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Ⅰ 平成２４年度２月補正予算編成方針  

 

 

 国の経済危機対応・地域活性化予備費及び「日本経済再生に向けた緊急経済対策」に係る補正予算を

最大限活用し、「景気・経済・雇用対策」について全力で取り組むため、１４か月予算の考え方のもと、

平成２５年度当初予算と一体となった補正予算を編成する。 

 

 

                                           記  

 

  

 １  歳  出  予  算  

 

（１）景気・雇用対策に要する経費。  

 

（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、地域経済活性化・雇用創出臨時交付金等を充てる。  

 

  

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

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

Ⅱ　平 成 ２４ 年 度 ２ 月 補 正 予 算 計 上 額 調

566,621,352

（単位：千円）

2,852,761
合 計

収　益　的　収　支

資　本　的　収　支
200,400

2,400,000

2,400,000

4,115,391 601,200 4,716,591

4,355,471

4,361,021 4,361,021

4,355,471

2,652,361

2,400,000

12,075

87,331 87,331工 業 用 地

造 成 事 業

収　益　的　収　支
12,075

資　本　的　収　支
2,400,000

253,228

1,251,474 601,200 1,852,674

1,581,692

1,396,270 1,396,270工 業 用 水 道

事 業

収　益　的　収　支
1,581,692

資　本　的　収　支
52,828 200,400

0

95,254 95,254

471,944

471,667 471,667
電 気 事 業

収　益　的　収　支
471,944

資　本　的　収　支
0

564,070,652
（１５会計）

2,550,700
（１会計）

合　　　　　　計現 計 予 算 額 ２ 月 補 正 予 算 額

（単位：千円）

1,672,465,908 69,557,971 1,742,023,879

2,236,536,560 72,108,671 2,308,645,231

368,663

合　　　　計

2,289,760

2,405,753 2,405,753

199,533

368,663

２月補正予算額

2,289,760

199,533

区　　　　分

特 別 会 計

収　益　的　収　支

資　本　的　収　支

一 般 会 計

合　　　　　計

病 院 事 業

区　　　　分 現 計 予 算 額



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 498,580,511 498,580,511

２． 地方消費税清算金 99,859,209 99,859,209

３． 地 方 譲 与 税 69,219,963 69,219,963

４． 地 方 特 例 交 付 金 1,463,031 1,463,031

５． 地 方 交 付 税 289,840,465 289,840,465

６．
交 通 安 全 対 策

特 別 交 付 金
1,649,107 1,649,107

７． 分担金及び負担金 6,554,794 699,833 7,254,627

８． 使用料及び手数料 9,994,021 9,994,021

９． 国 庫 支 出 金 206,187,345 47,981,540 254,168,885

１０． 財 産 収 入 5,834,374 5,834,374

１１． 寄 附 金 498,500 498,500

１２． 繰 入 金 59,963,962 3,249,814 63,213,776

１３． 繰 越 金 972,744 972,744

１４． 諸 収 入 137,179,900 50,739 137,230,639

１５． 県 債 284,667,982 17,576,045 302,244,027

1,672,465,908 69,557,971 1,742,023,879

款　　　　　　名

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 2,935,896 2,935,896

２． 総 務 費 54,849,233 1,200,619 56,049,852

３． 保 健 費 220,453,677 4,518,058 224,971,735

４． 環 境 費 4,379,957 4,379,957

５． 生 活 労 働 費 140,466,057 26,573,950 167,040,007

６． 農 林 水 産 業 費 59,281,922 11,203,227 70,485,149

７． 商 工 費 121,353,406 495,735 121,849,141

８． 県 土 整 備 費 154,804,446 24,297,746 179,102,192

９． 警 察 費 124,026,104 530,542 124,556,646

１０． 教 育 費 404,301,948 733,724 405,035,672

１１． 災 害 復 旧 費 17,932,680 4,370 17,937,050

１２． 公 債 費 201,362,015 201,362,015

１３． 諸 支 出 金 166,118,567 166,118,567

１４． 予 備 費 200,000 200,000

1,672,465,908 69,557,971 1,742,023,879

款　　　　　名

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

35,069 35,069

507,852,572 507,852,572

34,555 34,555

902,357 902,357

16,369 16,369

217,041 217,041

