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平成２６年度当初予算のポイント 
 

 

 １ 予算編成の基本的な考え方 

「県民幸福度日本一」の福岡県を目指して、県民生活の「安定」「安全」「安心」の向上を図るた

めの取組みを着実に進めていくことを基本方針とする。 

まずは、消費税率引上げに伴う県内景気の腰折れを回避し、地域経済の足元をしっかり固め、雇用

を守っていく。このため、国の経済対策に係る平成２５年度補正予算、２６年度当初予算を最大限活

用した１４か月予算として、「着実な景気回復と雇用の確保」に全力で取り組み、県民一人ひとり、

各企業・事業者、県内の各地域を元気にしていく。 

また、女性や高齢者が大いに活躍し、障害がある人もない人も自立し、お互いに支え合う「誰もが

いきいきと活躍できる社会」の実現を目指す。その際、生活者の視点を一層重視し、様々な問題を抱

えている県民の皆さん一人ひとりに寄り添い、向かい合う温かみのある行政を心掛ける。 

次代を担う子どもたちの学力の向上を強力に進めるとともに、世界に挑む人材を育成するなど、「未

来を切り拓く人材の育成と文化・スポーツの振興」に積極的に取り組む。  

さらに、事前防災・減災対策を加速化し、とりわけ大規模地震に備えた対策を集中的に実施すると

ともに、暴力団対策、飲酒運転の撲滅、性犯罪の防止対策を推し進めるなど、県民生活の土台である

「安全・安心の向上」にしっかり取り組む。 

同時に、「財政改革推進プラン」を策定し、行政改革と一体となった財政健全化に取り組み、メリ

ハリを付けた予算配分を行う。 

  

○ 一般会計歳入歳出規模 １兆６,７１８億円 前年度比 ４０１億円、２.５％の増 
    ＊H18年度以降9年連続の増加、伸び率2.5％は過去10年間で2番目（ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ直後のH21が3.5％） 
 
      一般歳出規模 １兆２,６５７億円  前年度比 ９１億円、０.７％の増 

       （一般歳出･･･公債費及び税関連市町村交付金等を除く一般的政策経費） 
 

２ 予算の概況 

 (1) 歳入面では、県税等は昨年度からの景気回復の動きにより法人二税が堅調であることや地方消費 

税率の引上げなど、税制改正の影響等により、平成２５年度当初予算に比べ５１６億円の増。 

地方譲与税等は、地方法人特別譲与税の増により１６２億円の増加。一方、地方交付税等は、

県税収入等の増に伴い総額で１２２億円の減。 
 
(2) 歳出面では、公共事業費については、国の「好循環実現のための経済対策」を最大限活用し、

平成２５年度２月補正予算において１８２億円を増額するとともに、当初予算においても補助・

単独事業費合わせて５９億円の増、前年度比１０３.２％を確保。 

行政施策費は、後期高齢者医療財政安定化のための広域連合への県交付金の減少や参議院議員通 

常選挙の終了等により４０億円の減。 

義務的経費では、社会保障費は消費税率の引上げに伴う事業拡大に係る県負担の増額等を含めて

１０２億円の増、公債費は７２億円の増。一方、人件費は、職員定員の削減、退職手当支給率の引

下げ等により６９億円の減。 

また、県税等の増収に伴い市町村に対する交付金等が２３８億円の増。 
 

(3)  収支均衡を図るため、財政調整基金等三基金から、４６億円を繰り入れ。 

＊平成２６年度当初予算の主要施策については、４ページ以降に記載 



 （単位：億円、％）

増　減
Ｂ－Ｅ

伸　率
Ｂ / Ｅ

増　減
Ｃ－Ｆ

伸　率
Ｃ / Ｆ

人件費 4,893 4,893 4,962 4,962 △ 69 98.6 △ 69 98.6

　　　給与費給与費 4,434 4,434 4,476 4,476 △ 42 99.1 △ 42 99.1

　　　退職手当退職手当 459 459 486 486 △ 27 94.5 △ 27 94.5

社会保障費 2,953 2,953 2,851 2,851 102 103.6 102 103.6

公債費 2,125 2,125 2,053 2,053 72 103.5 72 103.5

補助事業費 158 1,015 1,173 305 972 1,277 43 104.4 △ 104 91.9

単独事業費 8 890 898 25 874 899 16 101.9 △ 1 99.9

比　　　　較

２５年度
当初予算　Ｅ

２４年度
２月補正

（事業費）Ｄ

当初予算

一般会計予算のフレーム

歳

区   分
１４か月予算

計
Ａ＋Ｂ　　Ｃ

公

２５年度
２月補正

（事業費）Ａ

２６年度
当初予算　Ｂ

１４か月予算１４か月予算
計

Ｄ＋Ｅ　　Ｆ

 　小　　　計 166 1,905 2,071 330 1,846 2,176 59 103.2 △ 105 95.2

直轄事業負担金 16 167 183 40 202 242 △ 35 82.7 △ 59 75.7

 　合　　　計 182 2,072 2,254 370 2,048 2,418 24 101.2 △ 164 93.2

災害復旧費 33 33 50 50 △ 17 66.0 △ 17 66.0

行政施策費 61 2,449 2,510 30 2,489 2,519 △ 40 98.4 △ 9 99.6

市町村交付金等 1,936 1,936 1,698 1,698 238 114.0 238 114.0

その他 257 257 166 166 91 154.5 91 154.5

243 16,718 16,961 400 16,317 16,717 401 102.5 244 101.5

うち一般歳出 243 12,657 12,900 400 12,566 12,966 91 100.7 △ 66 99.5

県税等 6,397 6,397 5,881 5,881 516 108.8 516 108.8

地方譲与税等 911 911 749 749 162 121.7 162 121.7

歳
　
　
　
出

計

公
共
事
業
費

地方交付税等 9 4,085 4,094 1 4,207 4,208 △ 122 97.1 △ 114 97.3

地方交付税 9 2,722 2,731 2,745 2,745 △ 23 99.2 △ 14 99.5

臨時財政対策債 1,363 1,363 1 1,462 1,463 △ 99 93.3 △ 100 93.2

国庫支出金 88 2,037 2,125 184 1,996 2,180 41 102.1 △ 55 97.5

県債（臨財債除く） 91 1,139 1,230 175 1,170 1,345 △ 31 97.4 △ 115 91.6

財政調整基金等三基金繰入金 46 46 268 268 △ 222 17.2 △ 222 17.2

その他 55 2,103 2,158 40 2,046 2,086 57 102.8 72 103.4

243 16,718 16,961 400 16,317 16,717 401 102.5 244 101.5

歳
　
　
　
入

計
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（単位：百万円）

２月補正
（事業費）

（Ａ）

構成比
％

当初予算
（Ｂ）

構成比
％

Ａ＋Ｂ
（Ｃ）

構成比
％

２月補正
（事業費）

（Ｄ）

構成比
％

当初予算
（Ｅ）

構成比
％

Ｄ＋Ｅ
（Ｆ）

構成比
％

増　減
(Ｂ)－(Ｅ)

伸　率
(Ｂ)/(Ｅ)

増　減
(Ｃ)－(Ｆ)

伸　率
(Ｃ)/(Ｆ)

１． 議 会 費 0 0.0 2,891 0.2 2,891 0.2 0 0.0 2,846 0.2 2,846 0.2 45 101.6 45 101.6

２． 総 務 費 200 0.8 49,867 3.0 50,067 3.0 1,201 3.0 49,504 3.0 50,705 3.0 363 100.7 △ 638 98.7

３． 保 健 費 764 3.1 211,269 12.6 212,033 12.5 1,029 2.6 213,492 13.1 214,521 12.8 △ 2,223 99.0 △ 2,488 98.8

計（１４か月予算）
平成２６年度平成２５年度 当初予算 １４か月予算

比    較

歳  出  予  算  対  前  年  度  比  較歳  出  予  算  対  前  年  度  比  較歳  出  予  算  対  前  年  度  比  較歳  出  予  算  対  前  年  度  比  較

（ 一  般  会  計、（ 一  般  会  計、（ 一  般  会  計、（ 一  般  会  計、款別款別款別款別 ） ） ） ）

款　　　　別

計（１４か月予算）
平成２４年度 平成２５年度

４． 環 境 費 32 0.1 3,298 0.2 3,330 0.2 0 0.0 3,880 0.2 3,880 0.2 △ 582 85.0 △ 550 85.8

５． 生 活 労 働 費 4,434 18.2 166,499 9.9 170,933 10.1 1,746 4.4 151,584 9.3 153,330 9.2 14,915 109.8 17,603 111.5

６． 農林水産業費 4,560 18.8 59,469 3.6 64,029 3.8 9,989 24.9 58,675 3.6 68,664 4.1 794 101.4 △ 4,635 93.2

７． 商 工 費 925 3.8 121,524 7.3 122,449 7.2 496 1.2 121,702 7.5 122,198 7.3 △ 178 99.9 251 100.2

８． 県 土 整 備 費 12,179 50.1 135,919 8.1 148,098 8.7 24,298 60.7 132,928 8.2 157,226 9.4 2,991 102.3 △ 9,128 94.2

９． 警 察 費 0 0.0 122,429 7.3 122,429 7.2 531 1.4 122,802 7.5 123,333 7.4 △ 373 99.7 △ 904 99.3

10． 教 育 費 1,221 5.1 399,115 23.9 400,336 23.6 734 1.8 404,542 24.8 405,276 24.3 △ 5,427 98.7 △ 4,940 98.8

11． 災 害 復 旧 費 0 0.0 3,323 0.2 3,323 0.2 4 0.0 5,034 0.3 5,038 0.3 △ 1,711 66.0 △ 1,715 66.0

12． 公 債 費 0 0.0 213,312 12.8 213,312 12.6 0 0.0 206,026 12.6 206,026 12.3 7,286 103.5 7,286 103.5

13． 諸 支 出 金 0 0.0 182,718 10.9 182,718 10.7 0 0.0 158,488 9.7 158,488 9.5 24,230 115.3 24,230 115.3

14． 予 備 費 0 0.0 200 0.0 200 0 0 0.0 200 0.0 200 0 0 100.0 0 100.0

合　　　計合　　　計合　　　計合　　　計 24,31524,31524,31524,315 100.0100.0100.0100.0 1,671,8331,671,8331,671,8331,671,833 100.0100.0100.0100.0 1,696,1481,696,1481,696,1481,696,148 100.0100.0100.0100.0 40,02840,02840,02840,028 100.0100.0100.0100.0 1,631,7031,631,7031,631,7031,631,703 100.0100.0100.0100.0 1,671,7311,671,7311,671,7311,671,731 100.0100.0100.0100.0 40,13040,13040,13040,130 102.5102.5102.5102.5 24,41724,41724,41724,417 101.5101.5101.5101.5
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H25.9月補正 

平成２平成２平成２平成２６６６６年度当初予算年度当初予算年度当初予算年度当初予算の主要施策の主要施策の主要施策の主要施策    

    

１１１１    「「「「着実な着実な着実な着実な景気景気景気景気回復回復回復回復とととと雇用雇用雇用雇用のののの確保確保確保確保」」」」    

    

４月からの消費税率引上げによる景気の腰折れを回避し、景気回復の実感が県内全域に浸透４月からの消費税率引上げによる景気の腰折れを回避し、景気回復の実感が県内全域に浸透４月からの消費税率引上げによる景気の腰折れを回避し、景気回復の実感が県内全域に浸透４月からの消費税率引上げによる景気の腰折れを回避し、景気回復の実感が県内全域に浸透

していくよう経済の足元をしっかり固める。国の経済対策に係る平成していくよう経済の足元をしっかり固める。国の経済対策に係る平成していくよう経済の足元をしっかり固める。国の経済対策に係る平成していくよう経済の足元をしっかり固める。国の経済対策に係る平成 25252525 年度補正予算、年度補正予算、年度補正予算、年度補正予算、26262626 年度年度年度年度

当初予算を活用し、あらゆる施策を駆使して、景気、経済、雇用に万全を期していく。当初予算を活用し、あらゆる施策を駆使して、景気、経済、雇用に万全を期していく。当初予算を活用し、あらゆる施策を駆使して、景気、経済、雇用に万全を期していく。当初予算を活用し、あらゆる施策を駆使して、景気、経済、雇用に万全を期していく。        

本県経済を支える中小企業を総合的に支援するとともに、本県の強みを活かした成長産業の本県経済を支える中小企業を総合的に支援するとともに、本県の強みを活かした成長産業の本県経済を支える中小企業を総合的に支援するとともに、本県の強みを活かした成長産業の本県経済を支える中小企業を総合的に支援するとともに、本県の強みを活かした成長産業の

育成・集積、競争力のある農林水産業や観光の振興にも力を入れる。こうした産業の振興と一育成・集積、競争力のある農林水産業や観光の振興にも力を入れる。こうした産業の振興と一育成・集積、競争力のある農林水産業や観光の振興にも力を入れる。こうした産業の振興と一育成・集積、競争力のある農林水産業や観光の振興にも力を入れる。こうした産業の振興と一

体となって、県内雇用を体となって、県内雇用を体となって、県内雇用を体となって、県内雇用を確保する。確保する。確保する。確保する。    

    

①①①①    総合的な総合的な総合的な総合的な中小企業支援中小企業支援中小企業支援中小企業支援    

県内雇用の８割を担い、地域経済県内雇用の８割を担い、地域経済県内雇用の８割を担い、地域経済県内雇用の８割を担い、地域経済をををを支える中小企業は、本県の発展と活力の原動力。消費税支える中小企業は、本県の発展と活力の原動力。消費税支える中小企業は、本県の発展と活力の原動力。消費税支える中小企業は、本県の発展と活力の原動力。消費税

率率率率引上げによる中小企業経営への影響を最小限にとどめるため、プレミアム付き地域商品券の引上げによる中小企業経営への影響を最小限にとどめるため、プレミアム付き地域商品券の引上げによる中小企業経営への影響を最小限にとどめるため、プレミアム付き地域商品券の引上げによる中小企業経営への影響を最小限にとどめるため、プレミアム付き地域商品券の

増額増額増額増額発行を積極的に支援することにより発行を積極的に支援することにより発行を積極的に支援することにより発行を積極的に支援することにより、、、、各地域の消費喚起と各地域の消費喚起と各地域の消費喚起と各地域の消費喚起と商店街の商店街の商店街の商店街の活性化につなげる。活性化につなげる。活性化につなげる。活性化につなげる。挑挑挑挑

戦意欲のある企業や経営改善が必要な企業、海外展開や市場開拓を目指す企業など、それぞれ戦意欲のある企業や経営改善が必要な企業、海外展開や市場開拓を目指す企業など、それぞれ戦意欲のある企業や経営改善が必要な企業、海外展開や市場開拓を目指す企業など、それぞれ戦意欲のある企業や経営改善が必要な企業、海外展開や市場開拓を目指す企業など、それぞれ

のニーズに応じたきめ細かな支援を総合的に行っていく。のニーズに応じたきめ細かな支援を総合的に行っていく。のニーズに応じたきめ細かな支援を総合的に行っていく。のニーズに応じたきめ細かな支援を総合的に行っていく。    

    

・中小企業振興資金融資費・中小企業振興資金融資費・中小企業振興資金融資費・中小企業振興資金融資費                                                                                                                                                        107107107107,,,,816816816816,,,,592592592592 千円（千円（千円（千円（107107107107,,,,180180180180,,,,120120120120 千円）千円）千円）千円）    

中小企業向けの制度融資（融資枠 6,891 億円、うち○新 消費税率引上げ対策 (金利 1.4%)・フクオカ成長

企業支援対策(金利 1.3%)） 

・経営改善計画フォローアップ事業費・経営改善計画フォローアップ事業費・経営改善計画フォローアップ事業費・経営改善計画フォローアップ事業費                                                                                                                                        12,74612,74612,74612,746 千円（千円（千円（千円（356356356356 千円）千円）千円）千円）    

○新 経営改善計画を実行する中小企業に対する専門家派遣等 

・中小企業販路開拓支援費・中小企業販路開拓支援費・中小企業販路開拓支援費・中小企業販路開拓支援費                                                                                                                                                                    18,52318,52318,52318,523 千円（千円（千円（千円（22,74522,74522,74522,745 千円）千円）千円）千円）    

販路開拓・売上拡大に取り組む中小企業へのアドバイザー派遣 

・ものづくり中小企業新製品開発支援費・ものづくり中小企業新製品開発支援費・ものづくり中小企業新製品開発支援費・ものづくり中小企業新製品開発支援費                                                                                                                                        18,59418,59418,59418,594 千円（千円（千円（千円（18181818,,,,596596596596 千円）千円）千円）千円）    

中小企業が自社固有の技術を活用して行う新製品開発に対する助成 

・中小企業海外展開支援・中小企業海外展開支援・中小企業海外展開支援・中小企業海外展開支援費費費費                                                                                                                                                    52525252,,,,524524524524 千円（千円（千円（千円（38,24438,24438,24438,244 千円）千円）千円）千円）    

福岡アジアビジネスセンターにおける相談・情報提供の実施、○新 海外ビジネス訪問団の派遣 (米国、タ

イ、台湾) 

・地域商品券による地域経済活性化支援費・地域商品券による地域経済活性化支援費・地域商品券による地域経済活性化支援費・地域商品券による地域経済活性化支援費(2(2(2(2 月補正月補正月補正月補正))))                                                683,779683,779683,779683,779 千円（千円（千円（千円（454,914454,914454,914454,914 千円）千円）千円）千円）    

商工会・商工会議所・商店街に対するプレミアム付き地域商品券の発行支援(発行規模 120 億円(前年度

の約 1.5 倍)、4 月から発行できるよう前倒しで予算措置)  

・・・・○新 フクオカ成長企業フクオカ成長企業フクオカ成長企業フクオカ成長企業売上向上支援費売上向上支援費売上向上支援費売上向上支援費(2(2(2(2 月補正月補正月補正月補正))))                                                                                                    46,11246,11246,11246,112 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

経営革新に取り組む企業への第三者機関による評価と専門家派遣による支援 

    

②②②②    グリーンアジア国際戦略総合特区構想の推進グリーンアジア国際戦略総合特区構想の推進グリーンアジア国際戦略総合特区構想の推進グリーンアジア国際戦略総合特区構想の推進    

指定区域の拡大や本県独自の支援策によって設備投資や新規雇用が順調に推移しており、指定区域の拡大や本県独自の支援策によって設備投資や新規雇用が順調に推移しており、指定区域の拡大や本県独自の支援策によって設備投資や新規雇用が順調に推移しており、指定区域の拡大や本県独自の支援策によって設備投資や新規雇用が順調に推移しており、

国からも最も高い評価を受けている。引き続き、産学官が一体となって、一つでも多くの事国からも最も高い評価を受けている。引き続き、産学官が一体となって、一つでも多くの事国からも最も高い評価を受けている。引き続き、産学官が一体となって、一つでも多くの事国からも最も高い評価を受けている。引き続き、産学官が一体となって、一つでも多くの事

業、プロジェクトを具体化していく。業、プロジェクトを具体化していく。業、プロジェクトを具体化していく。業、プロジェクトを具体化していく。特区の効果を広く県内雇用に波及させるため、特区関特区の効果を広く県内雇用に波及させるため、特区関特区の効果を広く県内雇用に波及させるため、特区関特区の効果を広く県内雇用に波及させるため、特区関

連分野への参入を目指す中小企業の人材育成と雇用拡大を支援する。特区内への立地や特区連分野への参入を目指す中小企業の人材育成と雇用拡大を支援する。特区内への立地や特区連分野への参入を目指す中小企業の人材育成と雇用拡大を支援する。特区内への立地や特区連分野への参入を目指す中小企業の人材育成と雇用拡大を支援する。特区内への立地や特区

関連企業の設備投資などを促進する独自の関連企業の設備投資などを促進する独自の関連企業の設備投資などを促進する独自の関連企業の設備投資などを促進する独自の支援策により、環境を軸とした本県産業の国際競支援策により、環境を軸とした本県産業の国際競支援策により、環境を軸とした本県産業の国際競支援策により、環境を軸とした本県産業の国際競

争力の強化を目指す。争力の強化を目指す。争力の強化を目指す。争力の強化を目指す。    

    

・グリーンイノベーション人材育成・雇用創造プロジェクト・グリーンイノベーション人材育成・雇用創造プロジェクト・グリーンイノベーション人材育成・雇用創造プロジェクト・グリーンイノベーション人材育成・雇用創造プロジェクト                                                                    355,254355,254355,254355,254 千円（千円（千円（千円（36,29636,29636,29636,296 千円）千円）千円）千円）    

特区関連分野参入を目指す企業に対する人材育成・人材確保への支援 

・特区企業立地促進費・特区企業立地促進費・特区企業立地促進費・特区企業立地促進費                                                                                                                                                        768,584768,584768,584768,584 千円（千円（千円（千円（938,916938,916938,916938,916 千円）千円）千円）千円）    

