

ユリックス総合公園温水プール使用料助

成事業

98 健康福祉部福祉課障害者福祉係 障害者介護給付費 1,853,209
居宅介護（ホームヘルプ）、生活介護等の介護給

付を行う。

居宅介護等事業、重度訪問介護事

業、行動援護事業、重度障害者等包

括支援事業、短期入所事業、療養介

護事業、生活介護事業、施設入所支

援事業、同行援護事業、計画相談支

援・地域相談支援事業、障害児通所

支援事業、障害者施設措置、高額障

がい福祉サービス等事業
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令和３年度

事業費

（千円）
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99 健康福祉部福祉課障害者福祉係 障害者訓練等給付費 830,025
障がい者が一般就労し、地域で経済的にも自立した

生活が送れるように、就労支援を行う。

自立訓練（機能訓練、生活訓練）、

就労移行支援事業、就労継続支援事

業、共同生活援助（グループホーム）

事業、就労定着支援事業、自立生活

援助事業

100 健康福祉部福祉課障害者福祉係 障害者地域生活支援事業費 78,254

障がい者がその有する能力及び適性に応じて、自立し

た日常生活、社会生活を営むことができるように、

様々な場面でのサービス提供を実施する。

相談支援等事業、手話通訳者等派遣

事業、日常生活用具給付事業、移動

支援事業、地域活動支援センター事

業、訪問入浴サービス事業、日中一時

支援事業、自動車運転免許取得・改

造費助成事業、成年後見制度利用支

援事業

101 健康福祉部福祉課障害者福祉係 障害支援区分認定等事業費 4,162
障害支援区分等認定審査会を定期的に行い、適正

な調査及び区分認定を行う。
障害支援区分認定審査会事務

102 健康福祉部福祉課保健福祉総務係 保健福祉一般事務費 1,839

旅費、通信運搬費等の一般事務費、福祉有償運送

運営協議会及び保健福祉審議会開催に係る経費、

指導監査ガイドラインに基づく指導監査等の社会福

祉法人に関する業務、日本赤十字社宗像市地区事

務局の運営及び社資の募集・集金・送金等の事務。

福祉有償運送等運営協議会に関する

業務、保健福祉計画の策定・進行管理

に関する業務、保健福祉審議会に関す

る業務、社会福祉法人の設立及び指導

監査等に関する業務、日本赤十字社宗

像市地区に関する業務、緊急情報カー

ドに関すること、包括的相談支援体制に

関する業務

103 健康福祉部福祉課保健福祉総務係 保健福祉審議会費 214 保健福祉審議会に関する業務。 保健福祉審議会に関する業務

104 健康福祉部福祉課保健福祉総務係 民生委員児童委員事業費 9,828

宗像市民生委員児童委員協議会事業実施の支援

（全員研修、各部会研修、主任児童委員研修、各

種会議等）地域での民生委員児童委員活動の支

援（高齢者や児童への訪問・見守り活動、学校を中

心としたふれあい部会活動）一斉改選に向けた定

数・地区割りの検討。

民生委員児童委員協議会に関する業

務

105 健康福祉部福祉課保健福祉総務係 社会福祉協議会補助費 65,895

地域福祉活動計画の実践、福祉の里づくり事業の推

進と小地域福祉会の活動の充実、地域福祉・在宅

福祉の推進、ボランティア活動の推進、福祉教育の推

進に関する事業実施の支援。

社会福祉協議会に関する業務
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生活支援課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

106 健康福祉部生活支援課生活保護係 生活保護事務費 18,045

生活保護相談者に対して、専門の相談員により面接

を行い、他法他施策の活用について詳細に説明する

など、適正な扶助認定に努める。　ケース診断会議、

検討会議を行い事務処理の共有化を図る。ケース

ワーカーの研修に参加し、スキルアップを図る。

面接受付、他法他施策、レセプト点検

107 健康福祉部生活支援課自立生活支援係 生活困窮者自立支援事業費 16,062

生活困窮者及びその家族その他の関係者から広く相

談を受け、その人に応じた自立支援プランを立て、就

労支援を中心とした自立相談支援と、家計改善支

援事業等の法定事業や他法他施策へのつなぎ等に

より課題解決し、自立した生活を送れるよう計画的に

支援していく。窓口周知に努め、関係機関との連携に

より、困窮者の早期支援に努める。

面接相談、相談支援計画作成、支援

の実施・記録、他法他施策調整、社会

資源の開拓・連携
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健康課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

108 健康福祉部健康課健診係 救急医療事業費 24,627

三師会、福津市、宗像地区事務組合と調整を図り、

市民が24時間365日、適切な救急医療を受けられ

る医療体制を保持することにより、市民の健やかで安

心した生活を確保する。

在宅当番医制運営委託事業業務、病

院群輪番制病院運営負担金事業業

務、歯科救急診療補助金事業業務、

宗像地区急患センタ－負担金事業業

務、地島診療所運営費補助金事業業

務、新型インフルエンザ等対策事業業務

109 健康福祉部健康課健診係 予防接種事業費 79,040

・高齢者を対象に定期予防接種（インフルエンザ、高

齢者肺炎球菌）を実施する。

・国の風しん追加的対策に基づき、成人男性

（S37.4.2~S54.4.1生まれ）に対し、風しんの抗

体検査及び第５期定期接種を実施する（令和元

年度から令和３年度）。

定期予防接種業務、予防接種広報啓

発および制度整備業務、感染症対策業

務

110 健康福祉部健康課健診係 献血事業費 800
宗像市献血推進事業計画を作成し、献血事業を推

進する。
献血業務

111 健康福祉部健康課健診係 健診・保健指導事業費 94,138

・各種がん検診、節目健診を実施する。

・がん精密検査未受診者すべてに対して、手紙や電

話による精密検査受診勧奨を行うことにより、精密検

査受診率の向上を目指す。

健診（検診）・保健指導業務、節目

健診・保健指導業務

112 健康福祉部健康課健康サポート係 保健一般事務費 1,228

・健康づくり事業に関する管理費、保健師や管理栄

養士など専門職の研修旅費、事務費。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止事務。

・骨髄等の移植を推進するため、骨髄等移植ドナーの

休業による経済的負担の軽減を図る。

・小児・AYA世代がん患者が自宅で安心して生活で

きるよう在宅介護サービスに係る利用料を助成する。

保健一般事務

骨髄等移植ドナー助成事業

小児・AYA世代がん患者在宅療養生活

支援事業
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番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

113 健康福祉部健康課健康サポート係 健康づくり事業費 1,640

・「第2次健康むなかた21」及び「第２次健康むなか

た食育プラン」に沿って、事業の推進と進行管理を行

う。

・広報紙やルックルック講座などを通して、健康づくり情

報の発信を行う。

・地域の健康教室やイベント等と協働・参画して、より

多くの市民に対して健康測定や健診受診勧奨、啓発

活動等を行うことにより、疾病予防に必要な知識を普

及し、市民の健康意識の向上を図る。

・食生活改善推進員の育成・活動支援。

・健康づくり推進協議会を開催する。

・受動喫煙対策の実施。

健康づくり情報等の発信業務、第2次健康

むなかた21推進業務、第２次健康むなかた

食育プラン推進業務、受動喫煙対策業務

114 健康福祉部健康課健康サポート係 生活習慣病予防支援事業費 2,660

・生活習慣病予防教室を実施し、生活習慣病の発

症予防を推進する。

・自殺対策やうつ病予防に関する相談や自殺対策に

関する正しい知識の普及啓発・人材育成を行う。

生活習慣病予防教室業務、自殺対策

強化事業業務

115 健康福祉部健康課健康サポート係 保健・介護予防一体的事業費 6,262

高齢者を対象に、介護予防と生活習慣病予防等の

保健事業の一体的取り組みを推進し、高齢者の心

身の多様な課題に対応したきめ細やかな支援につな

げ、健康寿命の延伸と医療費の適正化を図る。

・高齢者の保健事業と介護予防事業の

一体的な実施に関する業務。
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介護保険課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

116 健康福祉部介護保険課介護保険係 高齢者給付及び助成費 443 制度の周知及び適正給付。 渡船料等助成業務

117 健康福祉部介護保険課介護保険係 低所得利用者対策事業費 37
訪問介護利用者負担額減額認定業務、社会福祉

法人利用者負担軽減認定業務。

社福法人等利用者負担額軽減業務、

訪問介護利用者負担額減額業務
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高齢者支援課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

118 健康福祉部高齢者支援課高齢者サービス係 援護費 5,349

弔慰金及び給付金等の受付及び受給者からの相

談、県との調整業務、国・県追悼式及び慰霊巡拝事

業に関する市遺族連合会との調整業務等を行う。

援護事務に関する業務

119 健康福祉部高齢者支援課高齢者サービス係 高齢者福祉一般事務費 53
高齢者福祉全般に係る相談や申請があった場合、的

確な対応と事務処理を行う。
高齢者福祉一般事務

120 健康福祉部高齢者支援課高齢者サービス係 シルバー農園事業費 415

高齢者の介護予防や生きがいづくりを目的に、農園の

貸付を行う。運営については各農園で自主的に行え

るように支援をする。

シルバー農園に関する業務

121 健康福祉部高齢者支援課高齢者サービス係 生きがいづくり助成費 14,749

・市シニアクラブ連合会の活動の支援と活動費の助

成、地区老人クラブの活動費の助成と支援を行う。

・老人クラブが地域で高齢者の支援活動が行えるよう

に体制整備を進める。敬老祝金は長寿を祝う。

シニアクラブ活動の補助金に関する業

務、敬老祝金に関する業務

122 健康福祉部高齢者支援課高齢者サービス係 養護老人ホーム入所措置費 115,197

居宅において養護を受けることが困難な高齢者からの

入所相談においては、入所要件である環境上や経済

的な理由に該当するかどうかを十分確認し、入所判

定委員会からの判定をうけた上で養護老人ホームに

入所措置し養護する。

養護老人ホーム入所判定委員会に関

する業務、老人保護施設措置に関する

業務

123 健康福祉部高齢者支援課高齢者サービス係 在宅福祉サービス事業費 3,210

高齢者等の在宅での生活維持のための各福祉サービ

ス事業に関する相談や申請があった場合、適切な対

応を事務処理を行う。

在宅福祉サービス事業（生活支援

ショートステイ事業、老人日常生活用具

給付事業、緊急通報体制等整備事

業、住宅改造費助成事業）に関する業

務

124 健康福祉部高齢者支援課高齢者サービス係 高齢者給付及び助成費 14,077
各高齢者給付事業に関する事業の周知及び適正な

助成・給付を行う。

高齢者給付事業（渡船料助成事業、

在日外国人高齢者福祉手当給付事

業、高齢者はり・きゅう助成事業）に関

する業務

125 健康福祉部高齢者支援課高齢者サービス係 大島福祉センター管理運営費 14,142
大島福祉センターの指定管理にかかる事務事業の実

施。また施設及び設備の点検実施を行う。

大島福祉センター指定管理（施設管理

及び生きがい活動支援通所事業）に関

する業務

126 健康福祉部高齢者支援課高齢者サービス係 シルバー人材センター補助費 10,010
シルバー人材センターに対し事業費の補助及び事業

運営の支援を行う。

シルバー人材センターの補助金に関する

業務
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番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