348,027 348,027

151,805 151,805

213,062 213,062

2,226,944 2,226,944

1,506,566 1,506,566

12,969,442 12,969,442

10,686,647 10,686,647

20,374,908 2,550,700 22,925,608

6,535,288 6,535,288

564,070,652 2,550,700 566,621,352

会 計 名

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

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

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

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

（５）



５．主な計上額調
（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

(983,564)(983,564)(983,564)(983,564) ○○○○ 県庁舎等の改修工事に要する経費県庁舎等の改修工事に要する経費県庁舎等の改修工事に要する経費県庁舎等の改修工事に要する経費

県県県県 庁庁庁庁 舎舎舎舎 等等等等 改改改改 修修修修 費費費費

 1,125,325  1,125,325  1,125,325  1,125,325 

(   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

総総総総 合合合合 庁庁庁庁 舎舎舎舎 耐耐耐耐 震震震震 対対対対 策策策策 費費費費

 16,539  16,539  16,539  16,539 

私私私私 立立立立 高高高高 等等等等 学学学学 校校校校 就就就就 職職職職 指指指指 導導導導 (   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 私立高等学校への就職指導員の配置に要する経費私立高等学校への就職指導員の配置に要する経費私立高等学校への就職指導員の配置に要する経費私立高等学校への就職指導員の配置に要する経費

強強強強 化化化化 費費費費  136,126  136,126  136,126  136,126 

(58,262)(58,262)(58,262)(58,262) ○○○○ 放射線測定について普及啓発を図るための資機材整備に要する経費放射線測定について普及啓発を図るための資機材整備に要する経費放射線測定について普及啓発を図るための資機材整備に要する経費放射線測定について普及啓発を図るための資機材整備に要する経費

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

 12,758  12,758  12,758  12,758 

(6,777)(6,777)(6,777)(6,777) ○○○○ 水槽付消防ポンプ自動車の更新に要する経費水槽付消防ポンプ自動車の更新に要する経費水槽付消防ポンプ自動車の更新に要する経費水槽付消防ポンプ自動車の更新に要する経費

消消消消 防防防防 学学学学 校校校校 施施施施 設設設設 整整整整 備備備備 費費費費

 45,997  45,997  45,997  45,997 

もももも もももも ちちちち 文文文文 化化化化 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー (   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 36,64236,64236,64236,642

○○○○ 電気設備の改修工事に要する経費電気設備の改修工事に要する経費電気設備の改修工事に要する経費電気設備の改修工事に要する経費 6,2836,2836,2836,283

改改改改 修修修修 費費費費  42,925  42,925  42,925  42,925 

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 (15,679)(15,679)(15,679)(15,679) ○○○○ 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

基基基基 金金金金 積積積積 立立立立 金金金金  234,000  234,000  234,000  234,000 

(   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

 14,056  14,056  14,056  14,056 

(146)(146)(146)(146) ○○○○ 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

 110,039  110,039  110,039  110,039 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 県社協が行う介護福祉士等修学資金の貸付に対する助成県社協が行う介護福祉士等修学資金の貸付に対する助成県社協が行う介護福祉士等修学資金の貸付に対する助成県社協が行う介護福祉士等修学資金の貸付に対する助成

 369,898  369,898  369,898  369,898 

(7,523)(7,523)(7,523)(7,523) ○○○○ 介護基盤緊急整備基金の積立てに要する経費介護基盤緊急整備基金の積立てに要する経費介護基盤緊急整備基金の積立てに要する経費介護基盤緊急整備基金の積立てに要する経費

 2,993,479  2,993,479  2,993,479  2,993,479 

(3,165,145)(3,165,145)(3,165,145)(3,165,145) ○○○○

 645,113  645,113  645,113  645,113 

(1,577)(1,577)(1,577)(1,577) ○○○○ 介護職員処遇改善等基金の積立てに要する経費介護職員処遇改善等基金の積立てに要する経費介護職員処遇改善等基金の積立てに要する経費介護職員処遇改善等基金の積立てに要する経費