特区に立地する企業を支援する立地促進交付金（交付率は、通常２～３％に５%を加算） 

（企業の設備投資計画に基づく交付金減） 
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・特区中小企業設備投資促進費・特区中小企業設備投資促進費・特区中小企業設備投資促進費・特区中小企業設備投資促進費                                                                                                                                                                        40,00040,00040,00040,000 千円（千円（千円（千円（40,00040,00040,00040,000 千円）千円）千円）千円）    

特区事業者と直接取引する本県中小企業が行う設備投資への支援 

・企業誘致強化推進費・企業誘致強化推進費・企業誘致強化推進費・企業誘致強化推進費                                                                                                                                                                    13,56513,56513,56513,565 千円（千円（千円（千円（13,47013,47013,47013,470 千円）千円）千円）千円）    

特区情報発信セミナーの開催、県外企業に対する誘致活動等 

    

③③③③    本県の強みを生かした成長産業の育成本県の強みを生かした成長産業の育成本県の強みを生かした成長産業の育成本県の強みを生かした成長産業の育成・集積・集積・集積・集積    

世世世世界有数の生産能力を誇る自動車については、厳し界有数の生産能力を誇る自動車については、厳し界有数の生産能力を誇る自動車については、厳し界有数の生産能力を誇る自動車については、厳しい国際競争にある地元部品企業の競争力い国際競争にある地元部品企業の競争力い国際競争にある地元部品企業の競争力い国際競争にある地元部品企業の競争力

を高め、北部九州の拠点化を一層進める。を高め、北部九州の拠点化を一層進める。を高め、北部九州の拠点化を一層進める。を高め、北部九州の拠点化を一層進める。本県は、これまで水素エネルギー・燃料電池の分野本県は、これまで水素エネルギー・燃料電池の分野本県は、これまで水素エネルギー・燃料電池の分野本県は、これまで水素エネルギー・燃料電池の分野

において、我が国の最先端を走ってきた。いよいよにおいて、我が国の最先端を走ってきた。いよいよにおいて、我が国の最先端を走ってきた。いよいよにおいて、我が国の最先端を走ってきた。いよいよ平成平成平成平成 27272727 年には年には年には年には燃料電池燃料電池燃料電池燃料電池自動車が本格的に自動車が本格的に自動車が本格的に自動車が本格的に

市場に市場に市場に市場に導入導入導入導入される。される。される。される。官民一体となって官民一体となって官民一体となって官民一体となって、、、、燃料電池自動車燃料電池自動車燃料電池自動車燃料電池自動車のののの需要の掘り起しと水素ステーション需要の掘り起しと水素ステーション需要の掘り起しと水素ステーション需要の掘り起しと水素ステーション

の整備を促進していくの整備を促進していくの整備を促進していくの整備を促進していく。。。。医療・福祉機器関連産業、バイオ技術を活用した高付加価値のある食医療・福祉機器関連産業、バイオ技術を活用した高付加価値のある食医療・福祉機器関連産業、バイオ技術を活用した高付加価値のある食医療・福祉機器関連産業、バイオ技術を活用した高付加価値のある食

品製造業、次世代有機ＥＬなどの研究開発や実用化を支援し、県内の新産業や新市場開拓の芽品製造業、次世代有機ＥＬなどの研究開発や実用化を支援し、県内の新産業や新市場開拓の芽品製造業、次世代有機ＥＬなどの研究開発や実用化を支援し、県内の新産業や新市場開拓の芽品製造業、次世代有機ＥＬなどの研究開発や実用化を支援し、県内の新産業や新市場開拓の芽

を育てていく。を育てていく。を育てていく。を育てていく。    

 

・北部九州自動車産業アジア先進拠点推進・北部九州自動車産業アジア先進拠点推進・北部九州自動車産業アジア先進拠点推進・北部九州自動車産業アジア先進拠点推進費費費費                                                                                                                        100,125100,125100,125100,125 千円（千円（千円（千円（115,040115,040115,040115,040 千円）千円）千円）千円） 

○新 FCV 等の部品開発研究会開催、○新 電子電装系部品分野参入のための商談会開催、○新 自動車ＩＴＳ関連

の研究会開催、○新 インドネシア自動車ビジネスミッションの派遣等 

（「福岡モーターショー2014」及び次世代型自動車部品開発支援事業の終了） 

･水素エネルギー戦略推進費･水素エネルギー戦略推進費･水素エネルギー戦略推進費･水素エネルギー戦略推進費                                                                                                                                                    187,362187,362187,362187,362 千円（千円（千円（千円（159,997159,997159,997159,997 千円）千円）千円）千円）    

○新 燃料電池自動車を導入するタクシー事業者への助成、○新 水素ステーションを整備する民間事業者へ

の助成、水素エネルギー製品研究試験センターにおける製品試験の実施等 

････○新 医療・福祉機器関連産業振興費医療・福祉機器関連産業振興費医療・福祉機器関連産業振興費医療・福祉機器関連産業振興費                                                                                                            11118888,,,,320320320320 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

医療福祉機器分野への参入支援セミナーの開催、薬事法規制に関する相談窓口の設置、製品開発支援等 

････○新 食品製造食品製造食品製造食品製造業業業業開発高度化支援事業費開発高度化支援事業費開発高度化支援事業費開発高度化支援事業費                                                                                                            26,68926,68926,68926,689 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

生物食品研究所における製品開発のための加工機器等の整備、食品開発ﾌﾟﾛﾓｰﾀによる食品企業への指導等 

･有機光エレクトロニクス実用化開発センター事業費･有機光エレクトロニクス実用化開発センター事業費･有機光エレクトロニクス実用化開発センター事業費･有機光エレクトロニクス実用化開発センター事業費                                                                64,36464,36464,36464,364 千円（千円（千円（千円（55555555,,,,259259259259 千円）千円）千円）千円） 

センターにおける新有機 EL 素材の実用化、共同・受託研究の実施 

・・・・RubyRubyRubyRuby ビジネス・コンテンツ産業振興費ビジネス・コンテンツ産業振興費ビジネス・コンテンツ産業振興費ビジネス・コンテンツ産業振興費                                                                            51,24651,24651,24651,246 千円千円千円千円(38,698(38,698(38,698(38,698 千円千円千円千円))))    

○新 軽量 Ruby 周辺ツールの開発支援、○新 軽量 Ruby 活用セミナー開催等 

 

④④④④    元気で競争力のある農林水産業づくり元気で競争力のある農林水産業づくり元気で競争力のある農林水産業づくり元気で競争力のある農林水産業づくり    

水田農業については、新たにスタートする「農地中間管理機構」の制度を積極的に活用して、水田農業については、新たにスタートする「農地中間管理機構」の制度を積極的に活用して、水田農業については、新たにスタートする「農地中間管理機構」の制度を積極的に活用して、水田農業については、新たにスタートする「農地中間管理機構」の制度を積極的に活用して、

担い手への農地の集積と経営の大規模化をさらに進め、力強い水田農業を確立する。競争力の担い手への農地の集積と経営の大規模化をさらに進め、力強い水田農業を確立する。競争力の担い手への農地の集積と経営の大規模化をさらに進め、力強い水田農業を確立する。競争力の担い手への農地の集積と経営の大規模化をさらに進め、力強い水田農業を確立する。競争力の

ある品目の認知度を高め、あまおうに続く県産品のブランド化ある品目の認知度を高め、あまおうに続く県産品のブランド化ある品目の認知度を高め、あまおうに続く県産品のブランド化ある品目の認知度を高め、あまおうに続く県産品のブランド化を推進するとともに、を推進するとともに、を推進するとともに、を推進するとともに、６次産業６次産業６次産業６次産業

化化化化や輸出拡大、持続的な林業経営や輸出拡大、持続的な林業経営や輸出拡大、持続的な林業経営や輸出拡大、持続的な林業経営の確立にも取り組み、将来に希望の持てる元気な農林水産業の確立にも取り組み、将来に希望の持てる元気な農林水産業の確立にも取り組み、将来に希望の持てる元気な農林水産業の確立にも取り組み、将来に希望の持てる元気な農林水産業

を目指す。を目指す。を目指す。を目指す。    

    

････○新 水田農業振興対策費水田農業振興対策費水田農業振興対策費水田農業振興対策費                                                                                                                                                        777777777777,,,,741741741741 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

（農地中間管理機構事業費、力強い水田農業確立事業費）（農地中間管理機構事業費、力強い水田農業確立事業費）（農地中間管理機構事業費、力強い水田農業確立事業費）（農地中間管理機構事業費、力強い水田農業確立事業費）    

県に設置する農地中間管理機構を通じた貸借等による農地の集積、農地の出し手に対する協力金等の交付

（国：10 年以上の貸付、県：3年以上の貸付）、担い手が行う経営基盤の強化に資する取組みへの助成等 

・・・・○新 ブランドブランドブランドブランド農林水産物育成対策費農林水産物育成対策費農林水産物育成対策費農林水産物育成対策費                                                                                                                            14,87314,87314,87314,873 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

テレビ CM の放映、著名人によるレシピ開発・情報発信、飲食店・コンビニ・ホテル等との連携による県

産ブランド農林水産物使用商品の開発 

・６次産業化推進費・６次産業化推進費・６次産業化推進費・６次産業化推進費                                                                                                                                                            81818181,,,,062062062062 千円（千円（千円（千円（36,40936,40936,40936,409 千円）千円）千円）千円）    

農林漁業者が生産物を活用して行う新商品開発等に対する支援、○新 加工・販売施設の整備に対する助成、

○新 ６次産業化商品認証制度の創設 

・・・・県産県産県産県産農林水産物輸出農林水産物輸出農林水産物輸出農林水産物輸出促進促進促進促進費費費費                                                                                                                            40,93540,93540,93540,935 千円（千円（千円（千円（33334444,,,,685685685685 千円）千円）千円）千円）    

海外マーケットにおける販売フェアの開催、○新 新たな鮮度保持技術を活用した船便輸送による輸出拡大、

○新 新規輸出国開拓のための市場調査等、○新 新規輸出品目（花き・水産物）の試験輸出等 
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････○新 県産材シェア倍増対策県産材シェア倍増対策県産材シェア倍増対策県産材シェア倍増対策費費費費                                                                                                                                            29292929,,,,347347347347 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

森林組合等が行う更新期を迎えた森林の伐採に係る搬出経費等に対する助成、低コストな造林・育林技術

の普及、木材の良さをアピールできるモデル的な木造・木質化建築物の表彰等 

 

⑤⑤⑤⑤    本県の魅力発信と本県の魅力発信と本県の魅力発信と本県の魅力発信と観光の振興観光の振興観光の振興観光の振興    

昨年に引き続き、「軍師官兵衛」の放映を契機としたプロモーションを展開する。東南アジ昨年に引き続き、「軍師官兵衛」の放映を契機としたプロモーションを展開する。東南アジ昨年に引き続き、「軍師官兵衛」の放映を契機としたプロモーションを展開する。東南アジ昨年に引き続き、「軍師官兵衛」の放映を契機としたプロモーションを展開する。東南アジ

アで開催する「クールジャパン・フクオカ」や欧州におけるプロモーションを通じ、福岡の魅アで開催する「クールジャパン・フクオカ」や欧州におけるプロモーションを通じ、福岡の魅アで開催する「クールジャパン・フクオカ」や欧州におけるプロモーションを通じ、福岡の魅アで開催する「クールジャパン・フクオカ」や欧州におけるプロモーションを通じ、福岡の魅

力を発信する。力を発信する。力を発信する。力を発信する。九州観光推進機構との連携のもと、九州一体で誘致した観光九州観光推進機構との連携のもと、九州一体で誘致した観光九州観光推進機構との連携のもと、九州一体で誘致した観光九州観光推進機構との連携のもと、九州一体で誘致した観光客の県内周遊を促客の県内周遊を促客の県内周遊を促客の県内周遊を促

進する。進する。進する。進する。あわせて、本県の魅力を様々なツールを使って国内外に広く発信していく。あわせて、本県の魅力を様々なツールを使って国内外に広く発信していく。あわせて、本県の魅力を様々なツールを使って国内外に広く発信していく。あわせて、本県の魅力を様々なツールを使って国内外に広く発信していく。    

    

・「軍師官兵衛」観光プロモーション展開費・「軍師官兵衛」観光プロモーション展開費・「軍師官兵衛」観光プロモーション展開費・「軍師官兵衛」観光プロモーション展開費                                                                                28282828,,,,888800000000 千円（千円（千円（千円（15151515,,,,000000000000 千円）千円）千円）千円）    

ＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」の放映を契機とした観光プロモーション    

・・・・○新 観光ブランド化推進事業費観光ブランド化推進事業費観光ブランド化推進事業費観光ブランド化推進事業費                                                                                                                                                    13,79913,79913,79913,799 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

「炭鉱・産業革命遺産」を活かした観光資源開発のための研究会開催、ﾐｼｭﾗﾝｶﾞｲﾄﾞ英語ｻｲﾄの制作等 

・・・・○新 県内周遊観光の強化県内周遊観光の強化県内周遊観光の強化県内周遊観光の強化                                                                                                                                                        23232323,,,,820820820820 千円（千円（千円（千円（新規新規新規新規））））    

((((海外観光客県内周遊促進費海外観光客県内周遊促進費海外観光客県内周遊促進費海外観光客県内周遊促進費、観光事業推進対策費、観光事業推進対策費、観光事業推進対策費、観光事業推進対策費))))    

海外ﾒﾃﾞｨｱ等の招へい・海外商談会への出展、福岡県観光連盟が実施する海外観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝへの助成等 

・・・・○新 クールジャパン・フクオカ推進費クールジャパン・フクオカ推進費クールジャパン・フクオカ推進費クールジャパン・フクオカ推進費                                                                                                                                    32,14332,14332,14332,143 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

ファッション・食・酒等をＰＲする海外プロモーションの実施、「Food EXPO in FUKUOKA(仮称)」の開催 

・・・・○新 欧州における福岡欧州における福岡欧州における福岡欧州における福岡の魅力発信事業費の魅力発信事業費の魅力発信事業費の魅力発信事業費                                                                                                                    8,7058,7058,7058,705 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

欧州において福岡の食・若者文化・県産品等の魅力を発信するプロモーションの実施 

・・・・○新 物産観光展示室改修費物産観光展示室改修費物産観光展示室改修費物産観光展示室改修費                                                                                                                84,65284,65284,65284,652 千円千円千円千円((((新規新規新規新規))))    

伝統的工芸品等の情報発信機能強化のための県庁 11 階物産観光展示室の改修 

    

⑥⑥⑥⑥    将来の発展の基盤となる社会資本の整備将来の発展の基盤となる社会資本の整備将来の発展の基盤となる社会資本の整備将来の発展の基盤となる社会資本の整備    

基幹的道路網の整備など基幹的道路網の整備など基幹的道路網の整備など基幹的道路網の整備など将来の発展の基盤となる社会資本の整備を将来の発展の基盤となる社会資本の整備を将来の発展の基盤となる社会資本の整備を将来の発展の基盤となる社会資本の整備を確実に確実に確実に確実に進める。進める。進める。進める。特に、東特に、東特に、東特に、東

九州自動車道九州自動車道九州自動車道九州自動車道については、については、については、については、一日も早い開通に向け整備を進めるとともに、一日も早い開通に向け整備を進めるとともに、一日も早い開通に向け整備を進めるとともに、一日も早い開通に向け整備を進めるとともに、物流の効率化や利便物流の効率化や利便物流の効率化や利便物流の効率化や利便

性を向上させる性を向上させる性を向上させる性を向上させる下関北九州道路の経済影響調査を実施する。下関北九州道路の経済影響調査を実施する。下関北九州道路の経済影響調査を実施する。下関北九州道路の経済影響調査を実施する。    

    

・空港対策費・空港対策費・空港対策費・空港対策費                                                                                                                                                                    214,548214,548214,548214,548 千円（千円（千円（千円（215,094215,094215,094215,094 千円）千円）千円）千円）    

北九州空港の航空貨物費用への助成、国内・国際旅客便誘致のための運航経費助成、福岡空港運営検討協

議会の実施等 

･三池港国際コンテナ航路安定化事業費･三池港国際コンテナ航路安定化事業費･三池港国際コンテナ航路安定化事業費･三池港国際コンテナ航路安定化事業費                                                                                                            37,72037,72037,72037,720 千円（千円（千円（千円（27,74627,74627,74627,746 千円）千円）千円）千円）    

三池港を利用する外貿コンテナ船社に対する入出港時の曳船料・水先料の助成、外貿コンテナ航路を利用

する荷主に対する貨物の輸出入経費の助成 

・東九州自動車道建設促進費・東九州自動車道建設促進費・東九州自動車道建設促進費・東九州自動車道建設促進費                                                                                                                                        652,164652,164652,164652,164 千円（千円（千円（千円（825,339825,339825,339825,339 千円）千円）千円）千円）    

東九州自動車道のアクセス道路の整備等（直方行橋線外 2路線の完成に伴う事業費減） 

・連続立・連続立・連続立・連続立体交差事業費体交差事業費体交差事業費体交差事業費                                                                                                            3,276,4723,276,4723,276,4723,276,472 千円（千円（千円（千円（3,023,3563,023,3563,023,3563,023,356 千円）千円）千円）千円）    

事故防止及び踏切渋滞解消等のための立体交差化（西鉄天神大牟田線 春日原～下大利） 

････○新 下関北九州道路関連費下関北九州道路関連費下関北九州道路関連費下関北九州道路関連費                                                                                                                                                        5,6505,6505,6505,650 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

下関北九州道路が整備された場合の経済影響調査等 

 

⑦⑦⑦⑦    安定的なエネルギー需給の確保安定的なエネルギー需給の確保安定的なエネルギー需給の確保安定的なエネルギー需給の確保    

エネルギーコストの高止まりや厳しい電力需給が続く中、事業者負担の軽減と産業競エネルギーコストの高止まりや厳しい電力需給が続く中、事業者負担の軽減と産業競エネルギーコストの高止まりや厳しい電力需給が続く中、事業者負担の軽減と産業競エネルギーコストの高止まりや厳しい電力需給が続く中、事業者負担の軽減と産業競争力の争力の争力の争力の

強化を図るため、再生可能エネルギーや省エネルギー設備等を導入する中小企業向けの県独自強化を図るため、再生可能エネルギーや省エネルギー設備等を導入する中小企業向けの県独自強化を図るため、再生可能エネルギーや省エネルギー設備等を導入する中小企業向けの県独自強化を図るため、再生可能エネルギーや省エネルギー設備等を導入する中小企業向けの県独自

の融資制度を創設する。の融資制度を創設する。の融資制度を創設する。の融資制度を創設する。また、また、また、また、エネルエネルエネルエネルギー効率の高ギー効率の高ギー効率の高ギー効率の高い燃料電池を含むコージェネレーションシい燃料電池を含むコージェネレーションシい燃料電池を含むコージェネレーションシい燃料電池を含むコージェネレーションシ

ステムの普及を促進するステムの普及を促進するステムの普及を促進するステムの普及を促進する。。。。    

 

・○新 エネルギー対策特別融資費エネルギー対策特別融資費エネルギー対策特別融資費エネルギー対策特別融資費                                                                                                                        1,002,8831,002,8831,002,8831,002,883 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

再生可能エネルギー及び省エネルギー設備等を導入する県内中小企業向けの低利融資 

（融資枠 40 億円、融資利率 1.2～1.4％) 



-7- 

 

・分散型エネルギーの普及促進・分散型エネルギーの普及促進・分散型エネルギーの普及促進・分散型エネルギーの普及促進                                                                                                1,756,7161,756,7161,756,7161,756,716 千円（千円（千円（千円（464464464464,,,,860860860860 千円）千円）千円）千円）    

((((再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ普及促進費、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ普及促進費、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ普及促進費、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ普及促進費、○新 ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ導入促進費、県有施設太陽光発電設備整備費ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ導入促進費、県有施設太陽光発電設備整備費ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ導入促進費、県有施設太陽光発電設備整備費ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ導入促進費、県有施設太陽光発電設備整備費))))        

再生可能エネルギー発電設備の導入を行う市町村への助成、○新 コージェネレーションシステム普及促進

のための事業者・県民向けのセミナーの開催、防災拠点施設等への太陽光発電設備・蓄電池の導入等 

・道路照明省エネ改修費・道路照明省エネ改修費・道路照明省エネ改修費・道路照明省エネ改修費                                                                                                    225,420225,420225,420225,420 千円（千円（千円（千円（807,000807,000807,000807,000 千円）千円）千円）千円）    