127 健康福祉部高齢者支援課地域包括ケア推進係 成年後見制度利用促進事業費 842

成年後見制度の普及促進に関する業務及び権利擁

護支援のための地域連携ネットワークの構築に取り組

む。

成年後見制度の利用が必要な場合の

申立て支援業務、中核機関の機能・運

営業務
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都市計画課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

128 都市整備部都市計画課計画係 都市計画策定費 5,385
都市計画の決定・変更、都市計画審議会の運営、

地区計画策定支援、立地適正化計画の推進。

土地利用基本構想・福岡県都市計画

区域マスタープランとの調整、国土利用

計画及び都市計画マスタープランの推

進、都市計画変更・決定、地区計画策

定支援、立地適正化計画の変更・推進

129 都市整備部都市計画課都市政策係 都市政策費 2,623

歴史的風致維持向上計画の推進、都市再生整備

計画の推進、景観まちづくりの推進、国土利用計画

法及び公有地の拡大の推進に関する法律に基づく手

続き・無届出調査、屋外広告物に関する許可・指

導。

歴史的風致維持向上計画の変更・進

捗管理・評価、都市再生整備計画の策

定・進捗管理、景観計画及び景観条例

に係る届出・許認可及び相談・指導、唐

津街道関連事務、土地売買届出書進

達、無届実態把握調査、公拡法届出

書等事務、屋外広告物の許可及び違

反広告物の撤去

130 都市整備部都市計画課都市政策係 防災都市づくり推進事業費 10,000 防災都市づくりに係る調査検討。 ・防災都市づくりに係る調査検討
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施設整備課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

131 都市整備部施設整備課建設係 道路新設改良事業費 66,600
測量設計業務委託の実施、用地補償の交渉、道路

整備工事を実施する。

道路新設改良設計業務、用地補償交

渉業務、道路整備工事発注業務

132 都市整備部施設整備課建設係 県道改良事業費 30,000

県が実施する事業（測量設計、用地買収補償交渉

及び道路工事）が促進するように、地域や関係機関

との調整や協議に対応する。

県道改良に係る関係機関との調整業務

133 都市整備部施設整備課建設係 街路一般事務費 1,579 設計積算システムのリース及び保守に関する事務。 街路一般事務

134 都市整備部施設整備課建設係 公園一般事務費 80 公園事業に係る事務経費の支出。 公園一般事務

135 都市整備部施設整備課施設整備係 東郷日の里線道路改良事業費 14,000 道路工事を実施する。 東郷日の里線道路改良工事発注業務

136 都市整備部施設整備課施設整備係 橋梁維持管理費 56,467
橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の調査設計

や修繕工事を行う。

橋梁長寿命化調査設計業務、橋梁長

寿命化工事発注業務
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維持管理課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

137 都市整備部維持管理課道路公園係 交通安全施設整備事業費 54,397

・ガードレール等、区画線、道路反射鏡、防犯灯の設

置や修繕を行う。

・世界遺産にふさわしい道路環境を目指して、景観条

例に基づき色彩等に配慮した施設整備を行う。

・社会資本整備総合交付金を活用した通学路の安

全対策事業（路肩カラー塗装）を行う。

交通安全施設整備事業に関すること

138 都市整備部維持管理課道路公園係 道路維持管理費 312,645 舗装、側溝の修繕・改良工事を行う。
道路施設等の機能維持に関すること、

道路維持に関すること

139 都市整備部維持管理課道路公園係 河川総務一般事務費 552 河川協会負担金を支出する。 河川事務に関すること

140 都市整備部維持管理課道路公園係 河川改修事業費 17,500 市営河川の浚渫や護岸工事を行う。 河川改修事業に関すること

141 都市整備部維持管理課道路公園係 急傾斜地崩壊対策事業費 4,014 急傾斜地崩壊対策事業や維持管理を行う。 急傾斜地崩壊防止事業に関すること

142 都市整備部維持管理課道路公園係 公園維持管理費 9,598 公園長寿命化計画を実施する。
公園維持管理に関すること

公園の大型遊具に関すること

143 都市整備部維持管理課道路公園係 現年土木災害復旧事業費 15,003 災害復旧を行う。 現年土木災害復旧事業に関すること

144 都市整備部維持管理課管理係 駐輪場・駐車場管理運営費 49,413

駐輪場・駐車場の管理運営及び市道や公園に放置

された自転車等の撤去及び処分を行い、交通の安全

と景観の向上を図る。

市営駐輪場等の管理運営に関するこ

と、放置自転車、放置バイクの処理に関

すること

145 都市整備部維持管理課管理係 道路維持管理費 215,163
・道路・法定外公共物の占用等の許可を行う。

・道路植栽管理を行う。

道路占用に関すること、道路台帳の整

備に関すること、法定外公共物に関する

こと、境界立会に関すること、道路施設

等の機能維持に関すること

146 都市整備部維持管理課管理係 公園維持管理費 198,303

・公園内の草刈りやトイレ清掃を行う。

・公園内の植栽管理業務や遊具の修繕、工事を行

う。

・公園内の施設について、日常点検及び精密点検を

行う。

・公園台帳の整備を行う。

公園維持管理に関すること、公園の占

用、公園施設設置申請に関すること、公

園台帳の整備に関すること、無料公園の

使用に関すること

147 都市整備部維持管理課用地係 道路維持管理費 253
公共事業を円滑に遂行するために必要な土地を取得

する。

後退道路助成交付金事務、公共用地

の取得及び補償に関すること、公共用地

の評価に関すること、地価公示法に関す

ること、土地収用法に関すること。
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都市再生課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

148 都市再生部都市再生課地域政策係 公共交通整備事業費 91,157

・ふれあいバス・コミュニティバスの運行管理・利用促進

に向けて取り組むとともに、令和３年度の運行計画改

定に向けた調整・準備を行うことで、交通弱者の移動

手段確保と交通機能としての利便性の向上を図る。

・大島地区高齢者タクシー料金助成事業を実施す

る。

・必要に応じて地域交通会議を開催する。

・路線バスの赤字額を本市単独や近隣自治体と合

同で補助し、路線の維持に努める。

ふれあいバス・コミュニティバス運行管理、

地域の運行委員会・運輸支局・警察・

道路管理者との調整等、ふれあいバス

カード発行、バス停整備・維持管理、大

島地区高齢者タクシー料金助成、地域

公共交通会議運営、路線バス運行補

助業務

149 都市再生部都市再生課地域政策係 オンデマンドバス運行事業費 33,034

日の里地区において、AIを活用したオンデマンドバスの

２年間の実証運行を行うとともに、今後の宗像市にお

ける持続可能な交通体系の構築について、宗像市、

西日本鉄道（株）、ネクスト・モビリティ（株）の３

者が共同で研究を行う。

オンデマンドバス運行管理、地域の運行

委員会・運輸支局・警察・道路管理者

との調整等、乗降場所整備・維持管

理、公共交通体系の調査・研究

150 都市再生部都市再生課地域政策係 空き家利活用推進事業費 1,600

・空き家・空き地バンクの更なる利活用促進のため、

空き家所有者等に、制度を広報周知する。

・（一社）住マイむなかたと連携し、不動産の流通促

進のため、住まいに関する相談会やイベントを開催す

る。

・中古住宅市場の活性化のため、既存住宅状況調

査（住宅インスペクション）を実施した者に、調査費

の一部を補助する。

・宗像市立地適正化計画に定める、都市機能誘導

区域及び居住誘導区域の範囲にある空き家の所有

者で、空き家・空き地バンクに登録し、専任媒介契約

が成立した所有者に、登録奨励金を交付する。

・自治会及び住マイむなかたと連携して、空き家所有

者に対する啓発を行う。

空き家空き地バンク運用、中古住宅市

場の活性化、奨励金等交付事務
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番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

151 都市再生部都市再生課地域政策係 空き家等対策推進事業費 2,957

・空き家・空き地の適正管理を促すため、管理不全な

空き家・空き地の所有者に、助言・指導、勧告等を

行い、必要に応じて行政代執行を行う。

・宗像市立地適正化計画に定める居住誘導区域外

にある老朽化した空き家を除却した所有者等に、除

却費用の一部を補助する。

宗像市空家等対策協議会の運営、福

岡県空家等対策推進委員会事務、空

き家等適正管理の啓発、老朽空き家等

除却促進事業補助金交付事務

152 都市再生部都市再生課街なか再生係 建築開発一般事務費 421
開発行為・建築行為についての法令に沿った指導助

言、建築紛争予防のための指導を行う。

開発・建築に関する相談・指導、開発事

前協議会、土地区画整理事業関連業

務、開発・建築に関する副申・調査報告

書等作成、中高層建築物等の建築に

関する手続・調整

153 都市再生部都市再生課街なか再生係 団地再生推進事業費 21,723

・自由ヶ丘地区における団地再生事業の推進。

・日の里地区における都市再生事業の推進。

・宗像市都市再生事業推進協議会等の民間事業

者との連携により、リノベ・建替え等の既存ストックの利

活用を促進する。

・特定非営利活動法人まちづくり宗像を中心としたエ

リアマネジメント活動の支援を行う。

・高齢者の生きがいづくりや多世代交流の機会の充実

等、ＵＲ都市機構や民間事業者と連携した日の里

ファームを中心とした取組の支援を行う。

民間事業者との総合調整、UR再生機

構との調整、エリアマネジメント活動支

援、新技術等を活用した実証事業支援
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建築課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

