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Ⅰ 平成２５年度２月補正予算編成方針  

 

 

 国の経済対策の効果を速やかに発現させるとともに、消費税率引上げによる駆け込み需要とその反動

減に適切に対応できるよう、公共事業の追加実施等に要する経費を措置する。 

併せて、県単独事業として、プレミアム付き地域商品券の発行に要する経費を増額し、商店街をはじ

め地域経済の活性化を図る。 

 

 

                                           記  

 

  

 １  歳  出  予  算  

 

（１）景気回復と雇用の確保対策に要する経費。  

 

（２）基金の積立てに要する経費。 

 

 

 ２  歳  入  予  算  

 

   （１）国庫支出金、県債、基金繰入金等の特定財源については、歳出予算に対応する額。  

 

   （２）一般財源については、地方交付税を充てる。  

 

  

３  そ  の  他   

 

    繰越明許費については、必要かつ最小限度の額を措置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 



（２）

１．総　　括

（一 般 会 計、特 別 会 計）

（公 営 企 業 会 計）

会　　計　　名

収　入

支　出

収　入

支　出

収　入

病 院 事 業

区　　　　分 現 計 予 算 額 ２月補正予算額

2,412,676

203,655

区　　　　分

特 別 会 計

収　益　的　収　支

資　本　的　収　支

一 般 会 計

合　　　　　計

338,648

合　　　　計

2,412,676

2,528,043 2,528,043

203,655

338,648

（単位：千円）

1,632,277,032 36,248,901 1,668,525,933

2,259,388,045 37,258,701 2,296,646,746

627,111,013
（１５会計）

1,009,800
（１会計）

合　　　　　　計現 計 予 算 額 ２ 月 補 正 予 算 額

収　益　的　収　支
481,060 481,060

Ⅱ　平 成 ２５ 年 度 ２ 月 補 正 予 算 計 上 額 調

628,120,813

（単位：千円）

支　出

収　入

支　出

収　入

支　出

収　入

支　出

収　入

支　出

収　入

支　出

収　入

支　出

収　入

支　出

電 気 事 業

収　益　的　収　支

資　本　的　収　支
0 0

79,073 79,073

480,015 480,015

1,594,837

1,408,776 1,408,776工 業 用 水 道

事 業

収　益　的　収　支
1,594,837

資　本　的　収　支
12,069

2,400,000

183,969

620,378 826,132 1,446,510

171,900

2,400,000

20,993

86,754 86,754工 業 用 地

造 成 事 業

収　益　的　収　支
20,993

資　本　的　収　支

3,438,099 826,132 4,264,231

4,509,566

4,503,588 4,503,588

4,509,566

2,615,724 2,787,624
合 計

収　益　的　収　支

資　本　的　収　支
171,900

2,400,000

2,400,000



２．一般会計歳入予算額調

（単位：千円）

現 計 予 算 額 ２ 月 補 正 予 算 額 合　　　　　計

１． 県 税 491,460,118 491,460,118

２． 地方消費税清算金 96,651,635 96,651,635

３． 地 方 譲 与 税 73,387,488 73,387,488

４． 地 方 特 例 交 付 金 1,502,279 1,502,279

５． 地 方 交 付 税 274,615,191 938,815 275,554,006

６．
交 通 安 全 対 策

特 別 交 付 金
1,541,218 1,541,218

７． 分担金及び負担金 8,371,159 282,833 8,653,992

８． 使用料及び手数料 9,654,219 9,654,219

款　　　　　　名

（３）

９． 国 庫 支 出 金 208,726,038 20,736,167 229,462,205

１０． 財 産 収 入 2,932,172 2,932,172

１１． 寄 附 金 30,200 30,200

１２． 繰 入 金 59,500,125 5,053,029 64,553,154

１３． 繰 越 金 975,487 975,487

１４． 諸 収 入 138,289,803 112,557 138,402,360

１５． 県 債 264,639,900 9,125,500 273,765,400

1,632,277,032 36,248,901 1,668,525,933合　　　　　　計

（３）



（４）

３．一般会計歳出予算額調

（単位：千円）

現 計 予 算 額 ２ 月 補 正 予 算 額 合　　　　　計

１． 議 会 費 2,827,105 2,827,105

２． 総 務 費 49,515,644 200,000 49,715,644

３． 保 健 費 214,337,986 817,723 215,155,709

４． 環 境 費 6,794,639 31,436 6,826,075

５． 生 活 労 働 費 152,184,895 12,983,317 165,168,212

６． 農 林 水 産 業 費 60,979,684 6,371,731 67,351,415

７． 商 工 費 121,830,019 925,157 122,755,176

８． 県 土 整 備 費 138,067,152 12,179,387 150,246,539

款　　　　　名

８． 県 土 整 備 費 138,067,152 12,179,387 150,246,539

９． 警 察 費 120,560,193 120,560,193

１０． 教 育 費 394,317,158 2,740,150 397,057,308

１１． 災 害 復 旧 費 6,148,768 6,148,768

１２． 公 債 費 206,025,894 206,025,894

１３． 諸 支 出 金 158,487,895 158,487,895