 385,473  385,473  385,473  385,473 

  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。

介介介介 護護護護 福福福福 祉祉祉祉 士士士士 修修修修 学学学学 資資資資 金金金金

貸貸貸貸 付付付付 事事事事 業業業業 費費費費

３３３３
介介介介 護護護護 職職職職 員員員員 処処処処 遇遇遇遇 改改改改 善善善善 等等等等

基基基基 金金金金 積積積積 立立立立 金金金金

介介介介 護護護護 基基基基 盤盤盤盤 緊緊緊緊 急急急急 整整整整 備備備備

基基基基 金金金金 積積積積 立立立立 金金金金

介介介介 護護護護 施施施施 設設設設 等等等等 緊緊緊緊 急急急急 整整整整 備備備備 費費費費

小規模多機能型居宅介護事業所等の介護施設整備に対する助成小規模多機能型居宅介護事業所等の介護施設整備に対する助成小規模多機能型居宅介護事業所等の介護施設整備に対する助成小規模多機能型居宅介護事業所等の介護施設整備に対する助成

６６６６ １１１１

６６６６ ３３３３

新新新新

社社社社

会会会会

推推推推

進進進進

部部部部

３３３３

２２２２

保保保保 健健健健 医医医医 療療療療

介介介介護護護護総総総総務務務務課課課課
３３３３ １１１１ ２２２２

保保保保 健健健健 環環環環 境境境境 研研研研 究究究究 所所所所

施施施施 設設設設 設設設設 備備備備 整整整整 備備備備 費費費費

１１１１

２２２２

健健健健康康康康増増増増進進進進課課課課

生生生生活活活活安安安安全全全全課課課課 ５５５５ １１１１

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

総

務

部

２２２２ ６６６６

私私私私学学学学振振振振興興興興課課課課 10101010 ９９９９

消消消消 防防防防 防防防防 災災災災

指指指指 導導導導 課課課課

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 ３３３３ ５５５５

３３３３

( ６ )

款款款款

部部部部
　　　　
別別別別

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

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

防防防防災災災災企企企企画画画画課課課課 ２２２２ ６６６６ １１１１

３３３３

財財財財産産産産活活活活用用用用課課課課 １１１１

介介介介護護護護保保保保険険険険課課課課

２２２２

・飯塚総合庁舎・飯塚総合庁舎・飯塚総合庁舎・飯塚総合庁舎

県県県県 民民民民 文文文文 化化化化

ススススポポポポーーーーツツツツ課課課課
５５５５

３３３３

高高高高 齢齢齢齢 者者者者

支支支支 援援援援 課課課課

２２２２ １１１１



（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

(32,511)(32,511)(32,511)(32,511) ○○○○

 12,501,018  12,501,018  12,501,018  12,501,018 

(204,863)(204,863)(204,863)(204,863) ○○○○

 26,500  26,500  26,500  26,500 

(4,105)(4,105)(4,105)(4,105) ○○○○

 1,326,310  1,326,310  1,326,310  1,326,310 

(306,291)(306,291)(306,291)(306,291) ○○○○

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

 352,865  352,865  352,865  352,865 

(13,256)(13,256)(13,256)(13,256) ○○○○

 10,766,363  10,766,363  10,766,363  10,766,363 

(1,682,824)(1,682,824)(1,682,824)(1,682,824) ○○○○ 地域の創意工夫による雇用の創出のため市町村が行う事業に対する助地域の創意工夫による雇用の創出のため市町村が行う事業に対する助地域の創意工夫による雇用の創出のため市町村が行う事業に対する助地域の創意工夫による雇用の創出のため市町村が行う事業に対する助

成成成成

 1,160,000  1,160,000  1,160,000  1,160,000 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

　雇用人員：20名　雇用人員：20名　雇用人員：20名　雇用人員：20名

 61,739  61,739  61,739  61,739 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

 43,415  43,415  43,415  43,415 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

に要する経費に要する経費に要する経費に要する経費

 36,996  36,996  36,996  36,996 　雇用人員：22名　雇用人員：22名　雇用人員：22名　雇用人員：22名

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

 21,819  21,819  21,819  21,819 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ コンテンツの新製品開発への支援による新たな雇用創出に要する経費コンテンツの新製品開発への支援による新たな雇用創出に要する経費コンテンツの新製品開発への支援による新たな雇用創出に要する経費コンテンツの新製品開発への支援による新たな雇用創出に要する経費