154 都市再生部建築課建築係 建築一般事務費 8,116
・ブロック塀等撤去費補助。

・木造住宅耐震改修工事費補助。

木造住宅耐震改修工事費補助、ブロッ

ク塀等撤去費補助

155 都市再生部建築課建築係 住宅相談事業費 2,622

誰もがいつでも安心して相談できる窓口をメイトム内の

「住まいと暮らしの情報センター」に設置し、150日の

窓口開設業務委託（実開設日数240日（予

定））をする。また「住まいと暮らしの情報センター」の

機能を有効に利用し、より充実した相談体制を整える

ことで、市民の住宅に関する不安や悩みを速やかに解

消する。また、相談員の能力向上のため、住まいに関

する研修会の開催や国県などの新しい取り組みについ

て情報を共有する。

住宅相談窓口開設業務を委託（市民

公益活動団体へ）、協働業務、定期

監査の実施、「住まいと暮らしの情報セン

ター」管理（電力使用料）

156 都市再生部建築課住宅係 住宅維持管理費 37,325

・収入申告及び収入認定に基づく家賃の決定。

住宅使用料未納者に対する督促状・催告書の発

送、訪問徴収及び電話催告による徴収業務、長期

滞納者に対する法的手段（明渡訴訟）等の実施

。

・消防施設等の安全点検、草刈等管理、修繕業

務。

家賃決定、家賃徴収、住宅維持管理

業務、計画的改修業務

157 都市再生部建築課住宅係 一般住宅ストック活用事業費 3,301 大島地区内の老朽化した一般住宅は、解体を行う。
市有地の利活用検討（用途廃止、払

下げ）

158 都市再生部建築課住宅係 市営住宅維持更新事業費 3,000
・長寿命化を図るために、野添団地外壁外改修工事

設計業務委託を実施する。
市営住宅維持更新
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商工観光課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

159 産業振興部商工観光課商工係 商工振興事業費 15,935

前年度に引き続き、地域経済の活性化を図る。その

ために事業者、創業希望者を支援する。また、市内

最大の事業者団体である宗像市商工会と連携し、

経営指導を中心とした支援を行う。

商工会支援業務、商工会との連絡、調

整業務、商工行政の推進に関する業

務、液化石油ガス設備工事届出など各

種法律による届出事務、SOHO支援事

務

160 産業振興部商工観光課商工係 中小事業者等支援事業費 290,838

引き続き、中小企業等の金融支援を行いつつ、加え

てやる気のある事業者による新たなチャレンジに対して

補助金制度を実施する。創業関係については、市内

で創業を希望する新規事業者に対し補助金制度を

継続し、併せて従来の市主導の創業マインド向上の

ためのセミナー等の取組みを引き続き行う。

創業者支援業務、中小企業者支援等

業務

161 産業振興部商工観光課観光係 観光推進事業費 49,073

・地域資源を活用した体験型メニューの磨き上げや観

光資源の情報発信を強化する。

・マイクロツーリズム、ワーケーション等を推進する。

・観光地域づくりを担うDMOの構築を推進し、地域の

稼ぐ力を強化する。

・周遊消費拡大イベント、プロモーションの実施。

・旅行代理店営業強化による国内団体客誘客及び

修学旅行誘致を促進する。

観光推進業務、観光地域づくり業務、

調査業務、来訪者対応業務

162 産業振興部商工観光課観光係 観光施設維持管理費 9,989

観光客が安全かつ快適に観光施設を利用できるよ

う、トイレ、駐車場及び登山道等観光施設の年間を

通じた維持管理、並びに夏季における海水浴場等の

安全・衛生管理を行う。

観光施設維持管理業務

163 産業振興部商工観光課観光係 東部観光拠点施設管理運営費 16,195

・東部観光拠点施設の管理運営及び赤間宿通りの

活性化に取り組む。

・市東部の観光拠点施設として、東部４地区をはじ

め市内全域の観光情報及び歴史的価値の発信を行

う。また、赤間宿通りを中心に誘客を図るため、おもて

なし事業やイベント等に取り組む。

東部観光拠点施設管理運営業務、赤

間宿通り活性化業務

42



産業政策室

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

164 産業振興部産業政策室産業政策係 産業政策推進事業費 12,182

新型コロナウイルスや鳥インフルエンザにより打撃を受

けている一次生産者等を、道の駅むなかたで行うイベ

ント販売やオンラインショップのキャンペーン販売を通じ

て支援するとともに、新たな販路開拓をねらう。また、

御製広場及び国道４９５号沿線の賑わいづくりを目

標に、商業施設等の誘導に取り組む。

企業誘致関連事務、北部沿道商業地

新規出店補助事務、一次生産者等支

援業務

165 産業振興部産業政策室産業政策係 観光物産館管理運営費 6,763 施設の維持管理を行う。 観光物産館管理運営業務

166 産業振興部産業政策室産業政策係 観光物産館改修事業費 5,935
施設の老朽化に対する措置として必要な改修等を行

う。
観光物産館改修業務
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元気な島づくり課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

167 産業振興部元気な島づくり課元気な島づくり係 大島行政センター管理運営費 15,501 行政サービスを低下させることなく効率的で効果の高

い行政サービスの提供に努める。

　各種問い合わせ等に関する業務、住

基、戸籍に関する業務、消防、防災に

関する業務、大島行政センター、備品の

管理に関する業務、各課からの依頼業

務の一時対応に関する業務、大島地区

環境整備に関する業務、旧大島行政セ

ンター利活用業務

168 産業振興部元気な島づくり課元気な島づくり係 戸籍・住民基本台帳一般事務費 238
・各種届出の受付、各種証明書の交付等、窓口事

務の適正かつ効率的な実施。

住民異動届受付審査・国保・介護等各

種異動届、戸籍届出受付、各種証明

書発行、窓口業務委託、郵送請求処

理

169 産業振興部元気な島づくり課元気な島づくり係 観光施設維持管理費 18,042

・関係団体と連携を強め、問題に即時対応できるよう

にする。

・修繕の必要な箇所の確認、対応を怠らず常に観光

施設利用者が快適に利用できるようにする。

・費用対効果を意識し施設にかかる光熱水費や維持

費に関して随時見直しをかける。

・観光資源を活用できるように現状維持におわらず登

山道の整備などさらなる施設の快適化に努める。

観光施設維持管理（九州オルレ宗像・

大島コース管理、展望台、砲台跡、公

園、トイレ、海岸等）

170 産業振興部元気な島づくり課元気な島づくり係 離島振興一般事務費 1,070 渡船自動車航送運賃助成金に関する事務を行う。
渡船自動車航送運賃助成券発行、集

計業務

171 産業振興部元気な島づくり課元気な島づくり係 離島振興事業費 22,141

・島内事業者による観光事業等を域(島)内経済活

性化へとつなげるための事業を展開するとともに、効果

的な情報発信を行う。

・観光客の島内交通手段の確保のため、観光バスの

運行について負担金を助成する。また、移住のための

住宅対策として空き家の現状把握及び整理を関連

課と連携して実施する。

・島内でワーケーションを実施する事業者を盛り込んだ

イベント等を実施し、企業誘致につなげる。

　離島振興対策事務交流促進事業、

交流体験プログラム事業、島内交通検

討事業、情報発信強化事業、遊休観

光資源利活用事業
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番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

172 産業振興部元気な島づくり課元気な島づくり係 離島振興基金事業費 3,430

・元気な島づくり事業推進協議会(市と大島の地元

団体で設置した協議会)が島外交流事業(七夕まつ

り、みあれ祭見学ツアー、事業等)を実施するために、

団体に対して負担金を交付する。

・元気な地島づくり協議会(地島の地元団体で設置し

た協議会)が島外交流事業(本格地引網事業、椿ま

つり事業等)を実施するために、団体に対して補助金

を助成する。

・元気な島づくり事業補助金では、大島、地島での離

島振興事業の新たな担い手と連携し、協働による取

り組みを実施するため、補助金を助成する。

元気な島づくり事業推進協議会育成事

業、元気な地島づくり協議会育成事

業、元気な島づくり事業補助金制度に

係る募集・交付等事務など、

173 産業振興部元気な島づくり課元気な島づくり係 離島観光施設整備事業費 12,000
大島観光休憩所における休憩所部分の減築及び

シャワー棟の防水工事を実施する。
離島観光施設整備事業

174 産業振興部元気な島づくり課元気な島づくり係 海洋体験施設管理運営費 9,900
うみんぐ大島の管理運営事業に対して、指定管理業

務を委託する。
うみんぐ大島指定管理業務委託料

175 産業振興部元気な島づくり課元気な島づくり係 離島体験交流施設管理運営費 3,949

施設の貸館等に関する業務や適正な施設管理を行

うとともに、地域の交流活性化事業の拠点施設として

の機能を十分に発揮できるよう運営を行う。

また、離島体験交流機能のほか、「漁村留学寄宿舎

機能」「泊渡船待合所機能」「診療所機能」を併せ持

つ複合施設であるため、それぞれの所管する部署と連

携を取りながら施設の安全性を確保する。

離島体験交流施設運営事業

176 産業振興部元気な島づくり課元気な島づくり係 体育施設管理運営費 1,410

・体育施設の適切な管理、運営を通して、スポーツの

推進、健康の増進及び、地域の連帯意識の高揚及

び生活文化の向上を図ることを目的としている。

・大島運動場及びちびっこ広場の管理運営を実施す

る。

体育施設管理事業
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農業振興課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