ナトリウム灯（約 4,500 基）について、耐用年数を勘案し平成 30 年度までにＬＥＤ化を図る。なお、水

銀灯（約 5,500 基）については、平成 25 年度でＬＥＤ化を完了 

・ＬＥＤ信号機整備費・ＬＥＤ信号機整備費・ＬＥＤ信号機整備費・ＬＥＤ信号機整備費                                                                                                2,553,4442,553,4442,553,4442,553,444 千円（千円（千円（千円（2,172,9932,172,9932,172,9932,172,993 千円）千円）千円）千円）    

交通信号機のＬＥＤ化（1,030 基、H26 年度末整備率見込 59.9%）を進める。（平成 30 年度までに全ての交

通信号機をＬＥＤ化） 

    

⑧⑧⑧⑧    雇用の確保ときめ細かい就職支援雇用の確保ときめ細かい就職支援雇用の確保ときめ細かい就職支援雇用の確保ときめ細かい就職支援    

ハローワークとハローワークとハローワークとハローワークともももも連連連連携しながら携しながら携しながら携しながらマッチングの確度を高めるなど、マッチングの確度を高めるなど、マッチングの確度を高めるなど、マッチングの確度を高めるなど、求職者求職者求職者求職者の年齢や状況に応じの年齢や状況に応じの年齢や状況に応じの年齢や状況に応じ

たきめ細かな支援を強化する。たきめ細かな支援を強化する。たきめ細かな支援を強化する。たきめ細かな支援を強化する。高校生を対象としたインターンシップを実施し、若者の就職支高校生を対象としたインターンシップを実施し、若者の就職支高校生を対象としたインターンシップを実施し、若者の就職支高校生を対象としたインターンシップを実施し、若者の就職支

援やキャリア教育も充実させる。援やキャリア教育も充実させる。援やキャリア教育も充実させる。援やキャリア教育も充実させる。    

    

・年代別・対象別の就職支援・年代別・対象別の就職支援・年代別・対象別の就職支援・年代別・対象別の就職支援                                                                                                772,560772,560772,560772,560 千円（千円（千円（千円（470,256470,256470,256470,256 千円）千円）千円）千円）    

（若者しごとｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ・（若者しごとｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ・（若者しごとｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ・（若者しごとｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ・30303030 代ﾁｬﾚﾝｼﾞ応援ｾﾝﾀｰ・中高年就職支援ｾﾝﾀｰ・子育て女性就職支援ｾﾝﾀｰ・若者ｻﾎﾟｰ代ﾁｬﾚﾝｼﾞ応援ｾﾝﾀｰ・中高年就職支援ｾﾝﾀｰ・子育て女性就職支援ｾﾝﾀｰ・若者ｻﾎﾟｰ代ﾁｬﾚﾝｼﾞ応援ｾﾝﾀｰ・中高年就職支援ｾﾝﾀｰ・子育て女性就職支援ｾﾝﾀｰ・若者ｻﾎﾟｰ代ﾁｬﾚﾝｼﾞ応援ｾﾝﾀｰ・中高年就職支援ｾﾝﾀｰ・子育て女性就職支援ｾﾝﾀｰ・若者ｻﾎﾟｰ

ﾄｽﾃｰｼｮﾝ・ﾄｽﾃｰｼｮﾝ・ﾄｽﾃｰｼｮﾝ・ﾄｽﾃｰｼｮﾝ・70707070 歳現役応援ｾﾝﾀｰによる支援、子育て女性のための職業訓練費）歳現役応援ｾﾝﾀｰによる支援、子育て女性のための職業訓練費）歳現役応援ｾﾝﾀｰによる支援、子育て女性のための職業訓練費）歳現役応援ｾﾝﾀｰによる支援、子育て女性のための職業訓練費）    

年代別、対象別に求職者の状態に応じたきめ細かな就職支援 

・・・・○新 高校生キャリア教育高校生キャリア教育高校生キャリア教育高校生キャリア教育推進推進推進推進費費費費                                                                                                    28,63328,63328,63328,633 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

キャリアコーディネーターによるインターンシップ受入企業の開拓、キャリアセミナーの実施 

・福岡高等技術専門校施設整備費・福岡高等技術専門校施設整備費・福岡高等技術専門校施設整備費・福岡高等技術専門校施設整備費                                                                                        45,37545,37545,37545,375 千円（千円（千円（千円（6,6666,6666,6666,666 千円）千円）千円）千円）    

産業動向や技術革新に対応するための福岡高等技術専門校の建替えに係る基本設計等 

 

２２２２    「誰「誰「誰「誰もがもがもがもがいきいきと活躍できる社会の実現」いきいきと活躍できる社会の実現」いきいきと活躍できる社会の実現」いきいきと活躍できる社会の実現」    

 

「「「「誰も誰も誰も誰もががががいきいきと活躍できる社会の実現いきいきと活躍できる社会の実現いきいきと活躍できる社会の実現いきいきと活躍できる社会の実現」」」」を目指して、を目指して、を目指して、を目指して、女性や高齢者が大いに女性や高齢者が大いに女性や高齢者が大いに女性や高齢者が大いに活躍し、障活躍し、障活躍し、障活躍し、障

害がある人もない人も自立し、かつ互いに支え合うことができる害がある人もない人も自立し、かつ互いに支え合うことができる害がある人もない人も自立し、かつ互いに支え合うことができる害がある人もない人も自立し、かつ互いに支え合うことができる環境づくりに取り組む。環境づくりに取り組む。環境づくりに取り組む。環境づくりに取り組む。生活生活生活生活

者の視点を一層重視し、者の視点を一層重視し、者の視点を一層重視し、者の視点を一層重視し、子育て子育て子育て子育て支援支援支援支援、、、、障害者の自立支援、障害者の自立支援、障害者の自立支援、障害者の自立支援、医療・介護体制医療・介護体制医療・介護体制医療・介護体制の充実など、の充実など、の充実など、の充実など、県民一県民一県民一県民一

人一人の人一人の人一人の人一人の状況に応じたきめ細かな対応を行っていく状況に応じたきめ細かな対応を行っていく状況に応じたきめ細かな対応を行っていく状況に応じたきめ細かな対応を行っていく。。。。 

    

①①①①    女性や高齢者の活躍推進女性や高齢者の活躍推進女性や高齢者の活躍推進女性や高齢者の活躍推進    

女性や高齢者が社会で活躍できる施策を充実・強化する。女性や高齢者が社会で活躍できる施策を充実・強化する。女性や高齢者が社会で活躍できる施策を充実・強化する。女性や高齢者が社会で活躍できる施策を充実・強化する。自治会への女性役員の登用を進め自治会への女性役員の登用を進め自治会への女性役員の登用を進め自治会への女性役員の登用を進め

るとともに、企業においては男性の意識改革に切り込むなど、女性が地域や企業で活躍できるるとともに、企業においては男性の意識改革に切り込むなど、女性が地域や企業で活躍できるるとともに、企業においては男性の意識改革に切り込むなど、女性が地域や企業で活躍できるるとともに、企業においては男性の意識改革に切り込むなど、女性が地域や企業で活躍できる

環境づくりに取り組環境づくりに取り組環境づくりに取り組環境づくりに取り組む。む。む。む。本県が全国に先駆けて取り組んできた本県が全国に先駆けて取り組んできた本県が全国に先駆けて取り組んできた本県が全国に先駆けて取り組んできた「「「「70707070 歳現役社会づくり」につ歳現役社会づくり」につ歳現役社会づくり」につ歳現役社会づくり」につ

いては、九州・山口一体となった研究会を設置し、その実現と拡大に貢献していく。いては、九州・山口一体となった研究会を設置し、その実現と拡大に貢献していく。いては、九州・山口一体となった研究会を設置し、その実現と拡大に貢献していく。いては、九州・山口一体となった研究会を設置し、その実現と拡大に貢献していく。    

    

・女性の活躍推進費女性の活躍推進費女性の活躍推進費女性の活躍推進費                                                                                                                                            10101010,,,,212212212212 千円（千円（千円（千円（5,3755,3755,3755,375 千円）千円）千円）千円）    

○新 男性管理職のための女性活躍推進ｾﾐﾅｰの開催、○新 自治会への女性役員の登用を進めるための優良事

例の収集等  

・・・・７０歳現役社会推進費７０歳現役社会推進費７０歳現役社会推進費７０歳現役社会推進費    （再掲）（再掲）（再掲）（再掲）                                                                                                152,328152,328152,328152,328 千円（千円（千円（千円（106,316106,316106,316106,316 千円）千円）千円）千円）    

個別相談を通じた就業・ボランティア活動等への進路決定支援、北九州ｵﾌｨｽの運営及び筑後・筑豊地域出

張相談の実施、○新 九州山口各県・経済団体などによる「九州・山口『７０歳現役社会づくり』研究会」の

設置等 

 

②②②②    子どもを子どもを子どもを子どもを安心して生み育てることのできる安心して生み育てることのできる安心して生み育てることのできる安心して生み育てることのできる環境整備環境整備環境整備環境整備    

待機児童の待機児童の待機児童の待機児童の早期早期早期早期解消解消解消解消に向けて、に向けて、に向けて、に向けて、保育所整備や保育士確保保育所整備や保育士確保保育所整備や保育士確保保育所整備や保育士確保、、、、子ども・子育て支援新制度を先取子ども・子育て支援新制度を先取子ども・子育て支援新制度を先取子ども・子育て支援新制度を先取

りしたりしたりしたりした市町村による市町村による市町村による市町村による保育サービスの充実保育サービスの充実保育サービスの充実保育サービスの充実などをなどをなどをなどを総合的に支援する。総合的に支援する。総合的に支援する。総合的に支援する。国の加速化プランを活用し国の加速化プランを活用し国の加速化プランを活用し国の加速化プランを活用し

ながら、約ながら、約ながら、約ながら、約 4444 千千千千人分の保育需要の受け皿を確保人分の保育需要の受け皿を確保人分の保育需要の受け皿を確保人分の保育需要の受け皿を確保し、し、し、し、安心して子どもを生み育てることの安心して子どもを生み育てることの安心して子どもを生み育てることの安心して子どもを生み育てることのできるできるできるできる

社会社会社会社会の実現の実現の実現の実現を目指す。を目指す。を目指す。を目指す。    
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・子ども・子育て支援新制度移行促進費・子ども・子育て支援新制度移行促進費・子ども・子育て支援新制度移行促進費・子ども・子育て支援新制度移行促進費                                                                                17,301,44717,301,44717,301,44717,301,447 千円（千円（千円（千円（13,972,06013,972,06013,972,06013,972,060 千円）千円）千円）千円）    

保育所・認定こども園等の整備（184 か所、3,313 人分）、○新 小規模保育・幼稚園預かり保育等の整備（47

か所、819 人分）、保育士等処遇改善のための保育所運営費の上乗せ支給、○新 子ども・子育て支援のための

県計画の策定等 

・子どもの・子どもの・子どもの・子どもの生活習慣等習得への支援生活習慣等習得への支援生活習慣等習得への支援生活習慣等習得への支援                                                                                                    77,07277,07277,07277,072 千円（千円（千円（千円（459,226459,226459,226459,226 千円）千円）千円）千円）    

（基本的生活習慣習得事業費、ひとり親家庭のための学習支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業費、子どもの健全育成支援費）（基本的生活習慣習得事業費、ひとり親家庭のための学習支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業費、子どもの健全育成支援費）（基本的生活習慣習得事業費、ひとり親家庭のための学習支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業費、子どもの健全育成支援費）（基本的生活習慣習得事業費、ひとり親家庭のための学習支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業費、子どもの健全育成支援費）    

市町村が実施する就学前児童等の基本的生活習慣習得に係る支援に対する助成（H25：県内全域で一律実

施→H26：継続を必要とする市町村での重点実施）、ひとり親家庭の児童・生徒を対象に学習支援等を行う大

学生等ボランティアの派遣、生活保護受給世帯の中学生等を対象とする生活習慣等の改善支援 

    

③③③③    障害者障害者障害者障害者がががが自立して生活するための自立して生活するための自立して生活するための自立して生活するための支援支援支援支援    

４生活圏域４生活圏域４生活圏域４生活圏域ごとごとごとごとに官公需向けの地域商談会を開催するなどに官公需向けの地域商談会を開催するなどに官公需向けの地域商談会を開催するなどに官公需向けの地域商談会を開催するなど障害者施設からの物品等の購入障害者施設からの物品等の購入障害者施設からの物品等の購入障害者施設からの物品等の購入

を拡大する。また、を拡大する。また、を拡大する。また、を拡大する。また、障害者施設が提供する「まごころ製品」障害者施設が提供する「まごころ製品」障害者施設が提供する「まごころ製品」障害者施設が提供する「まごころ製品」を購入した企業・団体等を「障害を購入した企業・団体等を「障害を購入した企業・団体等を「障害を購入した企業・団体等を「障害

者応援まごころ企業」として認定する制度を創設者応援まごころ企業」として認定する制度を創設者応援まごころ企業」として認定する制度を創設者応援まごころ企業」として認定する制度を創設しししし、、、、官民一体となって障害者の収入向上・自官民一体となって障害者の収入向上・自官民一体となって障害者の収入向上・自官民一体となって障害者の収入向上・自

立支援に取り組む。立支援に取り組む。立支援に取り組む。立支援に取り組む。    

    

・・・・○新 障害者優先調達推進費障害者優先調達推進費障害者優先調達推進費障害者優先調達推進費                                                                                                                                        5,8875,8875,8875,887 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

4 生活圏域ごとに官公需向けの地域商談会及び意見交換会の開催等、「障害者応援まごころ企業(仮称)」認

定制度創設に係る普及啓発、刊行物等への音声コード貼付の推進、障害者施設を対象とした官公需先行事例

研修会 

・障害者まごころ製品売上向上支援費・障害者まごころ製品売上向上支援費・障害者まごころ製品売上向上支援費・障害者まごころ製品売上向上支援費                                                                                                    22,04322,04322,04322,043 千円（千円（千円（千円（27,35027,35027,35027,350 千円）千円）千円）千円）    

デパート催事場において県内の「まごころ製品」を集めた大規模販売会の実施、障害者施設と企業との商

談会の開催、販路開拓員による販路拡大等 

（「まごごろ製品」受注拡大情報提供サイトの構築完了に伴う事業費の減） 

・障害者就業・生活支援費・障害者就業・生活支援費・障害者就業・生活支援費・障害者就業・生活支援費                                                                                                        72,85972,85972,85972,859 千円（千円（千円（千円（72,82072,82072,82072,820 千円）千円）千円）千円）    

障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ事業の実施、企業との交流促進による特別支援学校生徒の就職拡大 

・・・・○新 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成費軽度・中等度難聴児補聴器購入助成費軽度・中等度難聴児補聴器購入助成費軽度・中等度難聴児補聴器購入助成費                                                                                    1,5731,5731,5731,573 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度の難聴児補聴器購入等の一部を助成 

 

④④④④    誰もが安心できる医療誰もが安心できる医療誰もが安心できる医療誰もが安心できる医療・介護・介護・介護・介護体制の充実体制の充実体制の充実体制の充実    

高齢者が高齢者が高齢者が高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援住み慣れた地域で安心して生活できるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援住み慣れた地域で安心して生活できるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援住み慣れた地域で安心して生活できるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援

とととといったサービスを一体的いったサービスを一体的いったサービスを一体的いったサービスを一体的に切れ目なく提供するに切れ目なく提供するに切れ目なく提供するに切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」について、「地域包括ケアシステム」について、「地域包括ケアシステム」について、「地域包括ケアシステム」について、4444 つのつのつのつの

モデル地域において検証を進める。モデル地域において検証を進める。モデル地域において検証を進める。モデル地域において検証を進める。また、また、また、また、重症心身障害児者を介護する家族の負担軽減（レス重症心身障害児者を介護する家族の負担軽減（レス重症心身障害児者を介護する家族の負担軽減（レス重症心身障害児者を介護する家族の負担軽減（レス

パイトケア）パイトケア）パイトケア）パイトケア）に向け、に向け、に向け、に向け、短期入所施設の拡大や相談支援体制の強化を行う。短期入所施設の拡大や相談支援体制の強化を行う。短期入所施設の拡大や相談支援体制の強化を行う。短期入所施設の拡大や相談支援体制の強化を行う。    

地域医療支援センター及び医療勤務環境改善支援センターを新たに設置し、医師の地域偏在地域医療支援センター及び医療勤務環境改善支援センターを新たに設置し、医師の地域偏在地域医療支援センター及び医療勤務環境改善支援センターを新たに設置し、医師の地域偏在地域医療支援センター及び医療勤務環境改善支援センターを新たに設置し、医師の地域偏在

等の緩和・解消や看護師等の勤務環境の改善に努めるなど、医療体制を充実させる。等の緩和・解消や看護師等の勤務環境の改善に努めるなど、医療体制を充実させる。等の緩和・解消や看護師等の勤務環境の改善に努めるなど、医療体制を充実させる。等の緩和・解消や看護師等の勤務環境の改善に努めるなど、医療体制を充実させる。    

    

・地域包括ケア推進費・地域包括ケア推進費・地域包括ケア推進費・地域包括ケア推進費                                                                                                                                        46,26546,26546,26546,265 千円（千円（千円（千円（22,53922,53922,53922,539 千円）千円）千円）千円）    

○新 モデル 4地域における「地域包括ケアシステム」の構築・検証、認知症医療センターの増設(5 か所→

11 か所)、○新 定期巡回・随時対応サービス等の普及促進、○新 介護の原因となる転倒・骨折等を防ぐための

市町村職員等を対象としたロコモティブシンドローム予防推進員の養成等 

・・・・○新 医師確保等支援事業費医師確保等支援事業費医師確保等支援事業費医師確保等支援事業費                                                                                                                                    39,65339,65339,65339,653 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

医師のキャリア形成を支援し、医師確保を目的とする地域医療支援センター及び医療機関による働きやす

い職場環境整備に向けてアドバイザーを派遣し、専門的助言などを行う医療勤務環境改善支援センターを医

療指導課内に設置等 

・・・・○新 がん先端医療支援費がん先端医療支援費がん先端医療支援費がん先端医療支援費                                                                                                                                        1,2251,2251,2251,225 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

サガハイマットの重粒子線治療に対する利子補給 

・・・・○新 在宅重症心身障害児者医療的ケア体制整備事業費在宅重症心身障害児者医療的ケア体制整備事業費在宅重症心身障害児者医療的ケア体制整備事業費在宅重症心身障害児者医療的ケア体制整備事業費                                                                                    5555,,,,933933933933 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

医療型短期入所事業所の設置のための実地研修、レスパイトケア情報ハンドブックの作成、相談支援従事

者に対する研修会の開催等 
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・○新 歯科口腔保健強化推進費歯科口腔保健強化推進費歯科口腔保健強化推進費歯科口腔保健強化推進費                                                                                                                            18,23518,23518,23518,235 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

学童期のむし歯予防研修会の開催、事業所における歯周病予防歯科検診に対する支援、高齢者施設におけ

る口腔ケアへの助成、歯科口腔保健支援センターを医療指導課内に設置等 

・・・・○新 人と動物の共通感染症対策費人と動物の共通感染症対策費人と動物の共通感染症対策費人と動物の共通感染症対策費                                                                                                12,48112,48112,48112,481 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

狂犬病などの人と動物に共通する感染症の発生予防策等の検討、共通感染症の発生を想定した机上訓練の

実施、シンポジウムの開催等 

    

⑤⑤⑤⑤    多様な主体との協働による共助社会の推進多様な主体との協働による共助社会の推進多様な主体との協働による共助社会の推進多様な主体との協働による共助社会の推進    

新たな公的サービスの担い手として、ＮＰＯの役割がますます期待される中、ＮＰＯの安新たな公的サービスの担い手として、ＮＰＯの役割がますます期待される中、ＮＰＯの安新たな公的サービスの担い手として、ＮＰＯの役割がますます期待される中、ＮＰＯの安新たな公的サービスの担い手として、ＮＰＯの役割がますます期待される中、ＮＰＯの安

定的な活動には財政力の強化が不可欠。このため、ＮＰＯ・ボランティア、企業、大学、行定的な活動には財政力の強化が不可欠。このため、ＮＰＯ・ボランティア、企業、大学、行定的な活動には財政力の強化が不可欠。このため、ＮＰＯ・ボランティア、企業、大学、行定的な活動には財政力の強化が不可欠。このため、ＮＰＯ・ボランティア、企業、大学、行

政など多様な主体による協働をさらに進め、ＮＰＯの寄附収入と自主事業収入の拡大につな政など多様な主体による協働をさらに進め、ＮＰＯの寄附収入と自主事業収入の拡大につな政など多様な主体による協働をさらに進め、ＮＰＯの寄附収入と自主事業収入の拡大につな政など多様な主体による協働をさらに進め、ＮＰＯの寄附収入と自主事業収入の拡大につな

がる取組みを支援する。がる取組みを支援する。がる取組みを支援する。がる取組みを支援する。    

    