１４． 予 備 費 200,000 200,000

1,632,277,032 36,248,901 1,668,525,933合　　　　　計



４．特別会計予算額調

（単位：千円）

現 計 予 算 額 ２ 月 補 正 予 算 額 合　　　　　計

42,070 42,070

567,286,934 567,286,934

37,354 37,354

1,070,898 1,070,898

15,726 15,726

215,319 215,319

335,498 335,498

151,554 151,554

災 害 救 助 基 金

就 農 支 援 資 金 貸 付 事 業

県 営 林 造 成 事 業

林 業 改 善 資 金 助 成 事 業

会 計 名

財 政 調 整 基 金

公 債 管 理

市 町 村 振 興 基 金

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業

（５）

173,676 173,676

2,463,782 2,463,782

12,958 12,958

12,781,695 12,781,695

14,977,460 14,977,460

20,991,061 1,009,800 22,000,861

6,555,028 6,555,028

627,111,013 1,009,800 628,120,813

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 助 成 事 業

小規模企業者等設備導入資金貸付事業

住 宅 管 理

合　　　　　　　　　　　計

流 域 下 水 道 事 業

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業

河 川 開 発 事 業

県 営 埠 頭 施 設 整 備 運 営 事 業

（５）



５．計上額調
（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

項項項項 目目目目

高高高高 校校校校 生生生生 修修修修 学学学学 支支支支 援援援援 (2,127)(2,127)(2,127)(2,127) ○○○○ 高校生修学支援基金の積立てに要する経費高校生修学支援基金の積立てに要する経費高校生修学支援基金の積立てに要する経費高校生修学支援基金の積立てに要する経費

基基基基 金金金金 積積積積 立立立立 金金金金  1,519,116  1,519,116  1,519,116  1,519,116 

(21,700)(21,700)(21,700)(21,700) ○○○○ 緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内における天候等により迅速な避緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内における天候等により迅速な避緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内における天候等により迅速な避緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内における天候等により迅速な避

難が困難な住民のための屋内退避施設の放射線防護対策に対する助成難が困難な住民のための屋内退避施設の放射線防護対策に対する助成難が困難な住民のための屋内退避施設の放射線防護対策に対する助成難が困難な住民のための屋内退避施設の放射線防護対策に対する助成

 200,000  200,000  200,000  200,000 

○○○○ 消費者行政活性化基金の積立てに要する経費消費者行政活性化基金の積立てに要する経費消費者行政活性化基金の積立てに要する経費消費者行政活性化基金の積立てに要する経費

消消消消 費費費費 者者者者 行行行行 政政政政 活活活活 性性性性 化化化化 (533)(533)(533)(533)

基基基基 金金金金 積積積積 立立立立 金金金金  51,262  51,262  51,262  51,262 

総総総総

務務務務

部部部部

６６６６ １１１１防防防防災災災災企企企企画画画画課課課課 ２２２２

私私私私学学学学振振振振興興興興課課課課

( ６ )

部部部部
　　　　
別別別別

課　名課　名課　名課　名 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名

原原原原 子子子子 力力力力 災災災災 害害害害 対対対対 策策策策 費費費費

科　目科　目科　目科　目

10101010 ９９９９

款款款款

２２２２

新新新新

社社社社

会会会会

推推推推

進進進進

部部部部

１１１１生生生生活活活活安安安安全全全全課課課課 ５５５５ ２２２２

(254)(254)(254)(254) ○○○○ 地域自殺対策緊急強化基金の積立てに要する経費地域自殺対策緊急強化基金の積立てに要する経費地域自殺対策緊急強化基金の積立てに要する経費地域自殺対策緊急強化基金の積立てに要する経費

 53,630  53,630  53,630  53,630 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 有床診療所のスプリンクラー整備等に対する助成有床診療所のスプリンクラー整備等に対する助成有床診療所のスプリンクラー整備等に対する助成有床診療所のスプリンクラー整備等に対する助成

医医医医 療療療療 施施施施 設設設設 防防防防 災災災災 設設設設 備備備備

整整整整 備備備備 費費費費 補補補補 助助助助 金金金金  745,229  745,229  745,229  745,229 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 介護職員が職場に定着することを目的とした管理者に対する研修に要介護職員が職場に定着することを目的とした管理者に対する研修に要介護職員が職場に定着することを目的とした管理者に対する研修に要介護職員が職場に定着することを目的とした管理者に対する研修に要

 18,864  18,864  18,864  18,864 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 福祉・介護人材の育成・確保に要する経費福祉・介護人材の育成・確保に要する経費福祉・介護人材の育成・確保に要する経費福祉・介護人材の育成・確保に要する経費