177 産業振興部農業振興課振興係 農業振興一般事務費 2,398

農地の利用権設定手続きを適正に実施する。農振

地域からの除外等に係る相談を受けるとともに、必要

に応じて対応資料を作成する。

利用権設定等事務、農地利用計画変

更事務、JA調整事務、庶務

178 産業振興部農業振興課振興係 農業振興事業費 116,105

・むなかた地域農業活性化機構を通じた農地の利用

集積の推進により、農業経営の改善・効率化を支援

する。

・農地中間管理事業を活用して農地を集積する。

・認定農業者等に対する高性能農業機械等の導入

助成を行う。

・農業次世代人材投資資金を活用し、後継者の確

保・育成を行う。

・農地耕作条件改善事業を活用して、ＪＡむなかた

と協働で暗渠排水設備の更新に取り組む。

・ＩCＴ機器を活用して市内若手イチゴ農家の経営

改善に取り組む。

農業活性化機構事務、認定農業者事

務、高性能農業機械等導入事務、利

子補給事務、地域就農支援事務、人・

農地プラン作成支援事務、農業次世代

人材投資資金事務、機構集積協力金

事務、有機農業研修会支援事務

179 産業振興部農業振興課振興係 直販施設管理運営費 2,529

消費者ニーズに対応した安心・安全で新鮮な農産物

の生産と供給体制を支援する。学校給食への食材提

供を継続する。

施設管理業務、指定管理事務

180 産業振興部農業振興課振興係 水田農業推進対策事業費 9,244
対象者に対し制度の周知等を行い、本制度の活用を

推進する。
水田農業推進協議会支援事務

181 産業振興部農業振興課振興係 中山間地域等直接支払事業費 10,898
中山間地域等直接支払制度に取り組む集落と協定

を締結し、協定に基づく活動を支援する。

協定締結事務、交付金交付事務、現

地確認・集落指導事務

182 産業振興部農業振興課振興係 多面的機能支払事業費 32,963

活動組織が実施する農道、水路、ため池などの地域

の農業用資源の保全管理や長寿命化の活動に関し

て支援を行う。

活動組織指導事務、現地確認事務、

交付金交付事務

183 産業振興部農業振興課振興係 畜産総合対策事業費 130

防疫対策研修会への参加及び畜産業者への情報提

供を行うとともに、防疫マニュアルに沿った体制を整備

し有事に備える。臭気対策については、関係部署との

連携による事業者への指導を行い速やかに対応す

る。事業者と地元住民の情報共有の場を設け、両者

の相互理解が図られるよう取り組む。

疾病対策事務、環境問題対策事務、

頭羽数調査事務

184 産業振興部農業振興課振興係 林業総務一般事務費 283
緑の募金等の森林保全・保育、森林法に基づく各種

届出への手続きを行う。

林道維持管理事務、林地保全事務、

林地台帳事務、治山事務、林地開発

事務
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番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

185 産業振興部農業振興課振興係 有害鳥獣駆除事業費 10,369

鳥獣による農林業被害防止を促進するため、鳥獣被

害防止計画に基づき、被害地域における防護柵の設

置、捕獲用罠等による捕獲や狩猟免許の取得促進

等による適正な個体数調整の実施、処理加工施設

の利用促進を行う。

有害鳥獣対策事務、狩猟免許取得事

務、加工処理施設管理運営事務、広

域連絡協議会事務、イノシシ肉流通促

進事務

186 産業振興部農業振興課振興係 荒廃森林再生事業費 18,903
福岡県森林環境税を活用し、市内の荒廃した森林

の整備事業を実施する。
荒廃森林整備事務

187 産業振興部農業振興課振興係 松林再生保存事業費 14,713

松原の松枯れ防止及び景観保全のため、予防防

除、伐倒駆除等を行う。また、松原に対して、市民等

の保全意識醸成・保全活動促進のためのイベントや

活動支援を行う。

松くい虫防除事務、松原保全活動推進

事務、松原被害対策事務

188 産業振興部農業振興課振興係 森林整備促進事業費 11,633

森林環境譲与税を活用し、森林における間伐や人

材育成・担い手の確保、放置竹林対策、木材利用

の推進や普及啓発等の森林整備及びその促進を行

う。

森林整備事業事務、森林整備の促進

事業事務

189 産業振興部農業振興課振興係 正助ふるさと村管理運営費 40,660

・正助ふるさと村の運営・施設管理・指定管理者との

協議・指導・計画的な施設改修を行う。正助ふるさと

村の今後のあり方を示した将来計画を策定する。

・市民ニーズや社会的要請を背景に事業内容の見直

しとともに適切な施設管理を含め、その方向性を明ら

かにする計画を策定する。

施設管理業務、指定管理事務、事業

再編検討事務

190 産業振興部農業振興課土木係 土地改良事業費 58,678
農業用施設等(水路・井堰)の改良工事を行い、併

せて、緊急時の修繕・補修対応を行っていく。
土地改良事務

191 産業振興部農業振興課土木係 ため池等整備事業費 71,961

・平成３０年度から３カ年実施しため池危険度調査

結果を基に優先順位をつけ、ため池を改修や洪水吐

きの切下げ工事をすることでため池の機能の保全や安

全性を高めることができる。

・県営ため池等整備事業によるため池改修工事を継

続し、利水・治水機能及び防災機能を高めることがで

きる。

・防災重点ため池のハザードマップを各戸に配布するこ

とで、ため池の災害時の情報を提供することができ、市

民の安全を確保することができる。

ため池整備事務、県営ため池等整備事

務、ため池等所有権移転事務、ため池

保険・賠償傷害保険事務、ハザードマッ

プ配布事務

47



番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

192 産業振興部農業振興課土木係 ため池等維持管理費 6,191

・河川法などに添った適正な維持管理を行う。

・県と締結した治水協定に基づき事前放流を行うこと

で河川の災害防止を図る。

ため池等維持管理事務

193 産業振興部農業振興課土木係 農地多面的活用事業費 1,000

活動組織が実施する農道、水路、ため池などの地域

の農業用資源の保全管理や長寿命化の活動に関し

て支援を行う。

活動組織指導事務、現地確認事務、

交付金交付事務

194 産業振興部農業振興課土木係 林業総務一般事務費 300
放置竹林対策、緑の募金等の森林保全・保育、森

林法に基づく各種届出への手続きを行う。

森林保育事務、林道維持管理事務、

林地保全事務、林地台帳事務、治山

事務、林地開発事務

195 産業振興部農業振興課土木係 河川総務一般事務費 435
費用の請求や地元への管理委託等の事務手続き及

び修繕等の工事を実施する。
樽見樋門管理事務

196 産業振興部農業振興課土木係 現年農林災害復旧事業費 1,883
被災した農業用施設等の現地測量及び復旧工事を

行う。
農林災害復旧事業事務

197 産業振興部農業振興課土木係 現年林道災害復旧事業費 1,883 被災した林道等の現地測量及び復旧工事を行う。 林道災害復旧事業事務

198 産業振興部農業振興課土木係 原田井堰維持管理費 2,609
井堰本体(扉体)の塗装や各種施設の改修を行う。

また、緊急時の修繕・補修対応を行っていく。
原田井堰維持管理業務
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水産振興課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

199 産業振興部水産振興課振興係 水産業総務一般事務費 23,951
円滑な漁業活動を支援するために、漁港における清

掃及び使用料徴収等の維持管理事務を実施する。
漁港管理業務

200 産業振興部水産振興課振興係 水産業振興事業費 22,613

・鐘崎漁港冷凍施設及び神湊漁港漁船巻揚施設を

改修。その他、急を要する施設を改修。

・トラフグ約40万尾、アワビ約20万個の放流を支援。

・有害生物（ウニ）の駆除、岩盤清掃等藻場再生

を支援。

・水産物販売促進委員会を設置し、次の取り組みを

実施。

・あなごちゃん祭り、鐘崎天然とらふくなど、旬の水産物

のフェアイベントを企画し、年間を通じた集客・誘客に

取り組む。

共同利用施設整備事業補助業務、資

源回復計画促進事業補助業務、水産

多面的機能発揮対策事業補助業務、

イベント推進業務、ブランド力強化業

務、水産物販路拡大業務、水産物消

費拡大業務、宗像漁協経営改善貸付

金業務

201 産業振興部水産振興課振興係 離島振興事業費 2,203 神湊第二駐車場の管理運営を行う。 神湊第二駐車場管理運営業務

202 産業振興部水産振興課漁港整備係 漁港整備事業費 301,632

事業計画に基づき鐘崎漁港の施設整備及び、市管

理漁港の漁港施設の補修（県単事業）を実施す

る。

漁業者及び関係機関との計画協議、工

事及び委託業務の設計積算業務、工

事及び委託業務の監督業務、国庫補

助事業手続業務

203 産業振興部水産振興課漁港整備係 漁場整備事業費 8,000

水産資源の維持・回復を目的に、沿岸域の藻場・漁

場の整備を実施する。

また、過年度整備済の漁礁のモニタリングを継続し、

効果の発現状況を経過観察していく。なお、海藻類

の養殖などについて、漁業者の意欲ある取り組みへの

支援にも取り組む。

漁業者及び関係機関との計画協議、工

事及び委託業務の設計積算業務、工

事及び委託業務の監督業務

204 産業振興部水産振興課漁港整備係 海岸保全施設整備事業費 3,986
海岸施設での事故発生件数0を目標に海岸施設の

維持管理を行う。

海岸維持管理業務（点検、維持補修

工事の設計積算工事監督、施設長寿

命化の検討)、海岸漂着ゴミ回収事業

205 産業振興部水産振興課漁港整備係 河川総務一般事務費 98
福岡県が行う市内の海岸事業に対する負担金の納

入及び海岸事業促進に係る事務を実施する。
海岸事業促進事務
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教育政策課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