・・・・○新 NPONPONPONPO 財政力強化支援費財政力強化支援費財政力強化支援費財政力強化支援費                                                                                                                                                                            4,3364,3364,3364,336 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

「ふくおか NPO マーケット」の開催、NPO とパートナーとのマッチング・商品事例紹介等による寄附収入・

自主事業収入の拡大支援 

・ふくおか地域貢献サポート事業費ふくおか地域貢献サポート事業費ふくおか地域貢献サポート事業費ふくおか地域貢献サポート事業費                                                                                                    14,14,14,14,753753753753 千円（千円（千円（千円（12,02912,02912,02912,029 千円）千円）千円）千円）    

基金を活用した地域課題に取り組むＮＰＯ活動の支援 

・地域活動実践型生涯学習事業費地域活動実践型生涯学習事業費地域活動実践型生涯学習事業費地域活動実践型生涯学習事業費                                                                                                            4,7474,7474,7474,747 千円（千円（千円（千円（4,9714,9714,9714,971 千円）千円）千円）千円）    

自ら地域の課題を見つけ、活動する人材を育成するための学習講座の実施 

 

３３３３    「未来を切り拓く「未来を切り拓く「未来を切り拓く「未来を切り拓く人材の育成人材の育成人材の育成人材の育成と文化・スポーツの振興と文化・スポーツの振興と文化・スポーツの振興と文化・スポーツの振興」」」」    

 

次代を担う子どもたちが未来を次代を担う子どもたちが未来を次代を担う子どもたちが未来を次代を担う子どもたちが未来を切り拓く切り拓く切り拓く切り拓く力を持てるように、学校、家庭、行政が一体とな力を持てるように、学校、家庭、行政が一体とな力を持てるように、学校、家庭、行政が一体とな力を持てるように、学校、家庭、行政が一体となっっっっ

てててて子どもたちの学力、体力の向上に一層力を入れる子どもたちの学力、体力の向上に一層力を入れる子どもたちの学力、体力の向上に一層力を入れる子どもたちの学力、体力の向上に一層力を入れる。問題。問題。問題。問題や悩みを抱えている子や悩みを抱えている子や悩みを抱えている子や悩みを抱えている子どもたちが困どもたちが困どもたちが困どもたちが困

難を乗り切れるよう社会全体でしっかりと守り支えていく取組みを充実させる。難を乗り切れるよう社会全体でしっかりと守り支えていく取組みを充実させる。難を乗り切れるよう社会全体でしっかりと守り支えていく取組みを充実させる。難を乗り切れるよう社会全体でしっかりと守り支えていく取組みを充実させる。また、県民がまた、県民がまた、県民がまた、県民が

多様な文化・芸術、スポーツを楽しめる豊かな社会を目指す。多様な文化・芸術、スポーツを楽しめる豊かな社会を目指す。多様な文化・芸術、スポーツを楽しめる豊かな社会を目指す。多様な文化・芸術、スポーツを楽しめる豊かな社会を目指す。    

 

①①①①    子どもたちの未来を切り拓く子どもたちの未来を切り拓く子どもたちの未来を切り拓く子どもたちの未来を切り拓く力を育てる力を育てる力を育てる力を育てる    

全国学力・学習状況調査の全教科区分で全国平均を上回ることを目標に、全国学力・学習状況調査の全教科区分で全国平均を上回ることを目標に、全国学力・学習状況調査の全教科区分で全国平均を上回ることを目標に、全国学力・学習状況調査の全教科区分で全国平均を上回ることを目標に、学力向上推進強化学力向上推進強化学力向上推進強化学力向上推進強化

市町村の指定を拡充市町村の指定を拡充市町村の指定を拡充市町村の指定を拡充するとともに、小中連携教育や土曜授業を推進し、学力アップを強力に進するとともに、小中連携教育や土曜授業を推進し、学力アップを強力に進するとともに、小中連携教育や土曜授業を推進し、学力アップを強力に進するとともに、小中連携教育や土曜授業を推進し、学力アップを強力に進

める。める。める。める。子どもたちの「やり抜く心」「命を大切にする心」を育むため、学校教育における体験子どもたちの「やり抜く心」「命を大切にする心」を育むため、学校教育における体験子どもたちの「やり抜く心」「命を大切にする心」を育むため、学校教育における体験子どもたちの「やり抜く心」「命を大切にする心」を育むため、学校教育における体験

活動を充実させるとともに、世界を舞台に活躍するグローバル人材を育成する。いじめ・不登活動を充実させるとともに、世界を舞台に活躍するグローバル人材を育成する。いじめ・不登活動を充実させるとともに、世界を舞台に活躍するグローバル人材を育成する。いじめ・不登活動を充実させるとともに、世界を舞台に活躍するグローバル人材を育成する。いじめ・不登

校対策、非行防止、インターネット適正利用についても学校、警察、関係者間で連携を強化し、校対策、非行防止、インターネット適正利用についても学校、警察、関係者間で連携を強化し、校対策、非行防止、インターネット適正利用についても学校、警察、関係者間で連携を強化し、校対策、非行防止、インターネット適正利用についても学校、警察、関係者間で連携を強化し、

問題の未然防止や重篤事案の解消に努める。問題の未然防止や重篤事案の解消に努める。問題の未然防止や重篤事案の解消に努める。問題の未然防止や重篤事案の解消に努める。    

    

・・・・ふくおか学力アップ推進費ふくおか学力アップ推進費ふくおか学力アップ推進費ふくおか学力アップ推進費                                                                                            289,928289,928289,928289,928 千円（千円（千円（千円（196,801196,801196,801196,801 千円）千円）千円）千円）    

学力・学習状況調査の実施、学力向上推進強化市町村（14→18 市町村）に対する非常勤講師や学力向上支

援チームの派遣、○新 外部人材を活用した学力向上のための土曜授業の実施、小 5 から中 3 を対象とした活

用力育成教材集の作成、診断テストの実施等 

・・・・○新 ふくおか小中学生体験活動推進費ふくおか小中学生体験活動推進費ふくおか小中学生体験活動推進費ふくおか小中学生体験活動推進費                                                                                                        10,10110,10110,10110,101 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

困難克服プログラムを伴う宿泊体験学習の実施、小学校における動物飼育実施のための教員研修の実施 

・・・・○新 ふくおかグローバルハイスクール事業費ふくおかグローバルハイスクール事業費ふくおかグローバルハイスクール事業費ふくおかグローバルハイスクール事業費                                                                            48,42248,42248,42248,422 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

高等学校においてグローバルな社会課題を発見・解決できる人材や、グローバルなビジネスで活躍できる

人材を育成するカリキュラムの開発・実践等 

・・・・○新 ＩＣＴ活用教育研究費ＩＣＴ活用教育研究費ＩＣＴ活用教育研究費ＩＣＴ活用教育研究費                                                                                                            20,59220,59220,59220,592 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

研究指定校（3校）におけるＩＣＴ（情報通信技術）を活用した授業等の研究 

・いじめ問題対策強化費・いじめ問題対策強化費・いじめ問題対策強化費・いじめ問題対策強化費                                                                                                                                        37,59837,59837,59837,598 千円（千円（千円（千円（38,98538,98538,98538,985 千円）千円）千円）千円）    

生徒理解多面検査の開発、いじめ問題等学校支援チームの設置、心のレスキュー隊の派遣等    

・・・・いじめいじめいじめいじめ・・・・非行非行非行非行問題学校警察連携対策費問題学校警察連携対策費問題学校警察連携対策費問題学校警察連携対策費                                                                                            66,66,66,66,204204204204 千円（千円（千円（千円（27,95027,95027,95027,950 千円）千円）千円）千円）    

学校と連携していじめ問題や非行問題に対応するｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰを増員（14 人→33 人）し、33 警察署へ配置 
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・不登校対策・不登校対策・不登校対策・不登校対策                                                                                                                                            89898989,,,,668668668668 千円（千円（千円（千円（72,26172,26172,26172,261 千円）千円）千円）千円）    

（不登校生徒支援（不登校生徒支援（不登校生徒支援（不登校生徒支援費、費、費、費、○新 中中中中 1111 不登校等対策強化費、不登校等対策強化費、不登校等対策強化費、不登校等対策強化費、不登校・中途退学対策費）不登校・中途退学対策費）不登校・中途退学対策費）不登校・中途退学対策費）    

不登校小中学生に対し学習支援等を行う「ﾔﾝｸﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ」の派遣、高校生の学校復帰を支援する訪問相

談員の配置、○新 不登校傾向を示す児童生徒への家庭訪問等を行う中１不登校等対策ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの派遣、ﾌﾘｰ

ｽｸｰﾙ運営支援、不登校高校生学校復帰事業を行う「学習支援ｾﾝﾀｰ」運営支援等 

・非行防・非行防・非行防・非行防止・絆プロジェクト推進費止・絆プロジェクト推進費止・絆プロジェクト推進費止・絆プロジェクト推進費                                                                                                            12,612,612,612,653535353 千円（千円（千円（千円（12,59212,59212,59212,592 千円千円千円千円））））    

非行少年等の居場所づくりに対する助成、ネット依存防止・非行防止研修会への講師派遣等    

・○新 青少年ネット適正利用青少年ネット適正利用青少年ネット適正利用青少年ネット適正利用促進費促進費促進費促進費                                                                                                                                                    11110000,,,,832832832832 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

中学校・高校におけるネット適正利用のためのワークショップの実施、ネットパトロール員の養成等 

    

②②②②    文化・スポーツの振興文化・スポーツの振興文化・スポーツの振興文化・スポーツの振興    

2020202020202020 年オリンピック東京大会の年オリンピック東京大会の年オリンピック東京大会の年オリンピック東京大会の開催決定を契機に、これまで培ってきたタレント発掘のノウ開催決定を契機に、これまで培ってきたタレント発掘のノウ開催決定を契機に、これまで培ってきたタレント発掘のノウ開催決定を契機に、これまで培ってきたタレント発掘のノウ

ハウを活かし、世界に挑む人材の育成に力を入れる。ハウを活かし、世界に挑む人材の育成に力を入れる。ハウを活かし、世界に挑む人材の育成に力を入れる。ハウを活かし、世界に挑む人材の育成に力を入れる。我が国の近代化を支えた我が国の近代化を支えた我が国の近代化を支えた我が国の近代化を支えた「「「「明治日本の産明治日本の産明治日本の産明治日本の産

業革命遺産業革命遺産業革命遺産業革命遺産」」」」については、平成については、平成については、平成については、平成 27272727 年の世界文化遺産登録を目指す。年の世界文化遺産登録を目指す。年の世界文化遺産登録を目指す。年の世界文化遺産登録を目指す。    

    

・・・・○新 地域スポーツ活性化事業費地域スポーツ活性化事業費地域スポーツ活性化事業費地域スポーツ活性化事業費                                                                                                                                    20,27920,27920,27920,279 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

2020 年オリンピック東京大会に向けたアスリートの育成、拠点クラブ設置等の育成環境の整備 

・・・・○新 スポーツの総合祭典スポーツの総合祭典スポーツの総合祭典スポーツの総合祭典    市町村対抗市町村対抗市町村対抗市町村対抗「福「福「福「福岡駅伝」の開催岡駅伝」の開催岡駅伝」の開催岡駅伝」の開催                                                                                            3,5723,5723,5723,572 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

60 市町村対抗駅伝、オリンピック経験者参加イベント、スポーツ体験教室等 

・・・・○新 久留米スポーツセンター体育館等改築費久留米スポーツセンター体育館等改築費久留米スポーツセンター体育館等改築費久留米スポーツセンター体育館等改築費                                                                            40,57740,57740,57740,577 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

久留米スポーツセンター体育館等改築に係る基本設計等 

・世界文化遺産登録推進費・世界文化遺産登録推進費・世界文化遺産登録推進費・世界文化遺産登録推進費                                                                                                                                        56,01656,01656,01656,016 千円（千円（千円（千円（52,33652,33652,33652,336 千円）千円）千円）千円）    

「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」○新 イコモス現地調査対応等 

「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の推薦書作成、○新 応援企業の募集等 

 

４４４４    「安全・安心「安全・安心「安全・安心「安全・安心の向上の向上の向上の向上」」」」    

 

県民生活の土台である「安全・安心の向上」にも引き続きしっかり取り組む。県民生活の土台である「安全・安心の向上」にも引き続きしっかり取り組む。県民生活の土台である「安全・安心の向上」にも引き続きしっかり取り組む。県民生活の土台である「安全・安心の向上」にも引き続きしっかり取り組む。事前事前事前事前防災・減防災・減防災・減防災・減

災対策や地域防災力の強化を一層加速し、災害に強い福岡県をつくる。災対策や地域防災力の強化を一層加速し、災害に強い福岡県をつくる。災対策や地域防災力の強化を一層加速し、災害に強い福岡県をつくる。災対策や地域防災力の強化を一層加速し、災害に強い福岡県をつくる。暴力団対策、飲酒運転暴力団対策、飲酒運転暴力団対策、飲酒運転暴力団対策、飲酒運転

撲滅など治安の維持向上にも引き続き全力をあげていく。撲滅など治安の維持向上にも引き続き全力をあげていく。撲滅など治安の維持向上にも引き続き全力をあげていく。撲滅など治安の維持向上にも引き続き全力をあげていく。大気や水質の保全、廃棄物対策など大気や水質の保全、廃棄物対策など大気や水質の保全、廃棄物対策など大気や水質の保全、廃棄物対策など

にも取り組み、快適な生活環境の実現を図る。にも取り組み、快適な生活環境の実現を図る。にも取り組み、快適な生活環境の実現を図る。にも取り組み、快適な生活環境の実現を図る。    

    

①①①①    事前事前事前事前防災・減災対策防災・減災対策防災・減災対策防災・減災対策の推進の推進の推進の推進    

大規模地震に備え、不特定多数の人が利用する民間の大規模建築物や私立学校施設、主要タ大規模地震に備え、不特定多数の人が利用する民間の大規模建築物や私立学校施設、主要タ大規模地震に備え、不特定多数の人が利用する民間の大規模建築物や私立学校施設、主要タ大規模地震に備え、不特定多数の人が利用する民間の大規模建築物や私立学校施設、主要タ

ーミナル駅に対する新たな補助制度を創設し、あわせて木造戸建住宅についても補助制度を拡ーミナル駅に対する新たな補助制度を創設し、あわせて木造戸建住宅についても補助制度を拡ーミナル駅に対する新たな補助制度を創設し、あわせて木造戸建住宅についても補助制度を拡ーミナル駅に対する新たな補助制度を創設し、あわせて木造戸建住宅についても補助制度を拡

充する。充する。充する。充する。県下の建築物の耐震診断や改修に対する補助を集中的に実施し、耐震化を一気に加速県下の建築物の耐震診断や改修に対する補助を集中的に実施し、耐震化を一気に加速県下の建築物の耐震診断や改修に対する補助を集中的に実施し、耐震化を一気に加速県下の建築物の耐震診断や改修に対する補助を集中的に実施し、耐震化を一気に加速

する。する。する。する。また、消防団また、消防団また、消防団また、消防団員員員員が主体となって自主防災組織を指導・支援し、地域防災力の強化を推進が主体となって自主防災組織を指導・支援し、地域防災力の強化を推進が主体となって自主防災組織を指導・支援し、地域防災力の強化を推進が主体となって自主防災組織を指導・支援し、地域防災力の強化を推進

する。する。する。する。    
    

・・・・建築物耐震化促進費建築物耐震化促進費建築物耐震化促進費建築物耐震化促進費                                                                                                                                                227227227227,,,,643643643643 千円（千円（千円（千円（75757575,,,,310310310310 千円千円千円千円））））    

○新 民間大規模建築物の耐震診断費に対する助成、木造戸建住宅の耐震改修費に対する助成（市町村負担

要件の廃止） 

････○新 私立学校耐震化私立学校耐震化私立学校耐震化私立学校耐震化促進促進促進促進費費費費                                                                                                                                            222247474747,,,,657657657657 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

私立幼稚園、小・中・高等学校を設置する学校法人が行う学校施設の耐震改修・耐震改築工事費用の助成 

・・・・病院、病院、病院、病院、県立学校の耐震化県立学校の耐震化県立学校の耐震化県立学校の耐震化                                                                                                8888,,,,156156156156,,,,938938938938 千円（千円（千円（千円（7777,,,,703703703703,,,,784784784784 千円）千円）千円）千円）    

（内訳）（内訳）（内訳）（内訳）    

・病院耐震化整備費・病院耐震化整備費・病院耐震化整備費・病院耐震化整備費    

災害拠点病院等の耐震化計画に合わせて助成（3病院） 

耐震化整備指定病院 16 病院のうち平成 25 年度で 13 病院が完了、平成 27 年度完了を目標    

・県立学校耐震対策費・県立学校耐震対策費・県立学校耐震対策費・県立学校耐震対策費    

23 校の耐震改修（耐震化率 97.9％）、平成 27 年度完了を目標 
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････○新 鉄道鉄道鉄道鉄道駅舎等駅舎等駅舎等駅舎等耐震耐震耐震耐震改修改修改修改修事業費事業費事業費事業費                                                                                                                                        31,56631,56631,56631,566 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

主要なターミナル駅の駅舎等の耐震改修費に対する助成（JR 博多駅、西鉄薬院駅、西鉄大橋駅） 

・自主防災組織育成強化費・自主防災組織育成強化費・自主防災組織育成強化費・自主防災組織育成強化費                                                                                                    29292929,,,,608608608608 千円（千円（千円（千円（27272727,,,,521521521521 千円）千円）千円）千円）    

    自主防災組織の設立・育成強化、消防団員等を対象とした自主防災組織を指導・支援する人材の養成    

    

②②②②    徹底した徹底した徹底した徹底した治安治安治安治安の確保の確保の確保の確保    

暴力団の壊滅に向けて、警察があらゆる手段を駆使して、県民の安全確保に総力を挙げる。暴力団の壊滅に向けて、警察があらゆる手段を駆使して、県民の安全確保に総力を挙げる。暴力団の壊滅に向けて、警察があらゆる手段を駆使して、県民の安全確保に総力を挙げる。暴力団の壊滅に向けて、警察があらゆる手段を駆使して、県民の安全確保に総力を挙げる。

加えて、行政、事業者、県民が一丸となって暴力団に立ち向かうとともに、防犯カメラの設置加えて、行政、事業者、県民が一丸となって暴力団に立ち向かうとともに、防犯カメラの設置加えて、行政、事業者、県民が一丸となって暴力団に立ち向かうとともに、防犯カメラの設置加えて、行政、事業者、県民が一丸となって暴力団に立ち向かうとともに、防犯カメラの設置

など対策の強化を着実に進めていく。飲酒運転事故は減少しているものの、残念ながら未だ全など対策の強化を着実に進めていく。飲酒運転事故は減少しているものの、残念ながら未だ全など対策の強化を着実に進めていく。飲酒運転事故は減少しているものの、残念ながら未だ全など対策の強化を着実に進めていく。飲酒運転事故は減少しているものの、残念ながら未だ全

国国国国 9999 位とワースト上位にあるため、飲酒運転撲滅に向けて啓発活動をさらに拡大する。位とワースト上位にあるため、飲酒運転撲滅に向けて啓発活動をさらに拡大する。位とワースト上位にあるため、飲酒運転撲滅に向けて啓発活動をさらに拡大する。位とワースト上位にあるため、飲酒運転撲滅に向けて啓発活動をさらに拡大する。    

    

・・・・暴力団の壊滅暴力団の壊滅暴力団の壊滅暴力団の壊滅                                                                                                                    333390909090,,,,405405405405 千円（千円（千円（千円（364,095364,095364,095364,095 千円）千円）千円）千円）    

（暴力団対策費、暴力団排除推進費）（暴力団対策費、暴力団排除推進費）（暴力団対策費、暴力団排除推進費）（暴力団対策費、暴力団排除推進費）    

追加配備するスマートフォン解析装置等を使った暴力団員の徹底検挙、新規整備する画像分析システム等

を使った保護対策の更なる徹底、市町村が設置する暴力団対策防犯カメラに対する助成等 

・飲酒運転撲滅・飲酒運転撲滅・飲酒運転撲滅・飲酒運転撲滅運動推進費運動推進費運動推進費運動推進費                                                                                                                                65656565,,,,317317317317 千円千円千円千円((((63636363,,,,506506506506 千円）千円）千円）千円）                                                                                                        

宣言企業・宣言の店の登録拡大、飲酒運転撲滅キャンペーンの実施等 

・アルコール依存症支援費・アルコール依存症支援費・アルコール依存症支援費・アルコール依存症支援費                                                                                                                                    5,7665,7665,7665,766 千円千円千円千円(6,952(6,952(6,952(6,952 千円）千円）千円）千円）                                                                                                        