 96,371  96,371  96,371  96,371 

(2,052,824)(2,052,824)(2,052,824)(2,052,824) ○○○○ 市町村が行う保育施設等利用者への相談・助言事業等に対する助成市町村が行う保育施設等利用者への相談・助言事業等に対する助成市町村が行う保育施設等利用者への相談・助言事業等に対する助成市町村が行う保育施設等利用者への相談・助言事業等に対する助成

 3,080  3,080  3,080  3,080 

(45,574)(45,574)(45,574)(45,574) ○○○○ 子育て応援基金の積立てに要する経費子育て応援基金の積立てに要する経費子育て応援基金の積立てに要する経費子育て応援基金の積立てに要する経費

 736,351  736,351  736,351  736,351 

５５５５

子子子子 育育育育 てててて

支支支支 援援援援 課課課課
５５５５

２２２２

３３３３

福福福福祉祉祉祉総総総総務務務務課課課課 　雇用人員：70名　雇用人員：70名　雇用人員：70名　雇用人員：70名

部部部部

医医医医療療療療指指指指導導導導課課課課 ３３３３ ４４４４

保保保保

健健健健

医医医医

療療療療

介介介介

護護護護

部部部部

２２２２福福福福

祉祉祉祉

介介介介護護護護保保保保険険険険課課課課 ３３３３ ５５５５ ３３３３ 介介介介 護護護護 職職職職 員員員員 確確確確 保保保保 定定定定 着着着着
支支支支 援援援援 費費費費

する経費する経費する経費する経費

健健健健康康康康増増増増進進進進課課課課 ３３３３

２２２２

５５５５
地地地地 域域域域 自自自自 殺殺殺殺 対対対対 策策策策 緊緊緊緊 急急急急

強強強強 化化化化 基基基基 金金金金 積積積積 立立立立 金金金金

１１１１
福福福福 祉祉祉祉 ・・・・ 介介介介 護護護護 人人人人 材材材材 育育育育 成成成成

就就就就 業業業業 促促促促 進進進進 費費費費

１１１１
子子子子 育育育育 てててて 応応応応 援援援援 基基基基 金金金金 積積積積 立立立立 金金金金

保保保保 育育育育 対対対対 策策策策 等等等等 促促促促 進進進進 費費費費

新新新新

新新新新

 736,351  736,351  736,351  736,351 

(23,828)(23,828)(23,828)(23,828) ○○○○ 結婚、妊娠・出産、子育てまでの切れ目のない支援に要する経費結婚、妊娠・出産、子育てまでの切れ目のない支援に要する経費結婚、妊娠・出産、子育てまでの切れ目のない支援に要する経費結婚、妊娠・出産、子育てまでの切れ目のない支援に要する経費

・妊娠・出産、子育てに関する情報発信・相談事業・妊娠・出産、子育てに関する情報発信・相談事業・妊娠・出産、子育てに関する情報発信・相談事業・妊娠・出産、子育てに関する情報発信・相談事業 19,07019,07019,07019,070

・結婚応援リーダーや不妊等相談員の養成事業・結婚応援リーダーや不妊等相談員の養成事業・結婚応援リーダーや不妊等相談員の養成事業・結婚応援リーダーや不妊等相談員の養成事業 16,29016,29016,29016,290

 99,427  99,427  99,427  99,427 ・市町村事業への助成・市町村事業への助成・市町村事業への助成・市町村事業への助成 64,06764,06764,06764,067

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 体験雇用等による新卒未就職者等の就業促進に要する経費体験雇用等による新卒未就職者等の就業促進に要する経費体験雇用等による新卒未就職者等の就業促進に要する経費体験雇用等による新卒未就職者等の就業促進に要する経費

 359,618  359,618  359,618  359,618 

(101,162)(101,162)(101,162)(101,162) ○○○○ 本県への避難者を雇用し、就職を支援するための経費本県への避難者を雇用し、就職を支援するための経費本県への避難者を雇用し、就職を支援するための経費本県への避難者を雇用し、就職を支援するための経費

 120,634  120,634  120,634  120,634 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 若手従業員の就業継続を目的とした研修等の実施に要する経費若手従業員の就業継続を目的とした研修等の実施に要する経費若手従業員の就業継続を目的とした研修等の実施に要する経費若手従業員の就業継続を目的とした研修等の実施に要する経費

 16,608  16,608  16,608  16,608 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 体験雇用等による若年者等の建設業への就業促進に要する経費体験雇用等による若年者等の建設業への就業促進に要する経費体験雇用等による若年者等の建設業への就業促進に要する経費体験雇用等による若年者等の建設業への就業促進に要する経費

 428,326  428,326  428,326  428,326 

  予算額欄の上段（　　）は、現計予算額を示す。  予算額欄の上段（　　）は、現計予算額を示す。  予算額欄の上段（　　）は、現計予算額を示す。  予算額欄の上段（　　）は、現計予算額を示す。