206 教育子ども部教育政策課政策係 教育委員会費 2,936

定例教育委員会、臨時教育委員会を開催し、学校

の振興（学校設置管理、教職員の人事）、生涯学

習・社会教育の振興（生涯学習・社会教育事業の

振興、図書館の設置等）芸術文化の振興、文化財

の保護（文化財の保存、活用、文化施設の設置

等）スポーツの振興（指導者育成、確保、体育館

等のスポーツ施設の設置運営等）の方針などについ

て決定または協議する。総合教育会議を開催する。

教育委員会の活動内容に関する広報と教育委員研

修を実施する。

教育委員会運営事務

207 教育子ども部教育政策課政策係 教育相談事業費 5,809

市内すべての中学校（義務教育学校後期課程含

む。）と派遣要望のある小学校（義務教育学校前

期課程含む。）にスクールカウンセラー（臨床心理

士）を派遣し、児童生徒へのカウンセリング、カウンセ

リング等に関する教職員及び保護者に対する助言・

援助、児童生徒等の心のケアを中心とした指導助言

等行う。教育委員会に教育相談員を設置し、地域や

保護者からの学校に関する相談・要望等に対応す

る。

スクールカウンセラー関係事務、教育相

談員関連事務

208 教育子ども部教育政策課政策係 学力向上支援事業費 66,456

・児童生徒の学力向上のため、小中学校に学力向

上支援教員22人を配置し、ティームティーチングによる

学習指導や習熟度別・課題別学習などの少人数指

導を行う。

・各学校で実施している放課後学習支援について、

地域及び学生ボランティアの活用を図ることで、学力の

底上げに向けた取組み強化を行う。

学力向上支援事業

209 教育子ども部教育政策課政策係 教育政策一般事務費 1,396

県費負担教職員の給与・人事・休職・服務全般に関

する事務(健康診断除く）及び市費任用職員の人

事・服務に関する事務(社会保険、厚生年金、雇用

保険、労災保険等)を行う。教育長の出張に関する

事務を行う。教育委員会の権限が属する事務の点

検・評価に関する事務を行う。各種教育施策実施に

向けた教育委員会事務局の総合調整・連絡を行う。

教育委員会事務局総務一般事務、期

限付任用職員人事関連事務、教育部

連絡調整事務、教職員服務関連事務

(健康診断除く）
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210 教育子ども部教育政策課政策係 教育政策振興事業費 2,293

教職員研修会、教育センター事業、大学との連携事

業等を実施し、教職員の資質向上を図る。人権教育

推進のため、教職員研修会・実践交流会、ＰＴＡ

人権・同和教育実践交流会を実施するとともに、全

国各地で行われる研修会等へ参加する。いじめ防止

対策推進委員会・いじめ問題対策連絡協議会の運

営など、いじめ防止に向けた取組みを実施する。

人権教育関連事務、大学連携事務、

教育政策関連事務、教職員研修関連

事務（教育センター、研究所連盟関係

事務含む）、家庭・地域との協働推進

事務（学校公開、土曜授業等）、教

育委員会事業点検評価関係事務、教

育相談・生徒指導関係事務

211 教育子ども部教育政策課政策係 小中一貫教育推進事業費 19,898

６中学校区に学園コーディネーターを配置し、学校間

や学校と地域・家庭が円滑に連携できるよう連絡調

整を行うとともに、小中一貫教育推進のため、授業支

援、教職員の人材育成および広報活動等を行う。

また、「地域と共にある学校」を目指していくため、令和

元年度から中央中学校区及び日の里中学校区の２

中学校区でコミュニティ・スクールのモデル事業を展開

中であり、その成果を地域のみなさん、全教職員に周

知するための全体研修会を開催し、令和4年度からの

全市立学校でのコミュニティ・スクールを導入に向けた

準備を進めます。

小中一貫教育支援業務

212 教育子ども部教育政策課政策係 世界遺産学習推進事業費 1,449

・ふるさと学習用教材の作成・配布及び「ふるさとふる

ふる講座」（ルックルック講座の学校版）を実施するこ

とでふるさと学習を推進する。

・市立学校の児童が世界遺産学習を実施するための

施設見学用貸切バス代を助成する。

世界遺産学習推進事務

213 教育子ども部教育政策課学務係 学校教育一般事務費 3,012

児童生徒数の推移や統計調査により学級数を算定

し、学級編制（教員基準定数）を的確に行う。児

童生徒の就学手続き、受付事務、区域外通学申請

受付・承認を適正に行う。地域改善対策奨学資金

の貸与者に対する返還猶予や免除申請の事務を行

う。

学務事務に関する業務、統計調査報告

に関する業務、通学に関する業務、地

域改善対策奨学資金に関する業務

（～H39）

214 教育子ども部教育政策課学務係 学校保健事業費 47,537

・小中学校に学校医、薬剤師を配置し、全児童生徒

に対して健康診断を行う。

・学校活動中の児童生徒の怪我等について把握し、

補償のための日本スポーツ振興センター保険に関する

加入・請求等の事務を行う。

・教職員に対する健康診断実施、産業医の設置やス

トレスチェック等を実施する。

学校結核対策委員会事業、災害共済

給付に関する業務、児童生徒学校保健

業務、教職員健康診断業務
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215 教育子ども部教育政策課学務係 就学時健康診断事業費 973

発達支援センター、子ども家庭課と連携して、市内小

学校に入学予定者に対する健康診断を実施し、入

学前児童の健康状態を把握する。

就学時健康診断事業

216 教育子ども部教育政策課学務係 英語教育推進事業費 43,346

児童生徒のコミュニケーション能力の向上と多文化理

解の推進を図るため、中学校区に1人程度のALTを

配置するとともに、学校とALTを連携させるマネー

ジャーを配置する。

ALT配置事業

217 教育子ども部教育政策課学務係 学校情報化事業費 23,443

計画的に、小・中・義務教育学校の教職員が使用す

るパソコン・プリンタ・サーバ等機器の更新を順次実施

する。教職員の負担軽減のため、小・中・義務教育

学校で校務支援システムを運用する。

ネットワーク機器更新等に関する業務、

校務パソコン更新業務、ICT支援員・指

導員活用管理業務、ICT支援研修及

び障害対応に関する業務

218 教育子ども部教育政策課学務係 ＧＩＧＡスクール推進事業費 21,384

ＧＩＧＡスクール構想に基づき、一人一台の学習用

タブレットを活用した新しい学習様式の導入に着手

し、児童生徒一人一人の教育ニーズに対応する学び

の最適化を推進する。

GIGAスクール推進事業

219 教育子ども部教育政策課学務係 教育振興費 22,697

・児童生徒が幅広い分野の学習を行えるよう授業や

学校行事等の教育活動を支援する学校ボランティア

の活用を図る。各団体の活動に補助金・負担金を交

付する。

・離島の中・高・大学生の通学定期券購入を補助す

る。

学校教育振興に関する業務、部活動指

導員に関する業務、各種団体負担金等

に関する業務、渡船補助に関する業

務、学校ボランティア支援

220 教育子ども部教育政策課学務係 若年者専修学校等技能習得資金費 463
貸付金募集広報、貸付金返還についての案内通知

と収納事務を速やかに行う。
若年者専修学校等技能習得資金事務

221 教育子ども部教育政策課学務係 高校奨学金 36,864

高校に在学する生徒の就学のための経済支援として

保護者に宗像市独自補助の高校奨学金として支給

する。制度の広報を積極的に行い、適正かつ速やか

な給付事務、給付相談の受付を行う。

高等学校等奨学金業務

222 教育子ども部教育政策課学務係 小学校教育振興費 9,508

学力テスト及び学習意識調査を実施し、その結果を

教育活動に活用するとともに、宿泊学習等のための補

助を行うことで、学校教育の充実を図る。

学校教育振興に関する業務
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番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

223 教育子ども部教育政策課学務係 小学校就学援助費 51,850

経済的理由で就学困難な児童の保護者に現金給

付を行うことで教育格差の解消に取り組む。申請時に

必要な書類を簡素化し、保護者の負担を軽減する。

就学援助事業

224 教育子ども部教育政策課学務係 中学校教育振興費 13,515

学力テスト及び学習意識調査を実施し、その結果を

教育活動に活用するとともに、職場体験事業の実施

や部活動の大会に対する交通費等の補助を行うこと

で、学校教育の充実を図る。

学校教育振興に関する業務

225 教育子ども部教育政策課学務係 中学校就学援助費 54,414

経済的理由で就学困難な生徒の保護者に現金給

付を行うことで教育格差の解消に取り組む。申請時に

必要な書類を簡素化し、保護者の負担を軽減する。

就学援助事業

226 教育子ども部教育政策課特別支援教育係 特別支援教育推進事業費 41,575

・特別な教育支援を要する児童生徒に対応するた

め、特別支援教育支援員を配置する。また、支援を

要する児童生徒への適切な指導と支援を行うため、

県を通して巡回相談員を学校に派遣し、教職員に対

して相談及び助言を行う。

教育支援委員会において、保護者等に対して、医学

的・心理学的・教育学的な面談（就学相談）を実

施し、就学についての助言を行う。

・各学校の教職員に対して、特別支援教育に関する

指導・助言などのサポートを行う「特別支援教育指導

員」を任用。各学校を訪問し、教職員の特別支援教

育に対する理解の促進と指導力の向上及び児童生

徒の実態に応じた適切な教育課程の編成・実施によ

る個に応じた指導・支援の充実を図る。さらに、就学

相談の相談員としての役割を担い、学校における当

該児童生徒の状況等を把握・記録することで、教育

支援委員会の効率的な運営を目指す。

特別支援教育推進事業、教育支援委

員会事業、通級指導教室運営事業
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学校整備プロジェクト室

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

227 教育子ども部学校整備プロジェクト室推進係 県立特別支援学校誘致事業費 210,390

福岡県が令和7年度開校予定である福岡教育大学

敷地内の県立特別支援学校について、用地整備等

の支援を行う。本年度は、用地造成工事に着手す

る。

県立特別支援学校誘致業務

228 教育子ども部学校整備プロジェクト室推進係 福岡教育大学教育連携強化事業費 3,209

市立小中義務教育学校と福岡教育大学との教育連

携を強化することで、相互の教育機関の教育力向上

を図る。本年度は、学校支援ボランティアや実習生の

受け入れ、出前講座や共同研究等を推進する。

福岡教育大学教育連携強化業務

229 教育子ども部学校整備プロジェクト室推進係 学校規模適正化推進事業費 466

平成29年度に策定した「宗像市小中学校の適正規

模・適正配置等に関する基本方針」に基づき、順次

学校ごとの適正化個別計画を策定し、適正化を推進

する。

学校規模適正化推進業務

230 教育子ども部学校整備プロジェクト室推進係 城山中学校整備事業費 113,118

令和6年度校舎供用開始に向けて、デザインビルド方

式で城山中学校を改築する。本年度は、事業者決

定後、基本設計及び実施設計に着手する。

城山中学校の建て替え
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学校管理課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