飲酒行動に問題がある者の飲酒方法の改善のための保健指導プログラムの普及等 

・・・・○新 交通事故抑止総合対策推進費交通事故抑止総合対策推進費交通事故抑止総合対策推進費交通事故抑止総合対策推進費                                                                                                        27,86927,86927,86927,869 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

路線別・時間帯別事故発生状況の分析等を行うシステムを構築し、データに基づく交通取締りや交通規 

制など実効性の高い事故抑止対策を実施 

・性犯罪・性犯罪・性犯罪・性犯罪対策費対策費対策費対策費                                                                                                                                        18181818,,,,206206206206 千円（千円（千円（千円（14141414,,,,966966966966 千円）千円）千円）千円）    

性暴力被害者支援センターにおける相談・付添支援、「女性と子どもの安全みまもり企業」の性犯罪防止

活動の支援、○新 大学１年生等への啓発リーフレットの配布 

    

③③③③    快適な生活環境の実現快適な生活環境の実現快適な生活環境の実現快適な生活環境の実現    

環境と調和した快適な生活環境の実現を目指し、大気測定局の増設による大気汚染の監視体環境と調和した快適な生活環境の実現を目指し、大気測定局の増設による大気汚染の監視体環境と調和した快適な生活環境の実現を目指し、大気測定局の増設による大気汚染の監視体環境と調和した快適な生活環境の実現を目指し、大気測定局の増設による大気汚染の監視体

制の強化、黄金川スイゼンジノリ保全活動への制の強化、黄金川スイゼンジノリ保全活動への制の強化、黄金川スイゼンジノリ保全活動への制の強化、黄金川スイゼンジノリ保全活動への支援をはじめとした生物多様性戦略の推進支援をはじめとした生物多様性戦略の推進支援をはじめとした生物多様性戦略の推進支援をはじめとした生物多様性戦略の推進などなどなどなど

に取り組む。に取り組む。に取り組む。に取り組む。また、地域住民の生活に必要な交通を確保し、地域の活力を維持していく。また、地域住民の生活に必要な交通を確保し、地域の活力を維持していく。また、地域住民の生活に必要な交通を確保し、地域の活力を維持していく。また、地域住民の生活に必要な交通を確保し、地域の活力を維持していく。    

    

・・・・○新 大気汚染監視強化費大気汚染監視強化費大気汚染監視強化費大気汚染監視強化費                                                                                                                    82,30082,30082,30082,300 千円（新規千円（新規千円（新規千円（新規））））    

県域全体をカバーし、大気汚染状況を的確に把握するための大気測定局の増設（10 局→14 局） 

・産業廃棄物最終処分場対策費・産業廃棄物最終処分場対策費・産業廃棄物最終処分場対策費・産業廃棄物最終処分場対策費                                                                                                            85,06685,06685,06685,066 千円（千円（千円（千円（14,85614,85614,85614,856 千円千円千円千円））））    

飯塚市の産業廃棄物最終処分場に対する揚水した地下滞留水の委託処理等行政代執行の実施、処分場周辺

モニタリングの実施等  

・・・・○新 多様な主体による生物多様性戦略推進費多様な主体による生物多様性戦略推進費多様な主体による生物多様性戦略推進費多様な主体による生物多様性戦略推進費                                                                                        6666,,,,513513513513 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

県民参加型の生きもの調査、外来種のブラックリスト作成に向けた生息状況調査、黄金川スイゼンジノリ

保全活動への支援等 

・・・・○新 英彦山絶滅危惧種保護対策費英彦山絶滅危惧種保護対策費英彦山絶滅危惧種保護対策費英彦山絶滅危惧種保護対策費                                                                                                            6,6446,6446,6446,644 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

シカの食害を受けている絶滅危惧植物保全のための種子の保存、移植及び防護柵の設置等 

・・・・○新 地域猫活動支援事業費地域猫活動支援事業費地域猫活動支援事業費地域猫活動支援事業費                                                                                                                        7,7967,7967,7967,796 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

地域が行う飼い主のいない猫の共同飼育に対する初期費用の助成、不妊去勢手術実施の支援等 

・・・・○新 地域鉄道緊急支援事業費地域鉄道緊急支援事業費地域鉄道緊急支援事業費地域鉄道緊急支援事業費                                                                                                                                                    132,223132,223132,223132,223 千円（新規）千円（新規）千円（新規）千円（新規）    

筑豊電気鉄道の車両更新等に対する助成 

 



（単位：千円）
事　　項　　名 予算額 説 明

(1)総合的な中小企業支援(1)総合的な中小企業支援(1)総合的な中小企業支援(1)総合的な中小企業支援

・ 中小企業振興資金融資費 107,816,592
・中小企業向けの制度融資（融資枠 6,891億円、うち　 消費税率引上げ対策（金利1.4％）・フクオカ成
  長企業支援対策（金利1.3％））

・ 経営改善計画フォローアップ事業費 12,746
・　経営改善計画を実行する中小企業に対する専門家派遣、金融機関・信用保証協会等が参加する中小企
　業経営強化支援協議会の開催

・ 中小企業販路開拓支援費 18,523 ・販路開拓・売上拡大に取り組む中小企業へのアドバイザー派遣

・ ものづくり中小企業新製品開発支援費 18,594 ・中小企業が自社固有の技術を活用して行う新製品開発に対する助成

・ 中小企業海外展開支援費 52,524
・福岡ｱｼﾞｱﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰの国・分野別ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる相談・情報提供の実施等、　 海外ﾋﾞｼﾞﾈｽ訪問団の派
　遣（米国、タイ、台湾）

(2)ｸﾞﾘｰﾝｱｼﾞｱ国際戦略総合特区構想の推進(2)ｸﾞﾘｰﾝｱｼﾞｱ国際戦略総合特区構想の推進(2)ｸﾞﾘｰﾝｱｼﾞｱ国際戦略総合特区構想の推進(2)ｸﾞﾘｰﾝｱｼﾞｱ国際戦略総合特区構想の推進
・ ｸﾞﾘｰﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ人材育成・雇用創造ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 355,254 ・特区関連企業や特区関連分野参入を目指す企業の人材育成・人材確保への支援

・ 特区企業立地促進費 768,584 ・特区に立地する企業を支援する立地促進交付金（交付率は、通常２～３％に５%を加算）

・ 特区中小企業設備投資促進費 40,000 ・特区事業者と直接取引する本県中小企業が行う設備投資への支援

・ 企業誘致強化推進費 13,565 ・特区情報発信セミナーの開催、県外企業に対する誘致活動等

・ ｸﾞﾘｰﾝｱｼﾞｱ国際戦略総合特区推進費 6,236 ・特区の推進母体となる地域協議会の運営、シンポジウムの開催等

・ 特区推進資金融資費 10,000 ・特区事業を進める企業向け低利融資に関する損失補償(融資枠50億円)

(3)本県の強みを生かした成長産業の育成・集積(3)本県の強みを生かした成長産業の育成・集積(3)本県の強みを生かした成長産業の育成・集積(3)本県の強みを生かした成長産業の育成・集積

・ 北部九州自動車産業アジア先進拠点推進費 100,125
・  FCV等の部品開発研究会開催、 電子電装系部品商談会の開催、 自動車ITS関連の研究会開催、　ｲﾝ
　ﾄﾞﾈｼｱ自動車ﾋﾞｼﾞﾈｽﾐｯｼｮﾝの派遣等

・ 水素エネルギー戦略推進費 187,362
・  燃料電池自動車を導入するﾀｸｼｰ事業者への助成、  水素ｽﾃｰｼｮﾝを整備する民間事業者への助成、中小
　企業の水素関連部品開発支援、水素ｴﾈﾙｷﾞｰ製品研究試験ｾﾝﾀｰにおける製品試験の実施等

平平平平 成成成成 26262626 年年年年 度度度度 当当当当 初初初初 予予予予 算算算算 のののの 主主主主 要要要要 施施施施 策策策策

１ 「着実な景気回復と雇用の確保」１ 「着実な景気回復と雇用の確保」１ 「着実な景気回復と雇用の確保」１ 「着実な景気回復と雇用の確保」

○新  

○新  

○新  

○新  ○新  

○新  ○新  ○新  

債務負担行為

○新  

・ バイオ産業拠点化推進費 101,484 ・  機能性食品の開発に取り組む企業に対する相談窓口設置、新製品新技術研究開発支援等

・   医療・福祉機器関連産業振興費 18,320 ・医療福祉機器分野への参入支援ｾﾐﾅｰの開催、薬事法規制に関する相談窓口の設置、製品開発支援等

・   食品製造業開発高度化支援事業費 26,689 ・生物食品研究所における製品開発のための加工機器等の整備、食品開発ﾌﾟﾛﾓｰﾀによる食品企業への指導等

・ 航空産業振興費 5,241 ・　航空機産業への地元企業の参入に向けた専門家会合の開催等

・ 先端半導体開発拠点化推進費 273,937 ・部品内蔵基板の開発、環境配慮型先端半導体製品開発支援等

・ 有機光ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ実用化開発ｾﾝﾀｰ事業費 64,364 ・センターにおける新有機EL素材の実用化、共同・受託研究の実施等

・ Ｒｕｂｙﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｺﾝﾃﾝﾂ産業振興費 51,246 ・  軽量Ruby周辺ﾂｰﾙの開発支援、  軽量Ruby活用ｾﾐﾅｰの実施、Ruby・ｺﾝﾃﾝﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ振興会議の運営等

・ ILC(大型直線加速器)研究拠点化推進費 7,609 ・国のILC計画に関する調査・検討に対応した情報提供、ILC計画の普及啓発活動等

・ 　国家戦略特区推進費 4,392 ・「アジア・イノベーション創造国家戦略特区構想」実現に向けた計画の検討等

(4)元気で競争力のある農林水産業づくり(4)元気で競争力のある農林水産業づくり(4)元気で競争力のある農林水産業づくり(4)元気で競争力のある農林水産業づくり
・   農地中間管理機構事業費 690,234 ・農地中間管理機構の運営費、農地の出し手に対する機構集積協力金の交付(10年以上の貸付)

・   力強い水田農業確立事業費 87,507
・県単独による農地の出し手に対する農地集積交付金の交付(3年以上の貸付)、担い手が行う経営基盤の強
　化に資する取組への助成、飼料用米の低コスト生産技術の実証等

・   多面的機能支払事業費 536,947 ・農地・農業用水路や農村環境などの保全のための地域の共同活動等に対する助成

・   ブランド農林水産物育成対策費 14,873
・テレビＣＭの放映、著名人によるレシピ開発及び情報発信、外食・中食産業・観光業界との連携に
　よる県産ブランド農林水産物使用商品の開発

・ ６次産業化推進費 81,062
・農林漁業者が生産物を活用して行う新商品開発等に対する支援、　加工・販売施設整備に対する助成、
　  ６次産業化商品認証制度の創設

・ 活力ある高収益型園芸産地育成事業費 1,400,000 ・園芸産地の育成、雇用型経営導入、６次産業化支援、遮光資材整備に対する助成等

・   福岡型園芸増収技術開発費 4,848 ・日中のハウス内環境（気温・湿度・CO₂）の最適な制御技術の開発

・ 県産農林水産物輸出促進費 40,935
・海外マーケットにおける販売促進フェアの開催、  新たな鮮度保持技術を活用した船便輸送による輸出
　拡大、　新規輸出国開拓のための市場調査等、　新規輸出品目（花き・水産物）の試験輸出等

・
「いただきます！福岡のおいしい幸せ」
県民運動強化費

34,280
・  食育・地産地消モデル事業に対する助成、  子どもが作る「ふくおかの弁当の日」実践校拡大のため
　のシンポジウムの開催等

・ ふくおかの畜産競争力強化費 65,623
・生産規模拡大に係る施設整備等に対する助成、　酪農農家における雌雄判別精液の購入に対する助成、
　　博多和牛の早期発育技術の実証等

農林水産物鳥獣被害防止対策費 743,201 ・地域が行う侵入防止柵の整備等に対する助成、獣肉処理加工施設の広域利用の検証等

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

・ 農林水産物鳥獣被害防止対策費 743,201 ・地域が行う侵入防止柵の整備等に対する助成、獣肉処理加工施設の広域利用の検証等

・   県産材シェア倍増対策費 29,347
・森林組合等が行う更新期を迎えた森林の伐採に係る搬出経費等に対する助成、木造・木質化建築物の表
　彰等

・   福岡の魚競争力強化促進事業費 5,104 ・釣り等の小規模漁業で漁獲される水産物の鮮度保持マニュアルと出荷基準の策定等

・   農業総合試験場再編整備費 212,736 ・農業総合試験場、森林林業技術センター、病害虫防除所の再編統合

(5)本県の魅力発信と観光の振興(5)本県の魅力発信と観光の振興(5)本県の魅力発信と観光の振興(5)本県の魅力発信と観光の振興
・ 「軍師官兵衛」観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ展開費 28,800 ・NHK大河ﾄﾞﾗﾏ「軍師官兵衛」の放映を契機とした観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

・   観光ブランド化推進事業費 13,799 ・「炭鉱・産業革命遺産」を活かした観光資源開発のための研究会開催、ﾐｼｭﾗﾝｶﾞｲﾄﾞ英語ｻｲﾄの制作等

・   海外観光客県内周遊促進費 5,820 ・海外ﾒﾃﾞｨｱや訪日旅行を取り扱う旅行関係者の招へい、海外の観光商談会への出展

・   観光事業推進対策費 18,000 ・福岡県観光連盟が実施する海外観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ、地域観光協会育成指導事業に対する助成

・   クールジャパン・フクオカ推進費 32,143 ・ﾌｧｯｼｮﾝ・食・酒等をPRする海外ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの実施、「Food EXPO in FUKUOKA（仮称）」の開催

・   欧州における福岡の魅力発信事業費 8,705 ・欧州において、福岡の食・若者文化・県産品等の魅力を発信するプロモーションの実施

・ 　物産観光展示室改修費 84,652 ・伝統的工芸品等の情報発信機能強化のための県庁11階物産観光展示室の改修

(6)将来の発展の基盤となる社会資本の整備(6)将来の発展の基盤となる社会資本の整備(6)将来の発展の基盤となる社会資本の整備(6)将来の発展の基盤となる社会資本の整備
・ 北九州空港対策費 203,358 ・航空貨物拠点化のための航空貨物費用への助成、国内・国際旅客便誘致のための運航経費助成等

・ 福岡空港対策費 11,190 ・福岡空港運営検討協議会の実施、運営委託の検討に係る調査等

・ 三池港国際コンテナ航路安定化事業費 37,720 ・三池港国際コンテナ定期航路安定化のための港費(曳船料、水先料)・輸送経費の助成

・ 港湾整備事業費・直轄港湾事業費負担金 3,342,684 ・苅田港（航路浚渫、岸壁工等）、三池港（臨港道路整備等）等

・ 東九州自動車道建設促進費 652,164 ・東九州自動車道のアクセス道路の整備等

・ 基幹的道路整備費 12,054,723 ・産業振興の基盤となる幹線道路網の整備

・ 県単独道路整備費 13,976,752 ・八女香春線等の道路改築、橋りょう架換、道路補修等

・ 連続立体交差事業費 3,276,472 ・事故防止及び踏切渋滞解消等のための立体交差化（西鉄天神大牟田線　春日原～下大利）

・   下関北九州道路関連費 5,650 ・下関北九州道路の経済影響調査等

(7)安定的なエネルギー需給の確保(7)安定的なエネルギー需給の確保(7)安定的なエネルギー需給の確保(7)安定的なエネルギー需給の確保

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

(7)安定的なエネルギー需給の確保(7)安定的なエネルギー需給の確保(7)安定的なエネルギー需給の確保(7)安定的なエネルギー需給の確保

・   エネルギー対策特別融資費 1,002,883
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ及び省ｴﾈﾙｷﾞｰ設備等を導入する県内中小企業向けの低利融資(融資枠40億円、融資利率
　1.2～1.4％)

○新  

- 12 -



（単位：千円）
事　　項　　名 予算額 説 明

・ 再生可能エネルギー普及促進費 1,342,512
・市町村が行う設備導入等への助成、市町村・民間の防災拠点施設等への太陽光発電設備・蓄電池の
　導入等

・ 　ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ導入促進費 1,490 ・燃料電池・コジェネ導入セミナーの開催

・ 県有施設太陽光発電設備整備費 412,714 ・県の防災拠点施設等への太陽光発電設備・蓄電池等の導入

・ 道路照明省エネ改修費 225,420 ・道路照明のLED化（771基）

・ ＬＥＤ信号機整備費 2,553,444 ・交通信号機のLED化（1,030基）

・ 中小企業省エネ促進費 10,639 ・中小企業に対する省エネルギー講座、省エネルギー相談事業等の実施

(8)雇用の確保ときめ細かい就職支援(8)雇用の確保ときめ細かい就職支援(8)雇用の確保ときめ細かい就職支援(8)雇用の確保ときめ細かい就職支援
・ 若者しごとサポートセンター事業費 149,352      ・ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ個別相談、大学等と地元企業の就職情報交換会、  ｾﾝﾀｰとﾊﾛｰﾜｰｸのﾜﾝﾌﾛｱ化等

・ 30代チャレンジ応援センター事業費 260,358      ・求職者の職歴や経験等を踏まえた就職指導、合同会社説明会等の開催、  体験雇用の実施

・ 中高年就職支援センター事業費 81,734       ・個別就職相談、早期再就職のための専門研修(受講者数520人)、  ﾋﾞﾙ清掃衛生管理研修の実施

・ 子育て女性就職支援センター事業費 46,256       ・就職相談、ﾚﾃﾞｨｽｼﾞｮﾌﾞｽﾎﾟｯﾄの拡大、  子育て女性を対象とした県内4地域での会社説明会の開催

・ 若者自立支援事業費 33,908       ・ﾆｰﾄへのきめ細かな就業支援､交流ｽﾍﾟｰｽの運営、  地域のﾆｰﾄ等支援団体との情報交換会の開催

・   高校生キャリア教育推進費 28,633 ・キャリアコーディネーターによるインターンシップ受入企業の開拓、キャリアセミナーの実施

・ 福岡高等技術専門校施設整備費 45,375 ・産業動向や技術革新に対応するための福岡高等技術専門校の建替えに係る基本設計等

・ 求職者技能習得訓練費 2,173,678    ・民間教育機関での委託訓練の実施（5,640人）

(1)女性や高齢者の活躍推進(1)女性や高齢者の活躍推進(1)女性や高齢者の活躍推進(1)女性や高齢者の活躍推進
・ 子育て応援宣言企業推進費 11,999 ・子育て応援宣言企業による合同会社説明会開催、　子育て応援宣言企業5,000社大会の開催等

・ 女性の活躍推進費 10,212 ・  男性管理職のための女性活躍推進ｾﾐﾅｰ、  自治会への女性役員の登用を進めるための優良事例の収集等

・ 女性農業者活動支援費 8,960 ・あんしんの広場設置、起業化への取組支援、農業経営発展のための研修会の開催等

・ 母子家庭等就業・自立支援ｾﾝﾀｰ事業費 29,908 ・就業・養育費相談等の実施(春日、久留米、飯塚)

２ 「誰もがいきいきと活躍できる社会の実現」２ 「誰もがいきいきと活躍できる社会の実現」２ 「誰もがいきいきと活躍できる社会の実現」２ 「誰もがいきいきと活躍できる社会の実現」

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  ○新  

○
・ 70歳現役社会推進費 152,328

・個別相談を通じた就業・ボランティア活動等への進路決定支援、　九州山口各県・経済団体などによる
　「70歳現役社会づくり」研究会の設置

・ 子育て女性のための職業訓練費 48,624 ・家事・育児等を兼ねながら受講できる短時間の民間委託訓練の実施

・ シルバー人材センター育成・強化費 35,583 ・高齢者の就業促進事業に対する助成

(2)子どもを安心して生み育てることのできる環境整備(2)子どもを安心して生み育てることのできる環境整備(2)子どもを安心して生み育てることのできる環境整備(2)子どもを安心して生み育てることのできる環境整備

・ 子ども・子育て支援新制度移行促進費 17,301,447
・保育所整備や保育士の確保などによる待機児童解消加速化プランの推進、　子ども・子育て支援のため
　の県計画の策定、　子育てマイスターの活躍促進

・ 児童健全育成費 1,661,187 ・放課後児童ｸﾗﾌﾞの運営、放課後児童指導員研修の実施、放課後児童ｸﾗﾌﾞの新設等に対する助成

・ 乳幼児医療対策費 4,146,194 ・乳幼児医療費の自己負担分に対する助成

・ ひとり親家庭等医療対策費 1,751,724 ・ひとり親家庭等医療費の自己負担分に対する助成

・ 基本的生活習慣習得事業費 32,577 ・市町村が実施する就学前の児童及びその保護者等の基本的生活習慣習得に係る支援に対する助成

・ ひとり親家庭のための学習支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業費 9,717 ・ひとり親家庭の児童・生徒を対象に学習支援・進学相談等を行う大学生等ボランティアの派遣等