支支支支 援援援援 課課課課

労労労労働働働働政政政政策策策策課課課課 ５５５５ ７７７７

労労労労

働働働働

部部部部

１１１１

新新新新 卒卒卒卒 者者者者 緊緊緊緊 急急急急 就就就就 職職職職 応応応応 援援援援 費費費費

地地地地 域域域域 少少少少 子子子子 化化化化 対対対対 策策策策 強強強強 化化化化 費費費費

建建建建 設設設設 業業業業 若若若若 年年年年 人人人人 材材材材
集集集集 中中中中 確確確確 保保保保 事事事事 業業業業 費費費費

若若若若 年年年年 者者者者 職職職職 場場場場 定定定定 着着着着 支支支支 援援援援 費費費費

　雇用人員：200名　雇用人員：200名　雇用人員：200名　雇用人員：200名

　雇用人員：30名　雇用人員：30名　雇用人員：30名　雇用人員：30名

　雇用人員：600名　雇用人員：600名　雇用人員：600名　雇用人員：600名

被被被被 災災災災 避避避避 難難難難 者者者者 緊緊緊緊 急急急急 雇雇雇雇 用用用用

事事事事 業業業業 費費費費

新新新新

新新新新



（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

項項項項 目目目目

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 中小企業への人材確保支援及び在職者の処遇向上に要する経費中小企業への人材確保支援及び在職者の処遇向上に要する経費中小企業への人材確保支援及び在職者の処遇向上に要する経費中小企業への人材確保支援及び在職者の処遇向上に要する経費

 587,903  587,903  587,903  587,903 

(23,279)(23,279)(23,279)(23,279) ○○○○

 7,762,091  7,762,091  7,762,091  7,762,091 

(2,420,945)(2,420,945)(2,420,945)(2,420,945) ○○○○ 市町村が行う地域の創意工夫による雇用創出事業に対する助成市町村が行う地域の創意工夫による雇用創出事業に対する助成市町村が行う地域の創意工夫による雇用創出事業に対する助成市町村が行う地域の創意工夫による雇用創出事業に対する助成

 2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 新生活産業関連企業への人材確保支援及び在職者の処遇向上に要する新生活産業関連企業への人材確保支援及び在職者の処遇向上に要する新生活産業関連企業への人材確保支援及び在職者の処遇向上に要する新生活産業関連企業への人材確保支援及び在職者の処遇向上に要する

経費経費経費経費

 148,774  148,774  148,774  148,774 　雇用人員：60名　雇用人員：60名　雇用人員：60名　雇用人員：60名

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 求人開拓及び職場実習等による障害者の就業促進に要する経費求人開拓及び職場実習等による障害者の就業促進に要する経費求人開拓及び職場実習等による障害者の就業促進に要する経費求人開拓及び職場実習等による障害者の就業促進に要する経費

部部部部
　　　　
別別別別

福福福福

祉祉祉祉

労労労労

働働働働

５５５５

労労労労働働働働政政政政策策策策課課課課

新新新新 雇雇雇雇 用用用用

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

５５５５

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名

７７７７ １１１１

款款款款

　雇用人員：200名　雇用人員：200名　雇用人員：200名　雇用人員：200名中中中中 小小小小 企企企企 業業業業 人人人人 材材材材 確確確確 保保保保 ・・・・
処処処処 遇遇遇遇 向向向向 上上上上 促促促促 進進進進 費費費費

７７７７ ３３３３ 新新新新 生生生生 活活活活 産産産産 業業業業 人人人人 材材材材 確確確確 保保保保 ・・・・
処処処処 遇遇遇遇 向向向向 上上上上 促促促促 進進進進 費費費費

中中中中 小小小小 企企企企 業業業業 障障障障 害害害害 者者者者

５５５５ ９９９９ １１１１

緊急雇用創出事業臨時特例基金の積立てに要する経費緊急雇用創出事業臨時特例基金の積立てに要する経費緊急雇用創出事業臨時特例基金の積立てに要する経費緊急雇用創出事業臨時特例基金の積立てに要する経費

市市市市 町町町町 村村村村 緊緊緊緊 急急急急 雇雇雇雇 用用用用

対対対対 策策策策 助助助助 成成成成 費費費費

緊緊緊緊 急急急急 雇雇雇雇 用用用用 創創創創 出出出出 事事事事 業業業業

臨臨臨臨 時時時時 特特特特 例例例例 基基基基 金金金金 積積積積 立立立立 金金金金

新新新新

新新新新

 34,199  34,199  34,199  34,199 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 精神・発達障害者の情報通信関連特例子会社等における就業促進に要精神・発達障害者の情報通信関連特例子会社等における就業促進に要精神・発達障害者の情報通信関連特例子会社等における就業促進に要精神・発達障害者の情報通信関連特例子会社等における就業促進に要