231 教育子ども部学校管理課管理係 学校教育一般事務費 2,926
円滑な学校運営のため、学校配当予算の支出処

理、学校・市役所間の文書配送などを行う。

学校配当予算の支出処理業務、文書

配送業務

232 教育子ども部学校管理課管理係 空調設備維持管理事業費 16,377
小・中・義務教育学校の空調設備の保守・点検を行

う。
空調設備の維持管理

233 教育子ども部学校管理課管理係 市立学校感染症対策事業費 51,439

学校における、新型コロナウィルス感染症感染拡大を

防止するため、消毒液やマスク等の購入、放課後校

内消毒作業の外部委託などを行う。

学校における新型コロナウィルス感染症

拡大防止業務

234 教育子ども部学校管理課管理係 小学校運営費 181,973
宗像市立学校の運営が支障なく行えるよう、施設設

備の点検、事務補佐員の配置等を行う。

学校運営に必要な予算の配当及び執

行管理

235 教育子ども部学校管理課管理係 小学校施設維持・補修費 30,000 宗像市立学校の施設・設備の修繕等を行う。 学校施設の修繕、補修

236 教育子ども部学校管理課管理係 小学校施設改修事業費 116,207
自由ヶ丘小学校防水改修工事、大島学園グラウンド

改良工事、地島地区急傾斜地対策工事等を行う。

学校施設の安全性及び機能性の向上

のための施設改修

237 教育子ども部学校管理課管理係 中学校運営費 95,409
宗像市立学校の運営が支障なく行えるよう、施設設

備の点検、事務補佐員の配置等を行う。

学校運営に必要な予算の配当及び執

行管理

238 教育子ども部学校管理課管理係 中学校施設維持・補修費 18,000 宗像市立学校の施設・設備の修繕等を行う。 学校施設の修繕、補修

239 教育子ども部学校管理課給食係 学校給食管理運営費 407,050

児童及び生徒の心身の健全な発達に資するため、学

校給食摂取基準を満たし、地元の農畜水産物を使

用した美味しい給食を提供する。学校給食運営管

理、施設設備管理、栄養管理、衛生管理を行い、

安全・安心な給食を安定的に提供する。　給食施設

の厨房機器の更新を計画的に実施する。

学校給食管理運営業務

240 教育子ども部学校管理課給食係 学校・家庭・地域連携食育推進事業 579

小学校全校（義務教育学校前期課程を含む）に

おいて食育事業を実施し、子どもたちに食に関する正

しい知識と望ましい食習慣を身につけさせる。

学校･家庭・地域を連携させた食育の推

進
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図書課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

241 教育子ども部図書課図書館係 学校図書館事業費 82,240

・学校司書のスキルアップを図るため、各種研修会を

開催する。また、図書館担当教諭を含めた学校との

連携を図るため、図書館教育担当者研修会を行う。

市図書館を使った調べる学習コンクール、小学生読

書リーダー養成講座、中学生読書サポーター養成講

座を開催する。

・経年劣化した備品の買い替えを行う。

・学校図書館システム更新にあたり、入札手続きを行

う。

学校図書館運営支援業務、学校司書

の任用及び支援、学校図書館システム

に関する業務、学校図書館資料に関す

る業務、学校図書館の整備に関する業

務、図書館を使った調べる学習コンクー

ルに関する業務、図書物流システムに関

する業務、小学生読書リーダー事業に関

する業務、中学生読書サポーター事業に

関する業務

242 教育子ども部図書課図書館係 市民図書館事業費 88,519

・宗像市読書のまちづくり推進計画に沿って、ボラン

ティア、各種団体等と協働して各種事業、イベントを

開催する。

・図書館振興財団の助成で、令和元年度に電子図

書館を導入した。市民にアクセシビリティに配慮した電

子図書を提供していく。

・市民図書館システム機器更新にあたり、入札手続き

を行う。

宗像市民図書館の管理・運営に関する

業務、図書館資料の選定、受入、整

理、除籍に関する業務、図書館システム

に関する業務、計画の進行管理に関す

る業務、乳幼児期に関する業務、小・中

学生期に関する業務、高校生期から大

人に関する業務、市民図書館サービスに

関する業務、地域との連携に関する業

務、関連機関や団体との連携に関する

業務、助成金に関する業務
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世界遺産課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

243 教育子ども部世界遺産課世界遺産係 世界遺産保存管理事業費 18,351

・保存活用協議会及び保存活用検討委員会におい

て、構成資産の保全、調査研究、及び理解促進に

資する公開活用を推進する事業を実施する。

・保存活用計画や整備基本計画に基づき構成資産

の保存管理や整備を行うとともに、定期的なモニタリン

グを実施する。

学術調査研究、構成資産の保存活用

計画の策定、市民等の理解促進、市民

活動との連携、庁内外の調整、モニタリ

ングの実施および取りまとめ

244 教育子ども部世界遺産課世界遺産係 世界遺産公開活用事業費 250

・啓発事業の実施。

・世界遺産保存活用協議会への参画。

・来訪者対応・調査等（神湊周辺警備、観測カメ

ラ）。

来訪者対応・調査等業務、庁内・外の

調整業務、啓発

245 教育子ども部世界遺産課世界遺産係 大島交流館管理運営費 8,189

・大島交流館の管理運営（新型コロナウィルス感染

拡大対策を含む）。

・大島の生活、歴史文化、世界遺産等のPR。

大島交流館管理運営業務、大島交流

館展示業務

246 教育子ども部世界遺産課世界遺産係 海の道むなかた館管理運営費 35,233
・海の道むなかた館の管理運営（新型コロナウィルス

感染拡大対策を含む）。
海の道むなかた館管理運営業務

247 教育子ども部世界遺産課世界遺産係 海の道むなかた館展示活用事業費 8,072

・体験学習事業の実施。

・館長講座等の実施。

・小中学校との連携事業（世界遺産学習を核とした

「ふるさと学習」に係る見学対応、出前講座、学習成

果の発表支援等）の実施。

・地域学芸員活動の充実・強化事業（スキルアップ

講座、意見交換会、接遇研修等）の実施。

・市民協働事業（むなかた電子博物館）の実施。

地域学芸員養成活用業務、体験学習

業務、海の道むなかた館PR業務、博物

館展示業務、公開講座業務、伝統行

事継承支援業務

248 教育子ども部世界遺産課文化財係 市史編さん事業費 22,919

専門家で構成される研究協力員と市民協力員で協

働して編集史資料の調査を行う。収集した史資料及

び調査研究成果に基づき市史の編集・校正を行い刊

行する。また、『宗像市史研究』の刊行、講演会等を

開催し、市史編集状況の周知等の啓発活動を行う。

このほか、これまでに収集した郷土史資料の保存・活

用についても方針案を策定する。

宗像市史編さん業務
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番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

249 教育子ども部世界遺産課文化財係 文化財一般事務費 309

文化財年報の印刷製本、史跡関係文化財協議会

負担金、市史等冊子の販売手数料、文化財業務に

関する情報雑誌購入等を行う。

文化財年報作成、文化財関連協議会

への負担金支払い、冊子販売

250 教育子ども部世界遺産課文化財係 文化財調査事業費 52,611

埋蔵文化財事前審査・試掘確認調査・発掘調査の

実施、報告書の刊行、市内出土遺物の再整理作業

を実施する。文化財保護の普及・啓発のための各種

事業（文化財レプリカ、復元品、模型等の制作、文

化財展示など）を行う。

また、文化財を適切に保存していくため、文化財指定

に係る調査を実施するとともに、法令に基づき指定文

化財の保存修理等に対し補助金を交付する。

市内遺跡調査（埋蔵文化財発掘調

査・報告書作成・資料調査等）、文化

財保存（埋蔵文化財事前審査、GSI

保守運営等）、文化財保存（市内文

化財の保存・修理・整理、現状変更

等）、文化財活用（文化財展示、レプ

リカ作成、イベント等）、文化財保護事

業補助金交付（国・県・市）、文化財

指定及び審議会運営、博物館交流

（金海市等）

251 教育子ども部世界遺産課文化財係 文化財施設維持管理費 18,248

大井浄水場跡へ移転した文化財収蔵品の整理及び

台帳化を進め、海の道むなかた館での展示活用リスト

作成を行う。また、来訪者の安全で快適な見学に供

するため市内史跡等の草刈り等文化財施設の維持

管理を行う。市指定史跡「田野瀬戸古墳」の防災対

策工事を行う。

収蔵品管理及び整理、施設及び史跡

等維持管理（清掃、草刈り等）、収蔵

施設及び史跡等修理、防災対策、史

跡防災対策工事

252 教育子ども部世界遺産課文化財係 田熊石畑遺跡歴史公園管理運営費 9,882

屋外の歴史拠点施設として、また、市民交流の場とし

て、いせきんぐ菜花園（花園・水田）運営、菜花園

での収穫を祝う秋祭りを企画開催する。さらに、村っ

子づくりいせきんぐ事業を継続し、子どもたちが郷土の

歴史や文化に関心や誇りを持てるための礎づくりを行

う。管理業務と個別のイベント事業を東郷地区コミュ

ニティ運営協議会に協働委託し、地域文化財への愛

着を醸成するとともに、効率的で地域密着型の管理

運営を行う。また、関係者が参加する活用プロジェクト

会議で活用展開を検討・協議し、入園者増を目指

す。

企画運営業務、維持管理業務、活用

促進検討業務
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子ども育成課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