 180,807  180,807  180,807  180,807 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 中小企業の新事業展開への支援による新たな雇用創出に要する経費中小企業の新事業展開への支援による新たな雇用創出に要する経費中小企業の新事業展開への支援による新たな雇用創出に要する経費中小企業の新事業展開への支援による新たな雇用創出に要する経費

 77,949  77,949  77,949  77,949 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ ベンチャー企業の事業拡大への支援による新たな雇用創出に要する経ベンチャー企業の事業拡大への支援による新たな雇用創出に要する経ベンチャー企業の事業拡大への支援による新たな雇用創出に要する経ベンチャー企業の事業拡大への支援による新たな雇用創出に要する経

 85,675  85,675  85,675  85,675 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 先端半導体やロボットの新製品開発への支援による新たな雇用創出に先端半導体やロボットの新製品開発への支援による新たな雇用創出に先端半導体やロボットの新製品開発への支援による新たな雇用創出に先端半導体やロボットの新製品開発への支援による新たな雇用創出に

 63,967  63,967  63,967  63,967 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ バイオ関連の新製品開発への支援による新たな雇用創出に要する経費バイオ関連の新製品開発への支援による新たな雇用創出に要する経費バイオ関連の新製品開発への支援による新たな雇用創出に要する経費バイオ関連の新製品開発への支援による新たな雇用創出に要する経費

 87,337  87,337  87,337  87,337 

７７７７ ２２２２ ６６６６
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

費費費費

　雇用人員：30名　雇用人員：30名　雇用人員：30名　雇用人員：30名

先先先先 端端端端 半半半半 導導導導 体体体体 ・・・・ ロロロロ ボボボボ ッッッッ トトトト
雇雇雇雇 用用用用 創創創創 出出出出 支支支支 援援援援 費費費費

要する経費要する経費要する経費要する経費

　雇用人員：15名　雇用人員：15名　雇用人員：15名　雇用人員：15名

ババババ イイイイ オオオオ 新新新新 製製製製 品品品品 開開開開 発発発発
雇雇雇雇 用用用用 創創創創 出出出出 支支支支 援援援援 費費費費

　雇用人員：15名　雇用人員：15名　雇用人員：15名　雇用人員：15名

知的・精神・発達障害者の情報通信関連特例子会社における就業促進知的・精神・発達障害者の情報通信関連特例子会社における就業促進知的・精神・発達障害者の情報通信関連特例子会社における就業促進知的・精神・発達障害者の情報通信関連特例子会社における就業促進

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
７７７７ ２２２２ ２２２２

　雇用人員：60名　雇用人員：60名　雇用人員：60名　雇用人員：60名

高高高高等等等等技技技技術術術術専専専専門門門門校校校校耐耐耐耐震震震震対対対対策策策策費費費費

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耐震改修に要する経費

８８８８ ２２２２ ・大牟田校・大牟田校・大牟田校・大牟田校

商商商商工工工工政政政政策策策策課課課課 7777 １１１１ ココココ ンンンン テテテテ ンンンン ツツツツ ビビビビ ジジジジ ネネネネ スススス
雇雇雇雇 用用用用 創創創創 出出出出 支支支支 援援援援 費費費費

社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金の積立てに要する経費社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金の積立てに要する経費社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金の積立てに要する経費社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金の積立てに要する経費

１１１１

職職職職 業業業業 能能能能 力力力力

開開開開 発発発発 課課課課
５５５５

３３３３

新生活産業関連企業への支援による新たな雇用創出に要する経費新生活産業関連企業への支援による新たな雇用創出に要する経費新生活産業関連企業への支援による新たな雇用創出に要する経費新生活産業関連企業への支援による新たな雇用創出に要する経費

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

９９９９ １１１１

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

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

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

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

説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明

４４４４ ４４４４

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

体験雇用による新卒未就職者の就業促進に要する経費体験雇用による新卒未就職者の就業促進に要する経費体験雇用による新卒未就職者の就業促進に要する経費体験雇用による新卒未就職者の就業促進に要する経費