 38,673  38,673  38,673  38,673 　雇用人員：20名　雇用人員：20名　雇用人員：20名　雇用人員：20名

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 体験雇用による環境産業関連企業への就業促進体験雇用による環境産業関連企業への就業促進体験雇用による環境産業関連企業への就業促進体験雇用による環境産業関連企業への就業促進

　雇用人員：12名　雇用人員：12名　雇用人員：12名　雇用人員：12名

 31,436  31,436  31,436  31,436 

○○○○ 商工会、商工会議所及び商店街が行うプレミアム（割増金）付商品券商工会、商工会議所及び商店街が行うプレミアム（割増金）付商品券商工会、商工会議所及び商店街が行うプレミアム（割増金）付商品券商工会、商工会議所及び商店街が行うプレミアム（割増金）付商品券

の発行に対する助成の発行に対する助成の発行に対する助成の発行に対する助成

・発行時期：平成26年４月から・発行時期：平成26年４月から・発行時期：平成26年４月から・発行時期：平成26年４月から

・発行規模：120億円・発行規模：120億円・発行規模：120億円・発行規模：120億円

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 販売力強化に取り組む中小企業への商談会出展支援等に要する経費販売力強化に取り組む中小企業への商談会出展支援等に要する経費販売力強化に取り組む中小企業への商談会出展支援等に要する経費販売力強化に取り組む中小企業への商談会出展支援等に要する経費

 89,617  89,617  89,617  89,617 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 経営革新に取り組む企業の売上向上のための第三者機関による評価と経営革新に取り組む企業の売上向上のための第三者機関による評価と経営革新に取り組む企業の売上向上のための第三者機関による評価と経営革新に取り組む企業の売上向上のための第三者機関による評価と

 46,112  46,112  46,112  46,112 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ ネット通販に取り組む中小企業の売上拡大のための研修等に要する経ネット通販に取り組む中小企業の売上拡大のための研修等に要する経ネット通販に取り組む中小企業の売上拡大のための研修等に要する経ネット通販に取り組む中小企業の売上拡大のための研修等に要する経
７７７７

部部部部

中中中中 小小小小 企企企企 業業業業

経経経経営営営営金金金金融融融融課課課課

商商商商

工工工工

環環環環

境境境境

部部部部

開開開開 発発発発 課課課課

５５５５

中中中中 小小小小 企企企企 業業業業

振振振振 興興興興 課課課課

４４４４
廃廃廃廃 棄棄棄棄 物物物物

対対対対 策策策策 課課課課

(454,914)(454,914)(454,914)(454,914)

 683,779  683,779  683,779  683,779 

環環環環 境境境境 産産産産 業業業業 人人人人 材材材材 育育育育 成成成成
就就就就 業業業業 促促促促 進進進進 費費費費

３３３３

９９９９

障障障障 害害害害 者者者者 職職職職 場場場場 適適適適 応応応応 推推推推 進進進進 費費費費

１１１１

７７７７

する経費する経費する経費する経費

雇雇雇雇 用用用用 拡拡拡拡 大大大大 事事事事 業業業業 費費費費

１１１１

中中中中 小小小小 企企企企 業業業業 販販販販 売売売売 力力力力
強強強強 化化化化 支支支支 援援援援 費費費費

２２２２

フフフフ クククク オオオオ カカカカ 成成成成 長長長長 企企企企 業業業業
売売売売 上上上上 向向向向 上上上上 支支支支 援援援援 費費費費

１１１１

地地地地 域域域域 商商商商 品品品品 券券券券 にににに よよよよ るるるる

地地地地 域域域域 経経経経 済済済済 活活活活 性性性性 化化化化 支支支支 援援援援 費費費費

２２２２

２２２２

専門家派遣に要する経費専門家派遣に要する経費専門家派遣に要する経費専門家派遣に要する経費

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新 (   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ ネット通販に取り組む中小企業の売上拡大のための研修等に要する経ネット通販に取り組む中小企業の売上拡大のための研修等に要する経ネット通販に取り組む中小企業の売上拡大のための研修等に要する経ネット通販に取り組む中小企業の売上拡大のための研修等に要する経

 11,272  11,272  11,272  11,272 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 外国人観光客受入れに取り組む観光事業者等への就業促進に要する経外国人観光客受入れに取り組む観光事業者等への就業促進に要する経外国人観光客受入れに取り組む観光事業者等への就業促進に要する経外国人観光客受入れに取り組む観光事業者等への就業促進に要する経

 87,647  87,647  87,647  87,647 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 売上拡大に取り組む家庭用燃料電池販売業者等への就業促進に要する売上拡大に取り組む家庭用燃料電池販売業者等への就業促進に要する売上拡大に取り組む家庭用燃料電池販売業者等への就業促進に要する売上拡大に取り組む家庭用燃料電池販売業者等への就業促進に要する

 6,730  6,730  6,730  6,730 

(384,015)(384,015)(384,015)(384,015) ○○○○ ハザードマップの被害想定区域における地籍調査に対する助成ハザードマップの被害想定区域における地籍調査に対する助成ハザードマップの被害想定区域における地籍調査に対する助成ハザードマップの被害想定区域における地籍調査に対する助成