253 教育子ども部子ども育成課子ども育成係 学童保育所管理運営費 178,315

新型コロナウイルス感染拡大防止を図りながら放課後

児童健全育成事業が適切に実施できるよう学童保

育所指定管理者に対して支援を行う。また、第5期

指定管理期間（令和4～7年度）に向けた指定管

理者の選定・指定を行う。

学童保育所管理運営業務、保護者会

等協力団体関係業務、保育環境改善

業務、学校調整業務

254 教育子ども部子ども育成課子ども育成係 子育て支援センター運営費 11,419

子育て支援センター交流室の運営や、子育て講座

等、子育て支援センターを市民活動団体と協働運営

を行う。子育て相談では、関係機関と連携した支援に

取り組む。また各地区の子育てサロンの運営支援、市

HPむむハグ等による子育て支援事業の周知、赤ちゃ

んの駅登録推進等により子育ての支援、親の育児力

を高めるとともに、地域全体で子育てを支援する体制

を整える。

子育て支援センター業務、子育てサロン

支援業務、子育て支援情報広報業務

255 教育子ども部子ども育成課子ども育成係 地域青少年育成事業費 3,667

地域活動指導員を雇用し、市内の子ども支援活動

団体への支援等を行うとともに、青少年問題講演会

を開催、家庭教育学級開設を支援し、家庭及び地

域の教育力向上を図る。

地域活動指導員業務、PTA関係業

務、子ども会関係業務、青少年指導員

会関係業務、青少年健全育成業務、

家庭教育学級業務、地域青少年業務

256 教育子ども部子ども育成課子ども育成係 子どもの居場所づくり事業費 4,431

宗像市子ども基本条例第14条に基づく事業。市民

活動団体への委託によりプレーパーク及び中高生居

場所を運営し、子どもの居場所づくりを推進する。出

張プレーパークについては、各地域で自主運営できる

よう人材の発掘・養成を行う。また子ども支援ボラン

ティア養成講座を開設し地域の子ども支援活動団体

を支援する。子どもの居場所整備事業補助制度

（１地区50万円を上限）を活用し地域における子

どもの居場所づくりを推進する。

市民活動団体関係業務、コミュニティ関

係業務、ボランティア育成業務、地域体

験活動関係業務、プレーパーク業務

257 教育子ども部子ども育成課子ども育成係 子ども育成推進事業費 1,772

宗像市次世代育成支援対策審議会を運営し、第2

期宗像市子ども・子育て支援事業計画の進行管理

及び子ども基本条例の改正に係る審議を行う。また

子どもの権利保障及び権利啓発に係る事業を行う

（令和3年度より子どもまつり事業費を統合）。

子ども・子育て支援計画進行管理業

務、宗像市子ども基本条例啓発業務、

宗像市子ども基本条例施策推進検証

業務、子ども･子育て支援事業計画策

定業務
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番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

258 教育子ども部子ども育成課子ども育成係 放課後子ども総合プラン事業費 5,950

県の地域学校協働活動事業補助金を活用し、全

12地区において地域住民の参画により子どもに多様

な体験活動、学習支援を提供する（寺子屋・放課

後子ども教室）。

放課後子ども総合プラン関係業務、

259 教育子ども部子ども育成課グローバル人材育成係 グローバル人材育成推進事業費 15,138

・第２期宗像市グローバル人材育成プランに基づき、

新型コロナウイルス感染拡大防止を図りながら、各種

人材育成事業を、学校との連携を強化して推進する

とともに、地域や民間等が実施する多文化交流事業

を積極的に支援する。

・効果的な事業を推進するため学校・地域民間・市の

コーディネートを行う。

また、教育機関、市民活動団体、地域、民間等と連

携し、市内の国際交流活動を実施することで、多文

化共生社会の構築に向けた、市民の多文化理解に

関する意識の向上を図る。

・国際交流青少年国際交流事業補助金を交付する

ことにより、青少年の国際交流を推進する。

グローバル人材育成業務、むなかたｶﾞｲ

ﾄﾞ業務、イングリッシュ・キャンプ業務、

APCC連携業務、日本の次世代リーダー

養成塾業務、カナダ研修業務、多文化

交流業務、姉妹都市交流業務、国際

交流一般業務

260 教育子ども部子ども育成課幼児教育保育係 教育・保育施設型給付事業費 18,060

保育所等の教育保育利用に関する利用調整や保育

料算定・収納を行う。届出保育施設を利用する保護

者に対し保育料の一部を補助し負担軽減を図る。ま

た、保育業務にRPAを活用し効率化を図る。

保育所保育の実施業務、保育料算定

収納業務、届出保育施設業務

261 教育子ども部子ども育成課幼児教育保育係 地域子ども・子育て支援事業費 5,022

保護者が社会的活動と家庭生活との両立と、安心し

て子育てができるよう利用者支援専門員を配置し、

支援する。保育所等との連携により、事業の充実を図

る。

保育利用支援業務（保育コンシェル

ジュ）
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令和３年度

事業費

（千円）
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262 教育子ども部子ども育成課幼児教育保育係 幼児教育振興事業費 878

幼児教育審議会、幼児教育研究協議会、保育所・

幼稚園・認定こども園（以下、「保幼認」という。）連

絡会、保幼認教員研修、保幼認小連絡会を開催。

幼児教育振興プログラム（第4期）を策定し各施策

を具現化する取組を検討・実施する。保幼認小義の

教員を対象にした小学校および保育参観を実施して

保幼認小義の連携・接続の意識を高めた。また、年

度初めの小学校と保幼認との情報交換会を実施し、

さらなる保幼認小義接続を充実させる。第３期幼児

教育振興プログラムの重点課題のインクルーシブ教育

システムの構築に向けて研修を行う。小学校入学に

向けた保護者向けパンフレット及び、保育士・教員向

けの「保幼小接続期における学びのめやす」等の活用

方法の見直しと小学校へ接続のためのスタートカリキュ

ラム・アプローチカリキュラムの充実を図る。

幼児教育振興事業業務

263 教育子ども部子ども育成課幼児教育保育係 私立幼稚園就園等補助費 179

幼稚園の利用料の無償化のため私立幼稚園に通園

する児童の保護者に給付認定を行うことで経済的な

負担軽減を図る。

学校基本調査（幼稚園分）業務、施

設等利用給付認定業務

264 教育子ども部子ども育成課幼児施設支援係 教育・保育施設型給付事業費 2,913,114

・保育士確保策のさらなる推進が必要である。また、

事業メニューの拡大に取り組む。

・施設整備による保育定員拡大：「保育所施設整

備補助」の実施。

・保育士確保による保育受け入れ拡大：「保育士就

職支援助成」、「保育士家賃補助」「保育補助者雇

用促進補助」。

・保育士定着支援による保育受け入れ拡大：「保育

ＩＣＴの導入補助」（新設）「午睡チェックシステム

の導入補助」（新設）。

・保育の質の向上：「第三者評価受審促進補助金」

（新設）。

・届出保育施設に通う児童の保育環境向上：「届

出保育施設保育環境充実補助」。

保育所保育の実施業務、保育施設整

備業務、保育士確保策業務、無料職

業紹介所業務、届出保育施設業務、

幼児教育無償化業務

265 教育子ども部子ども育成課幼児施設支援係 へき地保育所実施事業費 29,303

指定管理者による安全・安心な保育の実施を行う。

保護者からの多様なニーズに対応し、保育サービスの

充実を図りながら、入所率の維持を図る。

大島へき地保育所業務、指定管理業

務
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266 教育子ども部子ども育成課幼児施設支援係 地域子ども・子育て支援事業費 92,911

・子ども・子育て支援新制度にあわせた制度改正等を

行い、多彩な保育事業の実施により、保護者が社会

的活動と家庭生活との両立と、安心して子育てができ

る環境整備を行う。保育所等との連携により、事業の

充実を図る。

・病児・病後児保育事業、一時預かり事業、延長保

育事業。

地域子ども・子育て支援事業業務

267 教育子ども部子ども育成課幼児施設支援係 私立幼稚園就園等補助費 352,847

教育施設障害児等支援事業補助・副食費補足給

付補助・地島分園運営費補助を実施し、私立幼稚

園に通園する児童及び園の処遇向上を図る。

教育施設障害児等支援事業補助、副

食費補足給付補助、地島分園運営費

補助、幼児教育無償化業務
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子ども支援課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

268 教育子ども部子ども支援課子ども相談係 子ども相談事業費 1,889

・年々増加する児童虐待をはじめとする子どもとその家

庭や養育環境に関わる課題に対応するため、子ども

家庭相談室を設置し、課題改善に向けた相談支援

や児童虐待防止活動を行う。

・子ども家庭相談室内にスクールソーシャルワーカーを

配置し、市立学校における児童生徒が抱える教育課

題の改善に向けて福祉と教育が連携した相談支援を

行う。

・不適切な養育状態にある家庭など、特に虐待のおそ

れやそのリスクを抱える家庭における養育環境の維持

改善を行うため、ヘルパーを派遣し、育児支援や家事

支援を行う。

・子どもの権利に関する相談支援や子どもの権利侵

害に対する救済・回復に向けた活動を行うため、公的

第三者機関である子どもの権利救済機関を設置し、

その事務局を担う。

要保護児童対策地域協議会運営事

務、家庭児童相談支援事務、家庭児

童相談統計事務、児童虐待防止研修

事務、児童虐待防止啓発事務、子ども

の権利救済機関事務、スクールソーシャ

ルワーク事務

269 教育子ども部子ども支援課発達支援係 知的障害者施設運営費 38,289

・児童発達支援事業所「のぞみ園」において、未就学

児とその保護者を対象にした療育を実施する。

・安全で効果のある療育支援ができるよう施設職員の

体制を整備する。

のぞみ園の運営に関する業務

270 教育子ども部子ども支援課発達支援係 発達障害支援事業費 1,219

・発達に関する総合相談窓口として市民の相談に対

応し、関係機関と連携した適切な発達の支援を行

う。

・市内の保育所・幼稚園・認定こども園の巡回相談と

職員研修を実施する。

・発達障害に関する市民講演会等を実施し啓発事

業に取り組む。

・市内の保育所・幼稚園・認定こども園から小学校へ

の移行支援を行う。

発達支援事業推進・啓発事務

発達障害に関する相談・支援・連携事

務

保育所・幼稚園等の巡回相談事務

保育所・幼稚園等の職員に対する専門

研修事務

就学支援事務

271 教育子ども部子ども支援課発達支援係 発達障害早期発見事業費 3,036
・市内の保育所・幼稚園・認定こども園と連携した年

中健診を実施する。
年中健診に関する事務
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272 教育子ども部子ども支援課子ども支援係 子ども相談事業費 11,125