・ 子どもの健全育成支援費 34,778 ・生活保護受給世帯の中学生及びその親を対象とする生活習慣等の改善支援

(3)障害者が自立して生活するための支援(3)障害者が自立して生活するための支援(3)障害者が自立して生活するための支援(3)障害者が自立して生活するための支援

・   障害者優先調達推進費 5,887
・官公需向け地域商談会・意見交換会、「障害者応援まごころ企業（仮称）」認定制度の創設、刊行物等
  への音声コード貼付の推進、障害者施設を対象とした官公需先行事例研修会

・ 障害者まごころ製品売上向上支援費 22,043
・「まごころ製品」を集めた大規模販売会の実施、障害者施設と企業等との商談会の開催、販路開拓員に
  よる販路拡大等

・ 障害者就業・生活支援費 72,859 ・障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ事業の実施、企業との交流促進による特別支援学校生徒の就職拡大

・ 重度障害児（者）医療対策費 2,788,877 ・重度障害児（者）医療費の自己負担分に対する助成

・ 　軽度・中等度難聴児補聴器購入助成費 1,573 ・身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器の新規購入や更新に対する助成

(4)誰もが安心できる医療・介護体制の充実(4)誰もが安心できる医療・介護体制の充実(4)誰もが安心できる医療・介護体制の充実(4)誰もが安心できる医療・介護体制の充実

・ 地域包括ケア推進費 46,265
・　モデル4地域における地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの構築・検証、認知症医療センターの増設(5か所→11か所)、
　　定期巡回・随時対応サービス等の普及促進、　ロコモティブシンドローム予防推進員の養成等

・   医師確保等支援事業費 39,653
・医師のキャリア形成を支援し、医師確保を目的とする地域医療支援センター及び医療機関による働きや
　すい職場環境整備に向けた取組みを支援する医療勤務環境改善支援センターを医療指導課内に設置等

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  ○新  

　すい職場環境整備に向けた取組みを支援する医療勤務環境改善支援センターを医療指導課内に設置等

・ 風しん抗体検査事業費 36,784 ・妊娠を希望する女性等に対する無料の風しん抗体検査の実施

・   がん先進医療支援費 1,225 ・サガハイマットの重粒子線治療費に対する利子補給

・ 外国人患者受入支援事業費 20,436
・外国人患者の受入れのための総合窓口となる福岡アジア医療サポートセンターの運営、　在住外国人の
　診療等に対する医療通訳ボランティア派遣等

・ ひとり暮らし高齢者見守り活動推進費 4,066 ・市町村の見守り活動推進員に対する研修、各家庭を訪問する事業者の協力による見守り体制の推進

・ 認知症高齢者地域支援費 11,893 ・認知症高齢者等徘徊SOSﾈｯﾄﾜｰｸ構築に対する助成、訪問介護員等に対する認知症対応力向上研修等

・   在宅重症心身障害児者医療的ｹｱ体制整備費 5,933 ・医療型短期入所事業所の設置のための実地研修、レスパイトケア情報ハンドブックの作成等

・   福祉・介護人材定着促進費 23,943 ・福祉・介護事業所に対する雇用管理改善ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞの実施、職場改善事例の発表会の開催等

・ 　歯科口腔保健強化推進費 18,235
・学童期のむし歯予防研修会の開催、事業所における歯周病予防歯科検診に対する支援、高齢者施設にお
　ける口腔ケアへの助成、歯科口腔保健支援センターを医療指導課内に設置等

・   人と動物の共通感染症対策費 12,481
・狂犬病などの人と動物に共通する感染症の発生予防策等の検討、共通感染症の発生を想定した机上訓練
　の実施、シンポジウムの開催等

・   結核予防全国大会開催費 8,575 ・第66回結核予防全国大会(H27年3月(予定))の開催

(5)多様な主体との協働による共助社会の推進(5)多様な主体との協働による共助社会の推進(5)多様な主体との協働による共助社会の推進(5)多様な主体との協働による共助社会の推進
・   ＮＰＯ財政力強化支援費 4,336 ・「ふくおかＮＰＯﾏｰｹｯﾄ」の開催、寄附収入及び自主事業収入の拡大の支援

・ ふくおか地域貢献サポート事業費 14,753 ・基金を活用した地域課題に取り組むＮＰＯ活動の支援

・ 地域活動実践型生涯学習事業費 4,747 ・自ら地域の課題を見つけ、活動する人材を育成するための学習講座の実施

(1)子どもたちの未来を切り拓く力を育てる(1)子どもたちの未来を切り拓く力を育てる(1)子どもたちの未来を切り拓く力を育てる(1)子どもたちの未来を切り拓く力を育てる

・ ふくおか学力アップ推進費 289,928
・学力・学習状況調査の実施・検証、学力向上推進強化市町村の指定、学力向上のための非常勤講師の派
　遣、  外部人材を活用した土曜授業の実施、小５から中３を対象とした活用力育成教材集の作成等

・ 教育力向上福岡県民運動推進費 19,890 ・　「新福岡の教育ビジョン」の策定、通学合宿の実施（60小学校区）等

・   ふくおか小中学生体験活動推進費 10,101 ・困難克服ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを伴う宿泊体験学習の実施、小学校における動物飼育実施のための教員研修の実施等

・   ふくおかｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊｲｽｸｰﾙ事業費 48,422
・高等学校においてグローバルな社会課題を発見・解決できる人材や、グローバルなビジネスで活躍でき
　る人材を育成するカリキュラムの開発・実践等

３  「未来を切り拓く人材の育成と文化・スポーツの振興」３  「未来を切り拓く人材の育成と文化・スポーツの振興」３  「未来を切り拓く人材の育成と文化・スポーツの振興」３  「未来を切り拓く人材の育成と文化・スポーツの振興」

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

・   ＩＣＴ活用教育研究費 20,592 ・研究指定校（３校）におけるＩＣＴ（情報通信技術）を活用した授業等の研究○新  
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（単位：千円）
事　　項　　名 予算額 説 明

・ 青少年アンビシャス運動推進費 63,293 ・ｱﾝﾋﾞｼｬｽ広場づくり、ｱﾝﾋﾞｼｬｽ体験ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙに対する助成、ｱﾝﾋﾞｼｬｽ広場地域間交流に対する助成等

・ いじめ問題対策強化費 37,598 ・生徒理解多面検査の開発、いじめ問題等学校支援チームの設置、心のレスキュー隊の派遣等

・ いじめ・非行問題学校警察連携対策費 66,204 ・学校と連携していじめ問題や非行問題に対応するスクールサポーターを増員（14人→33人）

・ 不登校生徒支援費 20,343
・不登校小中学生に対し学習支援等を行うヤングアドバイザーの派遣、高校生に対し自宅を訪問し学校
　復帰を支援する訪問相談員の配置等

・   中１不登校等対策強化費 16,551
・不登校傾向を示す児童生徒への家庭訪問等を行う中１不登校等対策アドバイザーの派遣、不登校予防診断
　チェックリストの開発等

・ 不登校・中途退学対策費 52,774
・学校復帰や社会的自立を支援するフリースクール、高校生の学業継続を支援する学習施設への助成、
  不登校・ひきこもりサポートセンター（県立大学）の運営

・ 非行防止・絆プロジェクト推進費 12,653 ・非行少年等の居場所づくりに対する助成、ﾈｯﾄ依存防止・非行防止研修会への講師派遣等

・   青少年ネット適正利用促進費 10,832 ・青少年安心ﾈｯﾄ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの実施、ﾈｯﾄ適正利用推進ﾌｫｰﾗﾑの開催、ﾈｯﾄﾊﾟﾄﾛｰﾙ員養成講座の実施等

・   若年層における交際相手からの暴力防止対策費 1,935 ・高校生向け暴力防止啓発ﾘｰﾌﾚｯﾄ、教員向け暴力相談対応手引きの作成･配布

・   がん教育推進費 1,303 ・がん教育ＤＶＤ教材の公立小中高校への配布、がん教育推進実践校による実践研究等

・ 高等学校等就学支援金交付金 10,685,820 ・高等学校等に対する就学支援金の交付等

・ 　高等学校等奨学給付金事業費 612,208 ・低所得世帯の生徒に対する奨学のための給付金の創設

(2)文化・スポーツの振興(2)文化・スポーツの振興(2)文化・スポーツの振興(2)文化・スポーツの振興

・ 世界文化遺産登録推進費 56,016
・「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」  イコモス現地調査対応等、
　「宗像・沖ノ島と関連遺産群」推薦書原案の作成、  応援企業募集事業、  遺産群周遊イベント等

・ 九州国立博物館運営費 626,575 ・常設展示、特別展の開催、海外の博物館等との交流推進等

・ アクロス福岡事業費 258,790 ・ｸﾗｼｯｸ、ｵﾍﾟﾗ等の公演、地域文化交流ｲﾍﾞﾝﾄへの助成、「文化情報ﾗｳﾝｼﾞ」における文化観光情報の提供等

・ 　海外県人会人材育成・活用推進費 16,877 ・海外県人会からの子弟招へい･海外県人会への青年派遣、県人会員等によるセミナー等開催

・ 　福岡日本語交流ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事業費 3,659 ・優秀な日本語学習者を招へいし、大学訪問やﾎｰﾑｽﾃｲ等の交流ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施

・   地域スポーツ活性化事業費 20,279 ・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ東京大会に向けたｱｽﾘｰﾄの育成、拠点ｸﾗﾌﾞの設立、指導者の養成等

・ スポーツフェスタふくおか開催費 9,603 ・「スポーツフェスタふくおか」の開催、　市町村対抗「福岡駅伝」(H26年11月）の開催

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○
○新  

○新  

○新  ○新  

・ 　久留米ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ体育館等改築費 40,577 ・久留米スポーツセンター体育館等改築に係る基本設計等

４　「安全・安心の向上」４　「安全・安心の向上」４　「安全・安心の向上」４　「安全・安心の向上」
(1)事前防災・減災対策の推進(1)事前防災・減災対策の推進(1)事前防災・減災対策の推進(1)事前防災・減災対策の推進
・ 道路・治山・ため池等防災事業費 10,971,564 ・道路法面防災工事、橋りょうの耐震補強工事、治山施設の整備工事、ため池等の整備工事等

・ 道路・河川・砂防災害関連事業費 10,624,867 ・豪雨による浸水被害が発生した河川の改修工事、土石流被害地区の砂防工事等

・ 建築物耐震化促進費 227,643 ・　民間大規模建築物の耐震診断費、木造戸建住宅の耐震改修費への助成

・   私立学校耐震化促進費 247,657 ・私立幼稚園、小・中・高等学校の耐震化に対する助成

・ 病院耐震化整備費 925,343 ・災害拠点病院等の耐震化に対する助成

・ 県立学校耐震対策費 7,231,595 ・県立学校の耐震改修費（２３校）

・   鉄道駅舎等耐震改修事業費 31,566 ・主要なターミナル駅の駅舎等の耐震改修費への助成（JR博多駅、西鉄薬院駅、西鉄大橋駅）

・ 原子力災害対策費 174,641      ・原子力防災訓練の実施、原子力防災資機材の整備、三県連携会議の開催等

・ 防災対策費 19,664       ・県防災会議の運営、緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練、県総合防災訓練の実施等

・ 市町村防災力強化支援費 66,701       ・災害対策本部設置運営訓練の実施、避難体制の見直しに伴う資機材整備に対する助成等

・ 災害時要援護者避難支援費 31,519       ・市町村における要援護者避難支援計画の策定支援等

・ 自主防災組織育成強化費 29,608       ・自主防災組織の設立・育成強化、消防団員等を対象とした自主防災組織を指導・支援する人材の養成

・   災害用備蓄等強化事業費 40,956 ・県民及び事業所による備蓄等の促進、災害時の滅失等を補完するための避難所運営資機材の整備等

・ 総合的危機管理機能強化費 54,205 ・総合指揮システムの運営、ヘリコプターテレビシステムの更新等

・   防災危機管理体制整備費 14,813 ・駐在所における災害警備活動強化のための情報通信基盤の整備

(2)徹底した治安の確保(2)徹底した治安の確保(2)徹底した治安の確保(2)徹底した治安の確保
・ 暴力団対策費 374,006 ・　検挙・保護対策のための画像分析システムの整備、監視カメラによる保護対策の徹底等

・ 暴力団排除推進費 16,399 ・市町村が設置する暴力団対策防犯カメラに対する助成、暴力団事務所撤去運動に対する助成等

・ 飲酒運転撲滅運動推進費 65,317 ・飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の施行費等

・ 飲酒運転撲滅対策費 19,688 ・取締強化のためのﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｱﾙｺｰﾙ測定器導入、ラジオ・映画館・街頭ﾋﾞｼﾞｮﾝによる広報啓発等

・ アルコール依存症支援費 5,766 ・飲酒行動に問題がある者の飲酒方法の改善のための保健指導プログラムの普及等

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

・ アルコール依存症支援費 5,766 ・飲酒行動に問題がある者の飲酒方法の改善のための保健指導プログラムの普及等

・   交通事故抑止総合対策推進費 27,869 ・路線別・時間帯別事故発生状況の分析等を行う交通事故管理分析システムの構築

・ 筑豊自動車運転免許試験場整備費 457,225 ・庁舎改修、コース新設工事(平成27年度末供用開始(予定))

・ 性犯罪対策費 18,206
・性暴力被害者支援センターにおける相談・付添支援、「女性と子どもの安全みまもり企業」の性犯罪防
　止活動の支援、　大学１年生等への啓発リーフレットの配布

・ 薬物乱用対策推進費 18,206 ・違法ドラッグ販売業者からの買上検査、  薬物依存者に対する再乱用防止プログラムの検討等

(3)快適な生活環境の実現(3)快適な生活環境の実現(3)快適な生活環境の実現(3)快適な生活環境の実現
・   大気汚染監視強化費 82,300 ・大気測定局の増設（10局→14局）による大気汚染監視体制の強化

・ 松くい虫被害対策費 160,228 ・市町が行う被害松林の伐倒駆除に対する助成、保全すべき松林の松くい虫防除に対する助成

・ 産業廃棄物最終処分場対策費 85,066 ・飯塚市産業廃棄物最終処分場に対する行政代執行の実施、処分場周辺モニタリングの実施

・ 監視指導強化費 59,362 ・安定型最終処分場の埋立廃棄物の定期的な掘削調査、不法投棄の監視パトロール

・ 不適正処理現場改善費 44,099 ・事案が長期化している不適正処理処分場のﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査、調査結果に基づく必要な措置の検討等

・   食品廃棄物リサイクル推進費 4,854 ・食品廃棄物リサイクル事業化検討会、排出実態調査の実施

・   多様な主体による生物多様性戦略推進費 6,513 ・県民参加型生きもの調査、外来種ﾌﾞﾗｯｸﾘｽﾄ作成のための生息状況調査、黄金川ｽｲｾﾞﾝｼﾞﾉﾘ保全活動支援等

・   英彦山絶滅危惧種保護対策費 6,644 ・シカの食害を受けている絶滅危惧植物保全のための種子の保存、移植及び防護柵設置等

・   地域猫活動支援事業費 7,796 ・地域が行う飼い主のいない猫の共同飼育に対する初期費用の助成、不妊去勢手術実施の支援等

・   地域鉄道緊急支援事業費 132,223 ・筑豊電気鉄道の車両更新等に対する助成

・ 生活交通確保事業費 44,587 ・市町村が行うコミュニティバス路線等の維持・確保に対する助成

・ 公園整備費 2,153,130 ・筑後広域公園、筑豊緑地ほか7公園の整備、　セントラルパーク整備基本計画の策定等

・ 市街地再開発事業費 601,992 ・市街地再開発事業費補助金(飯塚市吉原町1番地区、久留米市六ツ門8番街地区、北九州市小倉駅南口東地区)

・ 直轄・水資源機構ダム事業費負担金 1,430,353 ・小石原川ダムの仮排水トンネル工事等及び筑後川水系ダム群連携の各種調査負担金

・ 五ヶ山・伊良原ダム建設費 16,384,471 ・五ヶ山ダムの付替道路工事及び本体工事、伊良原ダムの付替道路工事及び本体工事等

・ 流域下水道事業費 22,374,764 ・御笠川那珂川流域下水道・多々良川流域下水道ほか７流域の整備

・   集約型都市構造形成推進費 4,000 ・未利用地等が点在する市街地の再生のための調査等

・ 住宅流通促進費 32,706 ・既存住宅の建物検査に対する助成・広報、リノベーション工事に対する助成等

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

・ 住宅流通促進費 32,706 ・既存住宅の建物検査に対する助成・広報、リノベーション工事に対する助成等
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国支出金国支出金国支出金国支出金 特 収特 収特 収特 収 県 債県 債県 債県 債 一般財源一般財源一般財源一般財源

○県民・事業所向け備蓄促進キャンペーン等の実施に要する経費○県民・事業所向け備蓄促進キャンペーン等の実施に要する経費○県民・事業所向け備蓄促進キャンペーン等の実施に要する経費○県民・事業所向け備蓄促進キャンペーン等の実施に要する経費

11,32111,32111,32111,321

○災害時の滅失等を補完するための避難所資機材の整備等○災害時の滅失等を補完するための避難所資機材の整備等○災害時の滅失等を補完するための避難所資機材の整備等○災害時の滅失等を補完するための避難所資機材の整備等

○「明治日本の産業革命遺産　九州・山口と関連地域」の世界文化○「明治日本の産業革命遺産　九州・山口と関連地域」の世界文化○「明治日本の産業革命遺産　九州・山口と関連地域」の世界文化○「明治日本の産業革命遺産　九州・山口と関連地域」の世界文化

　遺産登録推進費　遺産登録推進費　遺産登録推進費　遺産登録推進費

　・　管理保全行動計画作成に要する経費　・　管理保全行動計画作成に要する経費　・　管理保全行動計画作成に要する経費　・　管理保全行動計画作成に要する経費 2,0932,0932,0932,093

○「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文化遺産登録推進費○「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文化遺産登録推進費○「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文化遺産登録推進費○「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文化遺産登録推進費

　・　広報に協力する応援企業の募集に要する経費　・　広報に協力する応援企業の募集に要する経費　・　広報に協力する応援企業の募集に要する経費　・　広報に協力する応援企業の募集に要する経費 1,6531,6531,6531,653

　・　遺産群を周遊するイベントの実施に要する経費　・　遺産群を周遊するイベントの実施に要する経費　・　遺産群を周遊するイベントの実施に要する経費　・　遺産群を周遊するイベントの実施に要する経費 1,6091,6091,6091,609

○嘉飯地域のプロジェクトの実施に要する経費○嘉飯地域のプロジェクトの実施に要する経費○嘉飯地域のプロジェクトの実施に要する経費○嘉飯地域のプロジェクトの実施に要する経費

　・　嘉飯の魅力めぐり体験交流推進事業費　・　嘉飯の魅力めぐり体験交流推進事業費　・　嘉飯の魅力めぐり体験交流推進事業費　・　嘉飯の魅力めぐり体験交流推進事業費 2,5182,5182,5182,518

○直方・鞍手地域のプロジェクトの実施に要する経費○直方・鞍手地域のプロジェクトの実施に要する経費○直方・鞍手地域のプロジェクトの実施に要する経費○直方・鞍手地域のプロジェクトの実施に要する経費

　・　ものづくり体験交流イベント推進事業費　・　ものづくり体験交流イベント推進事業費　・　ものづくり体験交流イベント推進事業費　・　ものづくり体験交流イベント推進事業費 1,9521,9521,9521,952

○本県への移住・定住に関する情報を発信するポータルサイト開設○本県への移住・定住に関する情報を発信するポータルサイト開設○本県への移住・定住に関する情報を発信するポータルサイト開設○本県への移住・定住に関する情報を発信するポータルサイト開設

　に要する経費　に要する経費　に要する経費　に要する経費 7,8367,8367,8367,836

○首都圏等へのプロモーション等に要する経費○首都圏等へのプロモーション等に要する経費○首都圏等へのプロモーション等に要する経費○首都圏等へのプロモーション等に要する経費 1,1151,1151,1151,115

○　市町村におけるＮＰＯとの協働促進のためのアドバイザー派遣○　市町村におけるＮＰＯとの協働促進のためのアドバイザー派遣○　市町村におけるＮＰＯとの協働促進のためのアドバイザー派遣○　市町村におけるＮＰＯとの協働促進のためのアドバイザー派遣

　等に要する経費　等に要する経費　等に要する経費　等に要する経費

○「ふくおかＮＰＯマーケット」の開催、寄附収入及び自主事業収○「ふくおかＮＰＯマーケット」の開催、寄附収入及び自主事業収○「ふくおかＮＰＯマーケット」の開催、寄附収入及び自主事業収○「ふくおかＮＰＯマーケット」の開催、寄附収入及び自主事業収