国国国国 土土土土 調調調調 査査査査 事事事事 業業業業 費費費費

 82,860  82,860  82,860  82,860 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 直売所での実地研修等による人材育成に要する経費直売所での実地研修等による人材育成に要する経費直売所での実地研修等による人材育成に要する経費直売所での実地研修等による人材育成に要する経費

直直直直 売売売売 所所所所 販販販販 売売売売 促促促促 進進進進

人人人人 材材材材 育育育育 成成成成 事事事事 業業業業 費費費費  166,671  166,671  166,671  166,671 

(3,810,364)(3,810,364)(3,810,364)(3,810,364) ○○○○ 集出荷施設等の整備に対する助成集出荷施設等の整備に対する助成集出荷施設等の整備に対する助成集出荷施設等の整備に対する助成

 165,582  165,582  165,582  165,582 

２２２２６６６６

新新新新 産産産産 業業業業 ・・・・

技技技技術術術術振振振振興興興興課課課課
７７７７

国国国国 際際際際 経経経経 済済済済

観観観観 光光光光 課課課課
７７７７

６６６６

６６６６

農農農農

林林林林

水水水水

産産産産

部部部部

農農農農 山山山山 漁漁漁漁 村村村村

振振振振 興興興興 課課課課

食食食食のののの安安安安全全全全・・・・

地地地地産産産産地地地地消消消消課課課課

水水水水 田田田田 農農農農 業業業業

振振振振 興興興興 課課課課

経経経経営営営営金金金金融融融融課課課課

部部部部
福福福福 岡岡岡岡 県県県県 観観観観 光光光光 人人人人 材材材材
育育育育 成成成成 支支支支 援援援援 費費費費 　雇用人員：10名　雇用人員：10名　雇用人員：10名　雇用人員：10名

６６６６ 経費経費経費経費

ネネネネ ッッッッ トトトト 通通通通 販販販販 支支支支 援援援援
人人人人 材材材材 育育育育 成成成成 事事事事 業業業業 費費費費

費費費費

費費費費

２２２２

３３３３ １１１１

　雇用人員：２名　雇用人員：２名　雇用人員：２名　雇用人員：２名

家家家家 庭庭庭庭 用用用用 燃燃燃燃 料料料料 電電電電 池池池池 営営営営 業業業業 ・・・・
販販販販売売売売部部部部門門門門人人人人材材材材育育育育成成成成事事事事業業業業費費費費

( ７ )

１１１１

１１１１

農農農農業業業業生生生生産産産産総総総総合合合合対対対対策策策策事事事事業業業業費費費費２２２２ ３３３３

１１１１

新新新新

新新新新

新新新新

雇用人員：雇用人員：雇用人員：雇用人員：27272727名名名名

新新新新

( ７ )



（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

項項項項 目目目目

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

農農農農 地地地地 中中中中 間間間間 管管管管 理理理理 事事事事 業業業業

支支支支 援援援援 基基基基 金金金金 設設設設 置置置置 費費費費  1,012,024  1,012,024  1,012,024  1,012,024 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 新規就農者の確保・育成に要する経費新規就農者の確保・育成に要する経費新規就農者の確保・育成に要する経費新規就農者の確保・育成に要する経費

 84,989  84,989  84,989  84,989 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 女性に対する農業の基礎研修等による園芸農業への就業促進に要する女性に対する農業の基礎研修等による園芸農業への就業促進に要する女性に対する農業の基礎研修等による園芸農業への就業促進に要する女性に対する農業の基礎研修等による園芸農業への就業促進に要する

女女女女 性性性性 のののの 力力力力 をををを 活活活活 かかかか すすすす

園園園園 芸芸芸芸 農農農農 業業業業 強強強強 化化化化 費費費費  109,836  109,836  109,836  109,836 

(11,269,451)(11,269,451)(11,269,451)(11,269,451) ○○○○ 農業生産基盤整備事業費農業生産基盤整備事業費農業生産基盤整備事業費農業生産基盤整備事業費 808,000808,000808,000808,000

○○○○ 農村整備事業費農村整備事業費農村整備事業費農村整備事業費 11,50011,50011,50011,500

 1,021,500  1,021,500  1,021,500  1,021,500 ○○○○ 農地等保全管理事業費農地等保全管理事業費農地等保全管理事業費農地等保全管理事業費 202,000202,000202,000202,000

(6,829,522)(6,829,522)(6,829,522)(6,829,522) ○○○○ 造林事業費造林事業費造林事業費造林事業費 196,800196,800196,800196,800