・年々増加する児童虐待をはじめとする子どもとその家

庭や養育環境に関わる課題に対応するため、子ども

家庭相談室を設置し、課題改善に向けた相談支援

や児童虐待防止活動を行う。

・子ども家庭相談室内にスクールソーシャルワーカーを

配置し、市立学校における児童生徒が抱える教育課

題の改善に向けて福祉と教育が連携した相談支援を

行う。

・不適切な養育状態にある家庭など、特に虐待のおそ

れやそのリスクを抱える家庭における養育環境の維持

改善を行うため、ヘルパーを派遣し、育児支援や家事

支援を行う。

・子どもの権利に関する相談支援や子どもの権利侵

害に対する救済・回復に向けた活動を行うため、公的

第三者機関である子どもの権利救済機関を設置し、

その事務局を担う。

要保護児童対策地域協議会運営事

務、家庭児童相談支援事務、家庭児

童相談統計事務、児童虐待防止研修

事務、児童虐待防止啓発事務、子ども

の権利救済機関事務、スクールソーシャ

ルワーク事務

273 教育子ども部子ども支援課子ども支援係 適応指導教室運営費 6,109

・教育サポート室エールに通う児童生徒の学習意欲の

向上や対人関係の改善を図り、自立を促すために、

集団適応指導、生活習慣指導、学習指導を行うとと

もに、保護者に対する教育相談や支援を行う。

・市立学校に在籍する不登校の児童生徒に関する情

報を共有し、各学校と連携しながら通室につなげるた

めの働きかけを行う。必要に応じて、子ども家庭相談

室や発達支援室などと連携し、子どもと保護者の支

援につなげる。

・在籍校や教育サポート室エールに通学・通室ができ

ない不登校状態、特に引きこもりがちな傾向の児童

生徒及びその保護者に対して、児童生徒本人やその

保護者の希望に基づいて家庭訪問相談指導員が定

期的に家庭訪問し、信頼関係の構築を手掛かりに、

通学・通室や社会的自立に向けた支援を行う。

適応指導教室運営事務、家庭訪問相

談指導員派遣事務
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子ども家庭課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

274 教育子ども部子ども家庭課子ども家庭係 重度障害者医療費 209,457
医療費受給資格申請書の受付、審査、医療証の交

付、医療費の支給等。

重度障害者医療償還払い事務、重度

障害者医療費支給事務、重度障害者

医療審査手数料支払事務、重度障害

者医療過誤調整不当利得請求事務、

重度障害者医療高額療養費支給事

務、障害者医療証の交付業務

275 教育子ども部子ども家庭課子ども家庭係 児童母子一般事務費 13,557

・特別児童扶養手当受給認定請求等の受付、県へ

の進達業務。

・児童及びひとり親家庭の福祉の向上に係る諸手続

きや相談業務。

児童及びひとり親家庭に係る業務、母

子父子寡婦福祉資金貸付業務、特別

児童扶養手当業務

276 教育子ども部子ども家庭課子ども家庭係 子ども医療費 329,882
医療費受給資格申請書の受付、審査、医療証の交

付、医療費の支給等。

子ども医療支給事務、子ども医療請求

事務、子ども医療認定及び医療証交付

事務、子ども医療審査支払委託事務

277 教育子ども部子ども家庭課子ども家庭係 児童手当給付費 1,604,428
児童手当、特例給付認定請求等の受付、審査及び

手当の支払い。

児童手当認定請求受付事務、児童手

当認定請求審査事務、児童手当支払

事務

278 教育子ども部子ども家庭課子ども家庭係 児童扶養手当給付費 347,475
児童扶養手当認定請求等の受付、審査及び手当の

支払い。

児童扶養手当受付相談事務、児童扶

養手当認定審査事務、児童扶養手当

支払事務、児童扶養手当嘱託医事務

279 教育子ども部子ども家庭課子ども家庭係 母子家庭等自立支援事業費 23,638

・自立支援給付金支給申請の受付、審査、支払。

・日常生活支援事業利用対象者の登録、家庭生活

支援員の派遣依頼等。

ひとり親家庭自立支援相談業務、ひとり

親家庭自立支援給付金給付事務、母

子家庭等日常生活支援事業実施事務

280 教育子ども部子ども家庭課子ども家庭係 ひとり親家庭等医療費 52,569
医療費受給資格申請書の受付、審査、医療証の交

付、医療費の支給等。

ひとり親家庭等医療支給事務、ひとり親

家庭等医療請求事務、ひとり親家庭等

医療認定及び医療証交付事務、ひとり

親家庭等医療審査支払委託事務、ひ

とり親家庭等医療年度更新受付事務

281 教育子ども部子ども家庭課子ども保健係 予防接種事業費 247,606

定期予防接種（BCG、四種混合、三種混合、二種

混合、麻しん・風しん混合、子宮頸がん、ヒブ、小児

用肺炎球菌ワクチン、不活化ポリオ、麻しん、風しん、

日本脳炎、水痘、Ｂ型肝炎、ロタウイルス)と、任意

予防接種（成人用風しん、おたふくかぜ、インフルエン

ザ）を実施する。

定期予防接種業務、任意予防接種業

務、予防接種広報啓発及び制度整

備、感染症総務
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番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

282 教育子ども部子ども家庭課子ども保健係 母子保健事業費 103,026

・妊婦健康診査・歯科健康診査。

・乳幼児健診（４か月、７か月、１歳６か月、３

歳）。

・10か月すくすく相談会。

・発達相談小集団保育教室。

・未熟児養育医療給付、要支援者（フォロー者及び

未受診者）訪問・相談事業などを実施し、乳幼児の

健やかな成長に繋がるサービスを行う。

妊婦健康診査・歯科健康診査事業、

乳幼児健診事業（４か月、７か月、１

歳６か月、３歳）、10か月すくすく相談

事業、発達相談小集団保育教室、未

熟児養育医療給付事業、要支援者

（フォロー者及び未受診者）訪問・相

談事業

283 教育子ども部子ども家庭課子ども保健係 妊娠包括支援事業費 20,571

・母子手帳交付。

・妊婦・両親学級。

・乳児家庭全戸訪問（助産師等によるあかちゃん訪

問）。

・妊産婦・乳幼児家庭等への養育支援訪問。

・産後ケア事業。

・民生委員児童員によるこんにちは赤ちゃん訪問。

・なんでも栄養相談室。

・市内中学校妊婦体験教室等妊娠期から産後・子

育て期まで継続的・包括的支援を行う。

母子手帳交付業務、何でも栄養相談

室事業、妊婦・両親学級事業、妊婦体

験教室事業、産後ケア事業、養育支援

訪問事業、乳児家庭全戸訪問事業、

民生委員児童員によるこんにちは赤ちゃ

ん訪問事業
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議会事務局

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

284 議会事務局議事調査課議事調査係 議員行政調査研究費 8,652

・議会全体の適切な運営に資するため、本会議や各

常任委員会また議会運営委員会等、各種会議の運

営補佐及び執行部との調整、事務処理等を行う。

・議会及び会派、議員活動等の向上に資するため、

行政視察の調整、政務活動費の適切な交付事務、

議会報告会、議員研修会等の実施を補佐する。

本会議に関すること、常任委員会・特別

委員会に関すること、議会運営委員会、

連絡会議・全員協議会等に関すること、

議案、議決事項の処理、会議結果に関

すること、請願・陳情等に関すること、政

務活動費に関すること、議会報告会に

関すること、議員研修に関すること

285 議会事務局議事調査課議事調査係 議会広報費 6,969

市議会だよりの編集・発行、会議録の作成・配布、議

会ライブ中継、議会録画映像の編集・配信、会議結

果等の編集、ホームページの掲載等を行い、議会に

関する情報発信を行う。

議会活動の広報・広聴に関すること、議

会中継・映像に関すること、議会ホーム

ページに関すること、会議録に関すること

286 議会事務局議事調査課議事調査係 議会事務運営費 4,007

議会・委員会からの資料要求の対応、意見書・請

願・陳情に関する事務、議員共済・議員互助会の庶

務、議員の災害補償等の事務、議会議長会に関す

る事務、資産報告及び情報の開示請求に関する事

務等を行う。

議員からの資料要求に関すること、意見

書・請願・陳情に関すること、本市議会

及び他市町村議会等からの調査に関す

ること、各種統計、資料、情報収集等に

関すること、議員の福利厚生等に関する

こと、市議会議長会等に関すること、資

産報告に関すること、情報公開に関する

こと
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会計課

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

287 会計管理者会計課審査係 会計一般事務費 12,017

財務会計事務説明会を開催する。また、予算の受入

や支払に関する調書等を厳正に審査確認し、適正で

正確な会計事務を推進する。

歳入歳出予算、歳入歳出外予算に係

る出納に関すること。、有価証券の出納

事務及び保管に関すること、決算の調製

に関すること、指定金融機関に関するこ

と、給与の支払に関すること、源泉徴収

票の作成に関すること、新たな収納シス

テムの導入に関すること
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監査委員事務局

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

288 監査委員事務局監査委員事務局監査係 固定資産評価審査委員会費 213
審査申出があった事案について、固定資産評価審査

委員会を開催し、審査決定する。
固定資産評価審査委員会に関すること

289 監査委員事務局監査委員事務局監査係 公平委員会費 249
法令に基づき、公平委員会を開催し、職員の法的権

利の確保と、関係機関との調整をはかる。

各種公平委員会等に関すること、公平

委員会に関すること

290 監査委員事務局監査委員事務局監査係 監査委員費 2,679
法令、監査計画及び監査基準に基づき、監査及び

検査等を実施する。

例月現金出納検査に関すること、定期

監査に関すること、行政監査・財政援助

団体等監査に関すること、決算(基金運

用)､財政(経営)健全化審査に関するこ

と、各種監査委員研修会等に関するこ

と、監査委員会議に関すること、監査方

針及び監査計画に関すること、住民監

査請求に関すること
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農業委員会事務局

番号 所管名 事務事業名

令和３年度

事業費

（千円）

事務事業の内容 職務名

291 農業委員会事務局農地係 農業委員会費 15,500

・毎月１回開催される定例農業委員会総会の適正

な運営に努め、農業者の代表である農業委員及び

推進委員の資質の向上、活動の充実を図るため、研

修会等を行う。また、農地利用状況調査を水田協、

農業振興課と連携しながら、効率よく実施し、現状を

把握するとともに、農地台帳を整理する。遊休農地の

解消や有効利用を進めるため、農業者への情報提

供、むなかた地域農業活性化機構等と連携していく。

・農地法に基づく農地転用や権利移動などの調整を

適正に行う。

農地転用・権利移動、農地利用状況

調査、農業委員及び推進委員研修、

諸証明発行業務、農地パトロール、農

地台帳システム管理

292 農業委員会事務局農地係 農業者年金業務費 291
パンフレット配布等で、農業者年金の特徴などを説明

し、農業者年金加入を推進する。
農業者年金事務
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