　入の拡大の支援に要する経費　入の拡大の支援に要する経費　入の拡大の支援に要する経費　入の拡大の支援に要する経費

○　魅力発信事業費○　魅力発信事業費○　魅力発信事業費○　魅力発信事業費 9,2929,2929,2929,292

○　アートマネジメントフォーラム開催費○　アートマネジメントフォーラム開催費○　アートマネジメントフォーラム開催費○　アートマネジメントフォーラム開催費 2,5822,5822,5822,582

2222

総総総総 合合合合 政政政政 策策策策 課課課課 2222 2222 2222

2222 2222 2222

広広広広 域域域域 地地地地 域域域域
振振振振 興興興興 課課課課

平成２６年度当初予算における新規事業について平成２６年度当初予算における新規事業について平成２６年度当初予算における新規事業について平成２６年度当初予算における新規事業について

○2020年オリンピック東京大会に向けたスポーツの普及やアス○2020年オリンピック東京大会に向けたスポーツの普及やアス○2020年オリンピック東京大会に向けたスポーツの普及やアス○2020年オリンピック東京大会に向けたスポーツの普及やアス
　リートの育成等に要する経費　リートの育成等に要する経費　リートの育成等に要する経費　リートの育成等に要する経費

○　市町村対抗「福岡駅伝」開催費○　市町村対抗「福岡駅伝」開催費○　市町村対抗「福岡駅伝」開催費○　市町村対抗「福岡駅伝」開催費
　・時　期：平成２６年１１月　・時　期：平成２６年１１月　・時　期：平成２６年１１月　・時　期：平成２６年１１月
　・開催地：筑後広域公園　・開催地：筑後広域公園　・開催地：筑後広域公園　・開催地：筑後広域公園

地地地地 域域域域 スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ
活活活活 性性性性 化化化化 事事事事 業業業業 費費費費

20,27920,27920,27920,279 20,27920,27920,27920,279

3,5723,5723,5723,572
ｽｽｽｽ ﾎﾎﾎﾎ ﾟ゚゚゚ ｰーーー ﾂﾂﾂﾂ ﾌﾌﾌﾌ ｪｪｪｪ ｽｽｽｽ ﾀﾀﾀﾀ
ふふふふくくくくおおおおかかかか開開開開催催催催費費費費

九九九九 州州州州 芸芸芸芸 文文文文 館館館館
事事事事 業業業業 費費費費

11,87411,87411,87411,874 11,87411,87411,87411,874

10,83210,83210,83210,832 10,83210,83210,83210,832 ○　青少年ネット適正利用促進費○　青少年ネット適正利用促進費○　青少年ネット適正利用促進費○　青少年ネット適正利用促進費青青青青 少少少少 年年年年 課課課課 5555 1111 2222
青青青青少少少少年年年年育育育育成成成成環環環環境境境境
改改改改善善善善対対対対策策策策事事事事業業業業費費費費

ＮＮＮＮ ＰＰＰＰ ＯＯＯＯ 財財財財 政政政政 力力力力
強強強強 化化化化 支支支支 援援援援 費費費費

4,3364,3364,3364,336 4,3364,3364,3364,336

新新新新
社社社社
会会会会
推推推推
進進進進
部部部部

ＮＮＮＮ ＰＰＰＰ ＯＯＯＯ がががが 活活活活 躍躍躍躍
すすすす るるるる 共共共共 助助助助 社社社社 会会会会
推推推推 進進進進 費費費費

1,5071,5071,5071,507 1,5071,5071,5071,507

8,9518,9518,9518,951

132,223132,223132,223132,223 ○筑豊電気鉄道(株)の老朽化した車両の更新等に対する助成○筑豊電気鉄道(株)の老朽化した車両の更新等に対する助成○筑豊電気鉄道(株)の老朽化した車両の更新等に対する助成○筑豊電気鉄道(株)の老朽化した車両の更新等に対する助成

福福福福 岡岡岡岡 県県県県 移移移移 住住住住 ・・・・
定定定定住住住住促促促促進進進進事事事事業業業業費費費費

2222 2222 3333
地地地地 域域域域 鉄鉄鉄鉄 道道道道 緊緊緊緊 急急急急
支支支支 援援援援 事事事事 業業業業 費費費費

132,223132,223132,223132,223

7,1217,1217,1217,121 1,8301,8301,8301,830

4,4704,4704,4704,470
筑筑筑筑豊豊豊豊地地地地域域域域活活活活性性性性化化化化
事事事事 業業業業 費費費費

4,4704,4704,4704,470

1,8091,8091,8091,809
福福福福 岡岡岡岡 近近近近 郊郊郊郊 地地地地 域域域域
活活活活 性性性性 化化化化 事事事事 業業業業 費費費費

世世世世 界界界界 文文文文 化化化化 遺遺遺遺 産産産産
登登登登 録録録録 推推推推 進進進進 費費費費

5,3555,3555,3555,355 5,3555,3555,3555,355

1,4901,4901,4901,490
○民間事業者・県民向けの燃料電池・コジェネ導入セミナーの開○民間事業者・県民向けの燃料電池・コジェネ導入セミナーの開○民間事業者・県民向けの燃料電池・コジェネ導入セミナーの開○民間事業者・県民向けの燃料電池・コジェネ導入セミナーの開
　催に要する経費　催に要する経費　催に要する経費　催に要する経費

企企企企
画画画画
・・・・
地地地地
域域域域
振振振振
興興興興
部部部部

1,8091,8091,8091,809
○朝倉地域のプロジェクトの実施に要する経費○朝倉地域のプロジェクトの実施に要する経費○朝倉地域のプロジェクトの実施に要する経費○朝倉地域のプロジェクトの実施に要する経費
　・　朝倉観光情報プラットホーム構築事業費　・　朝倉観光情報プラットホーム構築事業費　・　朝倉観光情報プラットホーム構築事業費　・　朝倉観光情報プラットホーム構築事業費

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000 2,8832,8832,8832,883

ココココーーーージジジジェェェェネネネネレレレレーーーー
シシシショョョョンンンンシシシシスススステテテテムムムム
導導導導 入入入入 促促促促 進進進進 費費費費

1,4901,4901,4901,490

1,002,8831,002,8831,002,8831,002,883

○中小企業者による再生可能エネルギー及び省エネルギー設備等○中小企業者による再生可能エネルギー及び省エネルギー設備等○中小企業者による再生可能エネルギー及び省エネルギー設備等○中小企業者による再生可能エネルギー及び省エネルギー設備等
　の導入に要する資金の低利融資　の導入に要する資金の低利融資　の導入に要する資金の低利融資　の導入に要する資金の低利融資
　・融資枠　40億円　・融資枠　40億円　・融資枠　40億円　・融資枠　40億円
　・貸付利率　1.2～1.4％　・貸付利率　1.2～1.4％　・貸付利率　1.2～1.4％　・貸付利率　1.2～1.4％

エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー対対対対策策策策
特特特特 別別別別 融融融融 資資資資 費費費費

40,95640,95640,95640,956 8,7958,7958,7958,795 32,16132,16132,16132,161防防防防 災災災災 企企企企 画画画画 課課課課 2222 6666 1111
災災災災 害害害害 用用用用 備備備備 蓄蓄蓄蓄 等等等等
強強強強 化化化化 事事事事 業業業業 費費費費

148,162148,162148,162148,162 ○私立高等学校等の生徒に対する奨学のための給付金の助成○私立高等学校等の生徒に対する奨学のための給付金の助成○私立高等学校等の生徒に対する奨学のための給付金の助成○私立高等学校等の生徒に対する奨学のための給付金の助成
高高高高等等等等学学学学校校校校等等等等奨奨奨奨学学学学
給給給給 付付付付 金金金金 事事事事 業業業業 費費費費

222,242222,242222,242222,242 74,08074,08074,08074,080

247,657247,657247,657247,657

○　番号制度導入に係る宛名システムの構築等に要する経費○　番号制度導入に係る宛名システムの構築等に要する経費○　番号制度導入に係る宛名システムの構築等に要する経費○　番号制度導入に係る宛名システムの構築等に要する経費

247,657247,657247,657247,657 ○私立幼稚園、小・中・高等学校の耐震化に対する助成○私立幼稚園、小・中・高等学校の耐震化に対する助成○私立幼稚園、小・中・高等学校の耐震化に対する助成○私立幼稚園、小・中・高等学校の耐震化に対する助成
私私私私立立立立学学学学校校校校耐耐耐耐震震震震化化化化
促促促促 進進進進 費費費費

私私私私 学学学学 振振振振 興興興興 課課課課 10101010 9999

電電電電子子子子県県県県庁庁庁庁運運運運営営営営費費費費 40,14540,14540,14540,145 31,90631,90631,90631,906 8,2398,2398,2398,239

6,2496,2496,2496,249 ○ふくおか会館敷地の有効活用に要する経費○ふくおか会館敷地の有効活用に要する経費○ふくおか会館敷地の有効活用に要する経費○ふくおか会館敷地の有効活用に要する経費

シシシシ スススス テテテテ ムムムム
管管管管 理理理理 課課課課

2222 1111 1111

1111 7777
ふふふふ くくくく おおおお かかかか 会会会会 館館館館
敷敷敷敷 地地地地 有有有有 効効効効 活活活活 用用用用
推推推推 進進進進 費費費費

6,2496,2496,2496,249

813813813813 1,0161,0161,0161,016
○地区特別対策班に要する経費○地区特別対策班に要する経費○地区特別対策班に要する経費○地区特別対策班に要する経費
　・　筑紫地区特別対策班の設置　・　筑紫地区特別対策班の設置　・　筑紫地区特別対策班の設置　・　筑紫地区特別対策班の設置

税税税税 務務務務 課課課課 2222 3333 2222
個個個個人人人人住住住住民民民民税税税税対対対対策策策策
強強強強 化化化化 費費費費

1,8291,8291,8291,829

1,0571,0571,0571,057 1,0571,0571,0571,057
○専門、特別研修○専門、特別研修○専門、特別研修○専門、特別研修
　・　九州・山口各県職員合同研修　・　九州・山口各県職員合同研修　・　九州・山口各県職員合同研修　・　九州・山口各県職員合同研修

行行行行 政政政政 経経経経 営営営営
企企企企 画画画画 課課課課

2222 1111 2222 職職職職 員員員員 研研研研 修修修修 費費費費

総総総総
務務務務
部部部部

財財財財 産産産産 活活活活 用用用用 課課課課 2222

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

部名部名部名部名 課　名課　名課　名課　名 款款款款 項項項項 目目目目 事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名 予 算 額予 算 額予 算 額予 算 額
財　　源　　内　　訳財　　源　　内　　訳財　　源　　内　　訳財　　源　　内　　訳

概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要

1111 2222 3,5723,5723,5723,572

社社社社 会会会会 活活活活 動動動動
推推推推 進進進進 課課課課

5555 1111 1111

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

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

29,63529,63529,63529,635
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国支出金国支出金国支出金国支出金 特 収特 収特 収特 収 県 債県 債県 債県 債 一般財源一般財源一般財源一般財源

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

部名部名部名部名 課　名課　名課　名課　名 款款款款 項項項項 目目目目 事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名 予 算 額予 算 額予 算 額予 算 額
財　　源　　内　　訳財　　源　　内　　訳財　　源　　内　　訳財　　源　　内　　訳

概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要

○　男性管理職のための女性活躍推進セミナーの開催に要する経費○　男性管理職のための女性活躍推進セミナーの開催に要する経費○　男性管理職のための女性活躍推進セミナーの開催に要する経費○　男性管理職のための女性活躍推進セミナーの開催に要する経費

2,7772,7772,7772,777

○　自治会への女性役員の登用を進めるための優良事例の収集等に○　自治会への女性役員の登用を進めるための優良事例の収集等に○　自治会への女性役員の登用を進めるための優良事例の収集等に○　自治会への女性役員の登用を進めるための優良事例の収集等に

　要する経費　要する経費　要する経費　要する経費 2,3552,3552,3552,355

○　男女共同参画に関する県民意識調査に要する経費○　男女共同参画に関する県民意識調査に要する経費○　男女共同参画に関する県民意識調査に要する経費○　男女共同参画に関する県民意識調査に要する経費 3,6063,6063,6063,606

○　地域ケア会議へのアドバイザー派遣等に要する経費○　地域ケア会議へのアドバイザー派遣等に要する経費○　地域ケア会議へのアドバイザー派遣等に要する経費○　地域ケア会議へのアドバイザー派遣等に要する経費

○　定期巡回・随時対応サービスの普及促進に要する経費○　定期巡回・随時対応サービスの普及促進に要する経費○　定期巡回・随時対応サービスの普及促進に要する経費○　定期巡回・随時対応サービスの普及促進に要する経費

○　ロコモティブシンドローム予防推進員の養成等に要する経費○　ロコモティブシンドローム予防推進員の養成等に要する経費○　ロコモティブシンドローム予防推進員の養成等に要する経費○　ロコモティブシンドローム予防推進員の養成等に要する経費

2,3072,3072,3072,307

○地域が行う飼い主のいない猫の共同飼育に対する初期費用の助成○地域が行う飼い主のいない猫の共同飼育に対する初期費用の助成○地域が行う飼い主のいない猫の共同飼育に対する初期費用の助成○地域が行う飼い主のいない猫の共同飼育に対する初期費用の助成

　等　等　等　等 2,7962,7962,7962,796

○地域猫の不妊去勢手術の実施に要する経費○地域猫の不妊去勢手術の実施に要する経費○地域猫の不妊去勢手術の実施に要する経費○地域猫の不妊去勢手術の実施に要する経費 5,0005,0005,0005,000

○医療・獣医療協議会の運営に要する経費○医療・獣医療協議会の運営に要する経費○医療・獣医療協議会の運営に要する経費○医療・獣医療協議会の運営に要する経費 304304304304

○共通感染症机上演習に要する経費○共通感染症机上演習に要する経費○共通感染症机上演習に要する経費○共通感染症机上演習に要する経費 296296296296

○シンポジウムの開催に要する経費○シンポジウムの開催に要する経費○シンポジウムの開催に要する経費○シンポジウムの開催に要する経費 3,0163,0163,0163,016

○共通感染症発生状況等の調査に要する経費○共通感染症発生状況等の調査に要する経費○共通感染症発生状況等の調査に要する経費○共通感染症発生状況等の調査に要する経費 2,7312,7312,7312,731

○犬の飼育実態調査に要する経費○犬の飼育実態調査に要する経費○犬の飼育実態調査に要する経費○犬の飼育実態調査に要する経費 6,1346,1346,1346,134

○学童期のむし歯予防研修会の開催等に要する経費○学童期のむし歯予防研修会の開催等に要する経費○学童期のむし歯予防研修会の開催等に要する経費○学童期のむし歯予防研修会の開催等に要する経費 10,14110,14110,14110,141

○事業所における歯周病予防歯科検診に対する助成等○事業所における歯周病予防歯科検診に対する助成等○事業所における歯周病予防歯科検診に対する助成等○事業所における歯周病予防歯科検診に対する助成等

○高齢者施設における口腔ケア活動に対する助成等○高齢者施設における口腔ケア活動に対する助成等○高齢者施設における口腔ケア活動に対する助成等○高齢者施設における口腔ケア活動に対する助成等 3,8363,8363,8363,836

○歯科口腔保健支援センターの運営に要する経費○歯科口腔保健支援センターの運営に要する経費○歯科口腔保健支援センターの運営に要する経費○歯科口腔保健支援センターの運営に要する経費 2,6662,6662,6662,666

○医師のキャリア形成支援及び医師確保を目的とする地域医療支援○医師のキャリア形成支援及び医師確保を目的とする地域医療支援○医師のキャリア形成支援及び医師確保を目的とする地域医療支援○医師のキャリア形成支援及び医師確保を目的とする地域医療支援

　センターの運営に要する経費　センターの運営に要する経費　センターの運営に要する経費　センターの運営に要する経費 13,39013,39013,39013,390

○女性医師の就労継続に取り組む医療機関に対する助成等○女性医師の就労継続に取り組む医療機関に対する助成等○女性医師の就労継続に取り組む医療機関に対する助成等○女性医師の就労継続に取り組む医療機関に対する助成等

○医療勤務環境改善支援センターの運営に要する経費○医療勤務環境改善支援センターの運営に要する経費○医療勤務環境改善支援センターの運営に要する経費○医療勤務環境改善支援センターの運営に要する経費

○　在住外国人の診療を行う医療機関への通訳派遣等に要する経費○　在住外国人の診療を行う医療機関への通訳派遣等に要する経費○　在住外国人の診療を行う医療機関への通訳派遣等に要する経費○　在住外国人の診療を行う医療機関への通訳派遣等に要する経費

2,8522,8522,8522,852 ○事業所に対する雇用管理改善コンサルティング等に要する経費○事業所に対する雇用管理改善コンサルティング等に要する経費○事業所に対する雇用管理改善コンサルティング等に要する経費○事業所に対する雇用管理改善コンサルティング等に要する経費5555 2222 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
定定定定 着着着着 促促促促 進進進進 費費費費

23,94323,94323,94323,943

薬薬薬薬 物物物物 乱乱乱乱 用用用用 対対対対 策策策策
推推推推 進進進進 費費費費

947947947947
○　薬物再乱用を防止するための回復プログラムの検討に要する○　薬物再乱用を防止するための回復プログラムの検討に要する○　薬物再乱用を防止するための回復プログラムの検討に要する○　薬物再乱用を防止するための回復プログラムの検討に要する
　経費　経費　経費　経費

8,6078,6078,6078,607
医医医医師師師師確確確確保保保保等等等等支支支支援援援援
事事事事 業業業業 費費費費

39,65339,65339,65339,653 31,02931,02931,02931,029 17171717

薬薬薬薬 務務務務 課課課課 3333 4444 4444

福福福福
祉祉祉祉
労労労労
働働働働
部部部部

外外外外国国国国人人人人患患患患者者者者受受受受入入入入
支支支支 援援援援 事事事事 業業業業 費費費費

19,67219,67219,67219,672

福福福福 祉祉祉祉 総総総総 務務務務 課課課課

14,97914,97914,97914,979
歯歯歯歯 科科科科 口口口口 腔腔腔腔 保保保保 健健健健
強強強強 化化化化 推推推推 進進進進 費費費費

18,23518,23518,23518,235

5,0005,0005,0005,000

3,2463,2463,2463,246 10101010

第第第第 66666666回回回回結結結結核核核核予予予予防防防防
全全全全国国国国大大大大会会会会開開開開催催催催費費費費

○第６６回結核予防全国大会の開催に要する経費○第６６回結核予防全国大会の開催に要する経費○第６６回結核予防全国大会の開催に要する経費○第６６回結核予防全国大会の開催に要する経費
　・時　期：平成２７年３月（予定）　・時　期：平成２７年３月（予定）　・時　期：平成２７年３月（予定）　・時　期：平成２７年３月（予定）
　・開催地：福岡市（予定）　・開催地：福岡市（予定）　・開催地：福岡市（予定）　・開催地：福岡市（予定）

3,5753,5753,5753,575

7,7967,7967,7967,7963333 3333 4444
地地地地 域域域域 猫猫猫猫 活活活活 動動動動
支支支支 援援援援 事事事事 業業業業 費費費費

7,7967,7967,7967,796

人人人人とととと動動動動物物物物のののの共共共共通通通通
感感感感 染染染染 症症症症 対対対対 策策策策 費費費費

8,5758,5758,5758,575

12,48112,48112,48112,48112,48112,48112,48112,481
保保保保 健健健健 衛衛衛衛 生生生生 課課課課

がががが んんんん 先先先先 進進進進 医医医医 療療療療
支支支支 援援援援 費費費費

1,2251,2251,2251,225 1,2251,2251,2251,225 ○サガハイマットの重粒子線治療費に対する利子補給費○サガハイマットの重粒子線治療費に対する利子補給費○サガハイマットの重粒子線治療費に対する利子補給費○サガハイマットの重粒子線治療費に対する利子補給費健健健健 康康康康 増増増増 進進進進 課課課課 3333 2222 2222

8,6648,6648,6648,664 6,6936,6936,6936,693
2222
5555
6666

2222
3333
2222

地地地地 域域域域 包包包包 括括括括 ケケケケ アアアア
推推推推 進進進進 費費費費

1,9711,9711,9711,971

交交交交 流流流流 第第第第 二二二二 課課課課 5555 1111 3333
海海海海 外外外外 県県県県 人人人人 会会会会
人人人人 材材材材 育育育育 成成成成 ・・・・
活活活活 用用用用 推推推推 進進進進 費費費費