６６６６ ４４４４

水水水水 田田田田 農農農農 業業業業

振振振振 興興興興 課課課課
６６６６

２２２２

農農農農 村村村村 森森森森 林林林林

整整整整 備備備備 課課課課

４４４４

３３３３

部部部部
　　　　
別別別別

課　名課　名課　名課　名
款款款款

農農農農

林林林林

水水水水

経経経経 営営営営 技技技技 術術術術

支支支支 援援援援 課課課課

農農農農 村村村村 森森森森 林林林林

説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名

( 8 )

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

２２２２

農地中間管理事業支援基金の設置に要する経費農地中間管理事業支援基金の設置に要する経費農地中間管理事業支援基金の設置に要する経費農地中間管理事業支援基金の設置に要する経費

経費経費経費経費

６６６６

農農農農業業業業農農農農村村村村整整整整備備備備公公公公共共共共事事事事業業業業費費費費

３３３３

６６６６

農農農農 業業業業 人人人人 材材材材 確確確確 保保保保 支支支支 援援援援 費費費費１１１１ １１１１

２２２２

科　目科　目科　目科　目

雇用人員：雇用人員：雇用人員：雇用人員：30303030名名名名

雇用人員：雇用人員：雇用人員：雇用人員：60606060名名名名

新新新新

新新新新

(6,829,522)(6,829,522)(6,829,522)(6,829,522) ○○○○ 造林事業費造林事業費造林事業費造林事業費 196,800196,800196,800196,800

○○○○ 林道事業費林道事業費林道事業費林道事業費 76,60076,60076,60076,600

 693,560  693,560  693,560  693,560 ○○○○ 治山事業費治山事業費治山事業費治山事業費 420,160420,160420,160420,160

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 新規林業就業者の確保・育成に要する経費新規林業就業者の確保・育成に要する経費新規林業就業者の確保・育成に要する経費新規林業就業者の確保・育成に要する経費

 67,209  67,209  67,209  67,209 

(5,455)(5,455)(5,455)(5,455) ○○○○

 800,000  800,000  800,000  800,000 

(1,858,345)(1,858,345)(1,858,345)(1,858,345) ○○○○ 沿岸漁場整備開発事業費沿岸漁場整備開発事業費沿岸漁場整備開発事業費沿岸漁場整備開発事業費 2,000,0002,000,0002,000,0002,000,000

○○○○ 漁港整備事業費漁港整備事業費漁港整備事業費漁港整備事業費 167,500167,500167,500167,500

 2,167,500  2,167,500  2,167,500  2,167,500 

○○○○ 道路事業費道路事業費道路事業費道路事業費 2,085,6502,085,6502,085,6502,085,650

○○○○ 河川事業費河川事業費河川事業費河川事業費 4,919,8904,919,8904,919,8904,919,890

道道道道路路路路維維維維持持持持課課課課 (60,166,633)(60,166,633)(60,166,633)(60,166,633) ○○○○ 砂防事業費砂防事業費砂防事業費砂防事業費 130,100130,100130,100130,100

○○○○ 海岸事業費海岸事業費海岸事業費海岸事業費 252,500252,500252,500252,500

外４課外４課外４課外４課  8,112,247  8,112,247  8,112,247  8,112,247 ○○○○ 港湾事業費港湾事業費港湾事業費港湾事業費 724,107724,107724,107724,107

産産産産

部部部部 水水水水産産産産振振振振興興興興課課課課

林林林林業業業業振振振振興興興興課課課課

農農農農 村村村村 森森森森 林林林林
整整整整 備備備備 課課課課

林林林林業業業業振振振振興興興興課課課課

水水水水 産産産産 施施施施 設設設設 公公公公 共共共共 事事事事 業業業業 費費費費

２２２２５５５５
森森森森 林林林林 整整整整 備備備備 加加加加 速速速速 化化化化 ・・・・

林林林林 業業業業 再再再再 生生生生 基基基基 金金金金 積積積積 立立立立 金金金金

６６６６ ６６６６
２２２２

８８８８

５５５５

６６６６

６６６６
３３３３

４４４４

森林整備加速化・林業再生基金の積立てに要する経費森林整備加速化・林業再生基金の積立てに要する経費森林整備加速化・林業再生基金の積立てに要する経費森林整備加速化・林業再生基金の積立てに要する経費

県県県県

土土土土

整整整整

８８８８

２２２２

３３３３

４４４４

３３３３
４４４４

１１１１
２２２２
３３３３
４４４４

土土土土 木木木木 施施施施 設設設設 公公公公 共共共共 事事事事 業業業業 費費費費

６６６６

林林林林 業業業業 施施施施 設設設設 公公公公 共共共共 事事事事 業業業業 費費費費

１１１１ 林林林林 業業業業 労労労労 働働働働 力力力力 確確確確 保保保保 支支支支 援援援援 費費費費１１１１ 雇用人員：雇用人員：雇用人員：雇用人員：20202020名名名名

道道道道路路路路維維維維持持持持課課課課 (11,627,018)(11,627,018)(11,627,018)(11,627,018) ○○○○ 道路事業費道路事業費道路事業費道路事業費 753,334753,334753,334753,334