障障障障 害害害害 者者者者 福福福福 祉祉祉祉 施施施施 設設設設 整整整整 備備備備 費費費費

社会福祉法人の施設整備に対する助成社会福祉法人の施設整備に対する助成社会福祉法人の施設整備に対する助成社会福祉法人の施設整備に対する助成

社社社社会会会会福福福福祉祉祉祉施施施施設設設設等等等等耐耐耐耐震震震震化化化化等等等等

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

３３３３ １１１１

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

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

部部部部
　　　　
別別別別

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名

新新新新 生生生生 活活活活 産産産産 業業業業
地地地地 域域域域 雇雇雇雇 用用用用 創創創創 造造造造 事事事事 業業業業 費費費費

障障障障 害害害害 者者者者

福福福福 祉祉祉祉 課課課課
５５５５

款款款款

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

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

７７７７

福福福福

祉祉祉祉

労労労労

働働働働

部部部部

新新新新 雇雇雇雇 用用用用

開開開開 発発発発 課課課課

５５５５

労労労労働働働働政政政政策策策策課課課課

５５５５ ９９９９ １１１１

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

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

５５５５

７７７７

１１１１

ベベベベ ンンンン チチチチ ャャャャ ーーーー ビビビビ ジジジジ ネネネネ スススス
雇雇雇雇 用用用用 創創創創 出出出出 支支支支 援援援援 費費費費

( ７ )

中中中中 小小小小 企企企企 業業業業 新新新新 事事事事 業業業業 展展展展 開開開開
雇雇雇雇 用用用用 創創創創 出出出出 支支支支 援援援援 費費費費

　雇用人員：30名　雇用人員：30名　雇用人員：30名　雇用人員：30名

商商商商

工工工工

部部部部

５５５５

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

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

(5,501,809)(5,501,809)(5,501,809)(5,501,809) ○○○○ 国営海岸保全施設整備事業負担金国営海岸保全施設整備事業負担金国営海岸保全施設整備事業負担金国営海岸保全施設整備事業負担金 200,000200,000200,000200,000

○○○○ 国営総合農地防災事業負担金国営総合農地防災事業負担金国営総合農地防災事業負担金国営総合農地防災事業負担金 597,000597,000597,000597,000

 797,000  797,000  797,000  797,000 

園園園園芸芸芸芸振振振振興興興興課課課課 ○○○○ 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

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

(   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

 81,721  81,721  81,721  81,721 

(9,743,586)(9,743,586)(9,743,586)(9,743,586) ○○○○ 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 1,687,5471,687,5471,687,5471,687,547

○○○○ 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 966,321966,321966,321966,321

 3,920,408  3,920,408  3,920,408  3,920,408 ○○○○ 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 1,266,5401,266,5401,266,5401,266,540

(6,080,509)(6,080,509)(6,080,509)(6,080,509) ○○○○ 造林事業費造林事業費造林事業費造林事業費 682,916682,916682,916682,916

○○○○ 林道事業費林道事業費林道事業費林道事業費 351,813351,813351,813351,813

 2,093,167  2,093,167  2,093,167  2,093,167 ○○○○ 治山事業費治山事業費治山事業費治山事業費 1,058,4381,058,4381,058,4381,058,438

(   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

 26,586  26,586  26,586  26,586 

(4,042)(4,042)(4,042)(4,042) ○○○○

 1,213,677  1,213,677  1,213,677  1,213,677 

(3,555,420)(3,555,420)(3,555,420)(3,555,420) ○○○○ 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 2,185,3452,185,3452,185,3452,185,345

○○○○ 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 478,190478,190478,190478,190

 2,663,535  2,663,535  2,663,535  2,663,535 

○○○○ 道路事業費道路事業費道路事業費道路事業費

○○○○ 河川事業費河川事業費河川事業費河川事業費 3,405,1003,405,1003,405,1003,405,100

道道道道路路路路維維維維持持持持課課課課 (67,190,810)(67,190,810)(67,190,810)(67,190,810) ○○○○ 砂防事業費砂防事業費砂防事業費砂防事業費 390,750390,750390,750390,750