○○○○ 河川事業費河川事業費河川事業費河川事業費 724,334724,334724,334724,334

外２課外２課外２課外２課  1,585,168  1,585,168  1,585,168  1,585,168 ○○○○ 港湾事業費港湾事業費港湾事業費港湾事業費 107,500107,500107,500107,500

(514,795)(514,795)(514,795)(514,795) ○○○○ 市街地再開発事業費補助金市街地再開発事業費補助金市街地再開発事業費補助金市街地再開発事業費補助金

市市市市 街街街街 地地地地 再再再再 開開開開 発発発発 事事事事 業業業業 費費費費

 518,900  518,900  518,900  518,900 

都都都都市市市市計計計計画画画画課課課課 ２２２２ ○○○○ 土地区画整理事業費土地区画整理事業費土地区画整理事業費土地区画整理事業費 24,15024,15024,15024,150

５５５５ ３３３３ (14,100,811)(14,100,811)(14,100,811)(14,100,811) 〇〇〇〇 街路事業費街路事業費街路事業費街路事業費 1,183,3721,183,3721,183,3721,183,372

公公公公園園園園街街街街路路路路課課課課 ４４４４ 〇〇〇〇 都市公園事業費都市公園事業費都市公園事業費都市公園事業費 284,250284,250284,250284,250

1,963,0721,963,0721,963,0721,963,072 〇〇〇〇 公営住宅建設事業費公営住宅建設事業費公営住宅建設事業費公営住宅建設事業費 471,300471,300471,300471,300

県県県県営営営営住住住住宅宅宅宅課課課課 ６６６６ ２２２２

○○○○ 御笠川那珂川流域下水道建設費御笠川那珂川流域下水道建設費御笠川那珂川流域下水道建設費御笠川那珂川流域下水道建設費 687,800687,800687,800687,800

(20,991,061)(20,991,061)(20,991,061)(20,991,061) ○○○○ 多々良川流域下水道建設費多々良川流域下水道建設費多々良川流域下水道建設費多々良川流域下水道建設費 90,80090,80090,80090,800

○○○○ 宝満川流域下水道建設費宝満川流域下水道建設費宝満川流域下水道建設費宝満川流域下水道建設費 100,000100,000100,000100,000

 1,009,800  1,009,800  1,009,800  1,009,800 ○○○○ 矢部川流域下水道建設費矢部川流域下水道建設費矢部川流域下水道建設費矢部川流域下水道建設費 30,20030,20030,20030,200

○○○○ 遠賀川中流流域下水道建設費遠賀川中流流域下水道建設費遠賀川中流流域下水道建設費遠賀川中流流域下水道建設費 101,000101,000101,000101,000

建建建建

築築築築

都都都都

市市市市

部部部部

都都都都市市市市計計計計画画画画課課課課

下下下下 水水水水 道道道道 課課課課

備備備備

部部部部

４４４４
２２２２

８８８８

特別会計特別会計特別会計特別会計

１１１１５５５５

流流流流 域域域域 下下下下 水水水水 道道道道 建建建建 設設設設 費費費費

８８８８ 都都都都 市市市市 施施施施 設設設設 公公公公 共共共共 事事事事 業業業業 費費費費

８８８８

３３３３
２２２２
２２２２

直直直直 轄轄轄轄 事事事事 業業業業 費費費費 負負負負 担担担担 金金金金
２２２２
３３３３
４４４４



（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

項項項項 目目目目

○○○○ 体育館における吊り天井等落下防止対策に要する経費体育館における吊り天井等落下防止対策に要する経費体育館における吊り天井等落下防止対策に要する経費体育館における吊り天井等落下防止対策に要する経費

４４４４ ５５５５ 県県県県 立立立立 学学学学 校校校校 吊吊吊吊 りりりり 天天天天 井井井井 等等等等 (   0)(   0)(   0)(   0) ・青豊高校ほか47校・青豊高校ほか47校・青豊高校ほか47校・青豊高校ほか47校

５５５５ ３３３３ 落落落落 下下下下 防防防防 止止止止 対対対対 策策策策 費費費費  1,221,034  1,221,034  1,221,034  1,221,034 

工工工工 業業業業 用用用用 水水水水 道道道道 施施施施 設設設設 (   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 耐震改修に要する経費耐震改修に要する経費耐震改修に要する経費耐震改修に要する経費

管管管管 理理理理 課課課課

耐耐耐耐 震震震震 対対対対 策策策策 費費費費  826,132  826,132  826,132  826,132 

教教教教

育育育育

委委委委

員員員員

会会会会

施施施施 設設設設 課課課課 10101010

企企企企

業業業業

局局局局

企業会計企業会計企業会計企業会計

部部部部
　　　　
別別別別

科　目科　目科　目科　目
事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明

款款款款
課　名課　名課　名課　名

新新新新

( 9 )( 9 )