○○○○ 海岸事業費海岸事業費海岸事業費海岸事業費 749,400749,400749,400749,400

外５課外５課外５課外５課  18,873,950  18,873,950  18,873,950  18,873,950 ○○○○ 港湾事業費港湾事業費港湾事業費港湾事業費 332,300332,300332,300332,300

道道道道路路路路維維維維持持持持課課課課 (9,465,414)(9,465,414)(9,465,414)(9,465,414) ○○○○ 道路事業費道路事業費道路事業費道路事業費 1,322,0001,322,0001,322,0001,322,000

○○○○ 河川事業費河川事業費河川事業費河川事業費 1,561,3311,561,3311,561,3311,561,331

外２課外２課外２課外２課  3,157,831  3,157,831  3,157,831  3,157,831 ○○○○ 港湾事業費港湾事業費港湾事業費港湾事業費 274,500274,500274,500274,500

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 災害情報収集システムの整備に要する経費災害情報収集システムの整備に要する経費災害情報収集システムの整備に要する経費災害情報収集システムの整備に要する経費

 24,984  24,984  24,984  24,984 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 直轄国道の災害復旧費負担金直轄国道の災害復旧費負担金直轄国道の災害復旧費負担金直轄国道の災害復旧費負担金

 4,370  4,370  4,370  4,370 

災災災災 害害害害 情情情情 報報報報 収収収収 集集集集
シシシシ スススス テテテテ ムムムム 整整整整 備備備備 費費費費

道道道道路路路路維維維維持持持持課課課課 １１１１１１１１ ２２２２ ５５５５ 直直直直轄轄轄轄道道道道路路路路災災災災害害害害復復復復旧旧旧旧事事事事業業業業費費費費

１１１１河河河河 川川川川 課課課課

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

８８８８
２２２２
３３３３
４４４４

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

８８８８
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

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

６６６６ ５５５５
３３３３

４４４４
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

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 費費費費林林林林業業業業振振振振興興興興課課課課 ６６６６

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

林林林林業業業業振振振振興興興興課課課課 ６６６６ ５５５５ ２２２２
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

 407,133  407,133  407,133  407,133 

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
６６６６ ４４４４ ２２２２ 国国国国 営営営営 事事事事 業業業業 等等等等 負負負負 担担担担 金金金金

６６６６ ２２２２ ３３３３ 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 費費費費

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
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
６６６６ ２２２２

１１１１ １１１１

１１１１１１１１

県県県県

土土土土

整整整整

備備備備

部部部部

８８８８

２２２２

３３３３

４４４４

３３３３
４４４４

２２２２
３３３３
４４４４

２２２２

８８８８ ３３３３

部部部部
　　　　
別別別別

(712,032)(712,032)(712,032)(712,032)

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

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名 説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明

農農農農

林林林林

水水水水

産産産産

部部部部

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

水水水水産産産産振振振振興興興興課課課課 ６６６６

６６６６

６６６６

４４４４

( 8 )

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

款款款款

雇用人員：8名雇用人員：8名雇用人員：8名雇用人員：8名

13,996,40013,996,40013,996,40013,996,400

雇用人員：30名雇用人員：30名雇用人員：30名雇用人員：30名

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

(518,540)(518,540)(518,540)(518,540) ○○○○ 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

 115,250  115,250  115,250  115,250 

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 144,750144,750144,750144,750

５５５５ ３３３３ (14,058,312)(14,058,312)(14,058,312)(14,058,312) ○○○○ 街路事業費街路事業費街路事業費街路事業費 490,688490,688490,688490,688

公公公公園園園園街街街街路路路路課課課課 ４４４４ ○○○○ 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 596,633596,633596,633596,633

2,123,0162,123,0162,123,0162,123,016 ○○○○ 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 890,945890,945890,945890,945

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 1,441,4001,441,4001,441,4001,441,400

○○○○ 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 139,200139,200139,200139,200

(20,374,908)(20,374,908)(20,374,908)(20,374,908) ○○○○ 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 266,600266,600266,600266,600

○○○○ 宝満川上流流域下水道建設費宝満川上流流域下水道建設費宝満川上流流域下水道建設費宝満川上流流域下水道建設費 10,10010,10010,10010,100

 2,550,700  2,550,700  2,550,700  2,550,700 ○○○○ 筑後川中流右岸流域下水道建設費筑後川中流右岸流域下水道建設費筑後川中流右岸流域下水道建設費筑後川中流右岸流域下水道建設費 237,200237,200237,200237,200

○○○○ 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 258,400258,400258,400258,400

○○○○ 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 197,800197,800197,800197,800

(143,513)(143,513)(143,513)(143,513) ○○○○ 交番等の改築に要する経費　　４か所交番等の改築に要する経費　　４か所交番等の改築に要する経費　　４か所交番等の改築に要する経費　　４か所

交交交交 番番番番 ・・・・ 駐駐駐駐 在在在在 所所所所 改改改改 築築築築 費費費費

 145,952  145,952  145,952  145,952 

交交交交 通通通通 安安安安 全全全全 施施施施 設設設設 整整整整 備備備備 費費費費 (1,667,586)(1,667,586)(1,667,586)(1,667,586) ○○○○ ＬＥＤ信号機への更新等に要する経費ＬＥＤ信号機への更新等に要する経費ＬＥＤ信号機への更新等に要する経費ＬＥＤ信号機への更新等に要する経費

（（（（ 国国国国 庫庫庫庫 補補補補 助助助助 事事事事 業業業業 ））））  135,805  135,805  135,805  135,805 

(103,203)(103,203)(103,203)(103,203) ○○○○ 警察署の改修工事に要する経費警察署の改修工事に要する経費警察署の改修工事に要する経費警察署の改修工事に要する経費

警警警警 察察察察 署署署署 改改改改 修修修修 費費費費

 214,890  214,890  214,890  214,890 

(   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

警警警警 察察察察 施施施施 設設設設 耐耐耐耐 震震震震 対対対対 策策策策 費費費費

 33,895  33,895  33,895  33,895 

(   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

美美美美 術術術術 館館館館 耐耐耐耐 震震震震 対対対対 策策策策 費費費費

 19,927  19,927  19,927  19,927 

(129,478)(129,478)(129,478)(129,478) ○○○○ 理科教育の設備整備費理科教育の設備整備費理科教育の設備整備費理科教育の設備整備費

 59,000  59,000  59,000  59,000 

(7,395,441)(7,395,441)(7,395,441)(7,395,441) ○○○○ 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

 308,141  308,141  308,141  308,141 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 県立学校における就職指導員の配置に要する経費県立学校における就職指導員の配置に要する経費県立学校における就職指導員の配置に要する経費県立学校における就職指導員の配置に要する経費

 210,530  210,530  210,530  210,530 

(   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

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

耐耐耐耐 震震震震 対対対対 策策策策 費費費費  601,200  601,200  601,200  601,200 

( 9 )

県県県県立立立立学学学学校校校校就就就就職職職職支支支支援援援援事事事事業業業業費費費費

10101010

企企企企

業業業業

局局局局

管管管管 理理理理 課課課課 企業会計企業会計企業会計企業会計

高高高高校校校校教教教教育育育育課課課課 10101010 １１１１ ４４４４

４４４４ ５５５５

10101010
３３３３
４４４４
５５５５

２２２２
４４４４
２２２２

県県県県 立立立立 学学学学 校校校校 設設設設 備備備備 費費費費

県県県県 立立立立 学学学学 校校校校 耐耐耐耐 震震震震 対対対対 策策策策 費費費費 ・朝倉高校ほか1校・朝倉高校ほか1校・朝倉高校ほか1校・朝倉高校ほか1校

10101010 ６６６６ ６６６６

下下下下 水水水水 道道道道 課課課課 特別会計特別会計特別会計特別会計

１１１１ ５５５５

社社社社会会会会教教教教育育育育課課課課

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

警警警警 察察察察 本本本本 部部部部

９９９９ １１１１ ４４４４

９９９９ 　北九州自動車運転免許試験場　北九州自動車運転免許試験場　北九州自動車運転免許試験場　北九州自動車運転免許試験場

１１１１

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

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 ８８８８ ５５５５

警警警警

察察察察

本本本本

部部部部

教教教教

育育育育

委委委委

員員員員

会会会会

説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明課　名課　名課　名課　名
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

施施施施 設設設設 課課課課

款款款款

部部部部
　　　　
別別別別

新新新新