健健健健 康康康康 増増増増 進進進進 課課課課

高高高高齢齢齢齢者者者者支支支支援援援援課課課課

介介介介 護護護護 保保保保 険険険険 課課課課

16,87716,87716,87716,877 16,87716,87716,87716,877
○海外県人会からの子弟招へい、海外県人会への青年派遣等に要○海外県人会からの子弟招へい、海外県人会への青年派遣等に要○海外県人会からの子弟招へい、海外県人会への青年派遣等に要○海外県人会からの子弟招へい、海外県人会への青年派遣等に要
　する経費　する経費　する経費　する経費

8,7058,7058,7058,705
○福岡の食・若者文化・県産品等の魅力を発信するﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝに要○福岡の食・若者文化・県産品等の魅力を発信するﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝに要○福岡の食・若者文化・県産品等の魅力を発信するﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝに要○福岡の食・若者文化・県産品等の魅力を発信するﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝに要
　する経費　する経費　する経費　する経費

3,6593,6593,6593,659
○優秀な日本語学習者を対象とした交流プログラムの実施に要す○優秀な日本語学習者を対象とした交流プログラムの実施に要す○優秀な日本語学習者を対象とした交流プログラムの実施に要す○優秀な日本語学習者を対象とした交流プログラムの実施に要す
　る経費　る経費　る経費　る経費

欧欧欧欧 州州州州 にににに おおおお けけけけ るるるる
福福福福 岡岡岡岡 のののの 魅魅魅魅 力力力力
発発発発 信信信信 事事事事 業業業業 費費費費

8,7058,7058,7058,705

福福福福岡岡岡岡日日日日本本本本語語語語交交交交流流流流
ププププ ロロロロ ググググ ララララ ムムムム
事事事事 業業業業 費費費費

交交交交 流流流流 第第第第 一一一一 課課課課 5555 1111 3333

3,6593,6593,6593,659

677677677677 677677677677 ○　大学生等に対する性犯罪被害防止啓発に要する経費○　大学生等に対する性犯罪被害防止啓発に要する経費○　大学生等に対する性犯罪被害防止啓発に要する経費○　大学生等に対する性犯罪被害防止啓発に要する経費

1,9351,9351,9351,935 ○高校生に対する暴力被害防止啓発等に要する経費○高校生に対する暴力被害防止啓発等に要する経費○高校生に対する暴力被害防止啓発等に要する経費○高校生に対する暴力被害防止啓発等に要する経費

生生生生 活活活活 安安安安 全全全全 課課課課 5555 1111

若年層における交若年層における交若年層における交若年層における交
際相手からの暴力際相手からの暴力際相手からの暴力際相手からの暴力
防防防防 止止止止 対対対対 策策策策 費費費費

5555 1111 2222

2222

3333 3333 5555

性性性性 犯犯犯犯 罪罪罪罪 対対対対 策策策策 費費費費

3333

女女女女 性性性性 のののの 活活活活 躍躍躍躍
推推推推 進進進進 費費費費

男男男男女女女女共共共共同同同同参参参参画画画画
推推推推 進進進進 課課課課

8,7388,7388,7388,738 8,7388,7388,7388,738

1,9351,9351,9351,935新新新新
社社社社
会会会会
推推推推
進進進進
部部部部

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

947947947947

21,09121,09121,09121,091

19,67219,67219,67219,672

医医医医 療療療療 指指指指 導導導導 課課課課 3333 4444 2222

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

4,2484,2484,2484,248

2,1092,1092,1092,109

1,5921,5921,5921,592

22,42322,42322,42322,423

3,8403,8403,8403,840
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国支出金国支出金国支出金国支出金 特 収特 収特 収特 収 県 債県 債県 債県 債 一般財源一般財源一般財源一般財源

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

部名部名部名部名 課　名課　名課　名課　名 款款款款 項項項項 目目目目 事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名 予 算 額予 算 額予 算 額予 算 額
財　　源　　内　　訳財　　源　　内　　訳財　　源　　内　　訳財　　源　　内　　訳

概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要

○　小規模保育実施施設等の整備に対する助成○　小規模保育実施施設等の整備に対する助成○　小規模保育実施施設等の整備に対する助成○　小規模保育実施施設等の整備に対する助成 901,658901,658901,658901,658

○　保育士資格取得特例等保育士確保支援事業費補助金○　保育士資格取得特例等保育士確保支援事業費補助金○　保育士資格取得特例等保育士確保支援事業費補助金○　保育士資格取得特例等保育士確保支援事業費補助金

○　小規模保育運営支援事業費補助金○　小規模保育運営支援事業費補助金○　小規模保育運営支援事業費補助金○　小規模保育運営支援事業費補助金 2,4002,4002,4002,400

○　新規参入施設への巡回支援事業費補助金○　新規参入施設への巡回支援事業費補助金○　新規参入施設への巡回支援事業費補助金○　新規参入施設への巡回支援事業費補助金 553553553553

○　保育体制強化事業費補助金○　保育体制強化事業費補助金○　保育体制強化事業費補助金○　保育体制強化事業費補助金 10,61010,61010,61010,610

○　幼稚園長時間預かり保育への運営費に対する助成○　幼稚園長時間預かり保育への運営費に対する助成○　幼稚園長時間預かり保育への運営費に対する助成○　幼稚園長時間預かり保育への運営費に対する助成

○　子ども・子育て支援事業支援計画の策定に要する経費○　子ども・子育て支援事業支援計画の策定に要する経費○　子ども・子育て支援事業支援計画の策定に要する経費○　子ども・子育て支援事業支援計画の策定に要する経費

○　ふくおか子育てマイスター等の交流会開催等に要する経費○　ふくおか子育てマイスター等の交流会開催等に要する経費○　ふくおか子育てマイスター等の交流会開催等に要する経費○　ふくおか子育てマイスター等の交流会開催等に要する経費

4,0004,0004,0004,000

○補装具給付費補助金○補装具給付費補助金○補装具給付費補助金○補装具給付費補助金

　・　軽度・中等度難聴児の補聴器等の購入に対する助成　・　軽度・中等度難聴児の補聴器等の購入に対する助成　・　軽度・中等度難聴児の補聴器等の購入に対する助成　・　軽度・中等度難聴児の補聴器等の購入に対する助成

○医療型短期入所事業所の設置拡大のための実地研修等に要する○医療型短期入所事業所の設置拡大のための実地研修等に要する○医療型短期入所事業所の設置拡大のための実地研修等に要する○医療型短期入所事業所の設置拡大のための実地研修等に要する

　経費　経費　経費　経費 2,5802,5802,5802,580

○相談支援従事者に対する研修会の開催等に要する経費○相談支援従事者に対する研修会の開催等に要する経費○相談支援従事者に対する研修会の開催等に要する経費○相談支援従事者に対する研修会の開催等に要する経費

○レスパイトケア情報ハンドブックの作成に要する経費○レスパイトケア情報ハンドブックの作成に要する経費○レスパイトケア情報ハンドブックの作成に要する経費○レスパイトケア情報ハンドブックの作成に要する経費

○官公需向け地域商談会の実施に要する経費○官公需向け地域商談会の実施に要する経費○官公需向け地域商談会の実施に要する経費○官公需向け地域商談会の実施に要する経費 3,6623,6623,6623,662

○障害者施設に発注する刊行物等への音声コード貼付に要する経費○障害者施設に発注する刊行物等への音声コード貼付に要する経費○障害者施設に発注する刊行物等への音声コード貼付に要する経費○障害者施設に発注する刊行物等への音声コード貼付に要する経費

1,0001,0001,0001,000

○官公需先行事例研修会の実施に要する経費○官公需先行事例研修会の実施に要する経費○官公需先行事例研修会の実施に要する経費○官公需先行事例研修会の実施に要する経費 349349349349

○「まごころ製品」購入企業認定制度の広報等に要する経費○「まごころ製品」購入企業認定制度の広報等に要する経費○「まごころ製品」購入企業認定制度の広報等に要する経費○「まごころ製品」購入企業認定制度の広報等に要する経費

○食品廃棄物リサイクル事業化検討会の運営に要する経費○食品廃棄物リサイクル事業化検討会の運営に要する経費○食品廃棄物リサイクル事業化検討会の運営に要する経費○食品廃棄物リサイクル事業化検討会の運営に要する経費

○食品廃棄物排出実態調査に要する経費○食品廃棄物排出実態調査に要する経費○食品廃棄物排出実態調査に要する経費○食品廃棄物排出実態調査に要する経費 2,1762,1762,1762,176

○県民参加型生きもの調査費等○県民参加型生きもの調査費等○県民参加型生きもの調査費等○県民参加型生きもの調査費等 3,2643,2643,2643,264

○外来種ブラックリスト作成に向けた生息状況調査費等○外来種ブラックリスト作成に向けた生息状況調査費等○外来種ブラックリスト作成に向けた生息状況調査費等○外来種ブラックリスト作成に向けた生息状況調査費等

○黄金川スイゼンジノリ保全活動支援費○黄金川スイゼンジノリ保全活動支援費○黄金川スイゼンジノリ保全活動支援費○黄金川スイゼンジノリ保全活動支援費 718718718718

88,48488,48488,48488,484

3,1893,1893,1893,189

5555 3333
1111
3333

子ども・子育て新子ども・子育て新子ども・子育て新子ども・子育て新
制制制制 度度度度 移移移移 行行行行
促促促促 進進進進 費費費費

1111
７７７７００００歳歳歳歳現現現現役役役役社社社社会会会会
推推推推 進進進進 費費費費

4444 4444

84,65284,65284,65284,652
○伝統的工芸品等の情報発信機能強化のための県庁１１階物産観○伝統的工芸品等の情報発信機能強化のための県庁１１階物産観○伝統的工芸品等の情報発信機能強化のための県庁１１階物産観○伝統的工芸品等の情報発信機能強化のための県庁１１階物産観
　光展示室の改修に要する経費　光展示室の改修に要する経費　光展示室の改修に要する経費　光展示室の改修に要する経費

4444
物物物物産産産産観観観観光光光光展展展展示示示示室室室室
改改改改 修修修修 費費費費

84,65284,65284,65284,652

国国国国 家家家家 戦戦戦戦 略略略略 特特特特 区区区区
推推推推 進進進進 費費費費

4,3924,3924,3924,392 4,3924,3924,3924,392
○「アジア・イノベーション創造国家戦略特区構想」実現のため○「アジア・イノベーション創造国家戦略特区構想」実現のため○「アジア・イノベーション創造国家戦略特区構想」実現のため○「アジア・イノベーション創造国家戦略特区構想」実現のため
　の計画検討及び周知・広報に要する経費　の計画検討及び周知・広報に要する経費　の計画検討及び周知・広報に要する経費　の計画検討及び周知・広報に要する経費

12,41012,41012,41012,410
○　軽量Rubyの周辺ツール開発支援及び活用セミナー開催に要す○　軽量Rubyの周辺ツール開発支援及び活用セミナー開催に要す○　軽量Rubyの周辺ツール開発支援及び活用セミナー開催に要す○　軽量Rubyの周辺ツール開発支援及び活用セミナー開催に要す
　る経費　る経費　る経費　る経費

RubyRubyRubyRubyﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾈﾈﾈﾈｽｽｽｽ・・・・ｺｺｺｺﾝﾝﾝﾝﾃﾃﾃﾃ
ﾝﾝﾝﾝ ﾂﾂﾂﾂ 産産産産 業業業業 振振振振 興興興興 費費費費

○シカの食害を受けている絶滅危惧植物保全のための種子の保存､○シカの食害を受けている絶滅危惧植物保全のための種子の保存､○シカの食害を受けている絶滅危惧植物保全のための種子の保存､○シカの食害を受けている絶滅危惧植物保全のための種子の保存､
　移植及び防護柵設置等に要する経費　移植及び防護柵設置等に要する経費　移植及び防護柵設置等に要する経費　移植及び防護柵設置等に要する経費

4,8544,8544,8544,854

6,5136,5136,5136,513

6,6446,6446,6446,644

循循循循 環環環環 型型型型 社社社社 会会会会
推推推推 進進進進 課課課課

4444 1111 1111
食食食食 品品品品 廃廃廃廃 棄棄棄棄 物物物物
リリリリ ササササ イイイイ クククク ルルルル
推推推推 進進進進 費費費費

4,8544,8544,8544,854

14,78014,78014,78014,780

英英英英 彦彦彦彦 山山山山
絶絶絶絶 滅滅滅滅 危危危危 惧惧惧惧 種種種種
保保保保 護護護護 対対対対 策策策策 費費費費

6,6446,6446,6446,644

12,41012,41012,41012,410

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

○大気汚染状況を的確に把握するための大気測定局の増設に要す○大気汚染状況を的確に把握するための大気測定局の増設に要す○大気汚染状況を的確に把握するための大気測定局の増設に要す○大気汚染状況を的確に把握するための大気測定局の増設に要す
　る経費　る経費　る経費　る経費

水水水水 環環環環 境境境境 保保保保 全全全全
推推推推 進進進進 費費費費

14,78014,78014,78014,780
○　新規環境基準項目等に係る水質常時監視及び類型指定を行う○　新規環境基準項目等に係る水質常時監視及び類型指定を行う○　新規環境基準項目等に係る水質常時監視及び類型指定を行う○　新規環境基準項目等に係る水質常時監視及び類型指定を行う
　ための経費　ための経費　ための経費　ための経費

4,5574,5574,5574,557 4,5574,5574,5574,557

大大大大 気気気気 汚汚汚汚 染染染染 監監監監 視視視視
強強強強 化化化化 費費費費

82,30082,30082,30082,300

子子子子育育育育てててて応応応応援援援援宣宣宣宣言言言言
企企企企 業業業業 推推推推 進進進進 費費費費

○　子育て応援宣言企業5,000社大会の開催等に要する経費○　子育て応援宣言企業5,000社大会の開催等に要する経費○　子育て応援宣言企業5,000社大会の開催等に要する経費○　子育て応援宣言企業5,000社大会の開催等に要する経費

5555 9999 ○　九州山口各県及び経済団体等による研究会の設置費○　九州山口各県及び経済団体等による研究会の設置費○　九州山口各県及び経済団体等による研究会の設置費○　九州山口各県及び経済団体等による研究会の設置費3,1893,1893,1893,189

環環環環 境境境境 保保保保 全全全全 課課課課

5,4955,4955,4955,495 45454545

82,30082,30082,30082,300

多様な主体による多様な主体による多様な主体による多様な主体による
生生生生 物物物物 多多多多 様様様様 性性性性
戦戦戦戦 略略略略 推推推推 進進進進 費費費費

6,5136,5136,5136,513

子子子子育育育育てててて女女女女性性性性就就就就職職職職
支支支支 援援援援 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー
事事事事 業業業業 費費費費

○　県内４地域での合同会社説明会開催費○　県内４地域での合同会社説明会開催費○　県内４地域での合同会社説明会開催費○　県内４地域での合同会社説明会開催費5,5405,5405,5405,540

福福福福
祉祉祉祉
労労労労
働働働働
部部部部

子子子子育育育育てててて支支支支援援援援課課課課

○　ハローワークとの連携強化に要する経費○　ハローワークとの連携強化に要する経費○　ハローワークとの連携強化に要する経費○　ハローワークとの連携強化に要する経費

３３３３ ００００ 代代代代 ﾁﾁﾁﾁ ｬｬｬｬ ﾚﾚﾚﾚ ﾝﾝﾝﾝ ｼｼｼｼ ﾞ゙゙゙
応応応応 援援援援 ｾｾｾｾ ﾝﾝﾝﾝ ﾀﾀﾀﾀ ｰーーー
事事事事 業業業業 費費費費

194,472194,472194,472194,472 194,472194,472194,472194,472 ○　体験雇用による就業促進に要する経費○　体験雇用による就業促進に要する経費○　体験雇用による就業促進に要する経費○　体験雇用による就業促進に要する経費

商商商商 工工工工 政政政政 策策策策 課課課課 7777 1111 1111
商商商商
工工工工
部部部部

7777 1111

5,8875,8875,8875,887

若若若若 者者者者 しししし ごごごご とととと
ｻｻｻｻ ﾎﾎﾎﾎ ﾟ゚゚゚ ｰーーー ﾄﾄﾄﾄ ｾｾｾｾ ﾝﾝﾝﾝ ﾀﾀﾀﾀ ｰーーー
事事事事 業業業業 費費費費

5,3995,3995,3995,399

5,9335,9335,9335,9335555

在在在在 宅宅宅宅 重重重重 症症症症
心心心心 身身身身 障障障障 害害害害 児児児児 者者者者
医医医医 療療療療 的的的的 ケケケケ アアアア
体体体体 制制制制 整整整整 備備備備 費費費費

5,9335,9335,9335,933

1,5731,5731,5731,573

障障障障害害害害者者者者福福福福祉祉祉祉課課課課

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

4444
9999

4444
1111

障障障障害害害害者者者者優優優優先先先先調調調調達達達達
推推推推 進進進進 事事事事 業業業業 費費費費

5,8875,8875,8875,887

5555 4444 3333
身身身身体体体体障障障障害害害害者者者者福福福福祉祉祉祉
事事事事 業業業業 費費費費

1,5731,5731,5731,573

998,764998,764998,764998,764 910,280910,280910,280910,280

自自自自 然然然然 環環環環 境境境境 課課課課 4444 1111 4444

環環環環
境境境境
部部部部

222211114444

1111

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 7777 3333

5,3995,3995,3995,399

障障障障害害害害者者者者福福福福祉祉祉祉課課課課

労労労労 働働働働 政政政政 策策策策 課課課課 5555 7777

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

876876876876

9,7789,7789,7789,778

3,1133,1133,1133,113

2,5602,5602,5602,560

793793793793

2,6782,6782,6782,678

2,5312,5312,5312,531

新新新新

新新新新 66,65266,65266,65266,652
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国支出金国支出金国支出金国支出金 特 収特 収特 収特 収 県 債県 債県 債県 債 一般財源一般財源一般財源一般財源

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

部名部名部名部名 課　名課　名課　名課　名 款款款款 項項項項 目目目目 事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名 予 算 額予 算 額予 算 額予 算 額
財　　源　　内　　訳財　　源　　内　　訳財　　源　　内　　訳財　　源　　内　　訳

概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要

○ファッション・食・酒等をＰＲする海外プロモーションに要する○ファッション・食・酒等をＰＲする海外プロモーションに要する○ファッション・食・酒等をＰＲする海外プロモーションに要する○ファッション・食・酒等をＰＲする海外プロモーションに要する

　経費　経費　経費　経費 22,14322,14322,14322,143

　　開催地：バンコク、シンガポール、プサン　　開催地：バンコク、シンガポール、プサン　　開催地：バンコク、シンガポール、プサン　　開催地：バンコク、シンガポール、プサン

○「Food EXPO in FUKUOKA（仮称）」の開催に要する経費○「Food EXPO in FUKUOKA（仮称）」の開催に要する経費○「Food EXPO in FUKUOKA（仮称）」の開催に要する経費○「Food EXPO in FUKUOKA（仮称）」の開催に要する経費

10,00010,00010,00010,000

　・　うち消費税率引上げ対策（金利1.4％）　・　うち消費税率引上げ対策（金利1.4％）　・　うち消費税率引上げ対策（金利1.4％）　・　うち消費税率引上げ対策（金利1.4％）

　・　うちフクオカ成長企業支援対策（金利1.3％）　・　うちフクオカ成長企業支援対策（金利1.3％）　・　うちフクオカ成長企業支援対策（金利1.3％）　・　うちフクオカ成長企業支援対策（金利1.3％）

○「炭鉱・産業革命遺産」を活かした観光資源開発のための研究会○「炭鉱・産業革命遺産」を活かした観光資源開発のための研究会○「炭鉱・産業革命遺産」を活かした観光資源開発のための研究会○「炭鉱・産業革命遺産」を活かした観光資源開発のための研究会

　開催等に要する経費　開催等に要する経費　開催等に要する経費　開催等に要する経費 2,7992,7992,7992,799

○ミシュランガイド英語サイトの制作等に要する経費○ミシュランガイド英語サイトの制作等に要する経費○ミシュランガイド英語サイトの制作等に要する経費○ミシュランガイド英語サイトの制作等に要する経費

○　機能性食品開発に関する窓口設置○　機能性食品開発に関する窓口設置○　機能性食品開発に関する窓口設置○　機能性食品開発に関する窓口設置 500500500500

○　企業が九州大学と共同で行う医療機器開発に要する経費○　企業が九州大学と共同で行う医療機器開発に要する経費○　企業が九州大学と共同で行う医療機器開発に要する経費○　企業が九州大学と共同で行う医療機器開発に要する経費

9,2409,2409,2409,240

○医療福祉機器等開発・実証ネットワークの運営等に要する経費○医療福祉機器等開発・実証ネットワークの運営等に要する経費○医療福祉機器等開発・実証ネットワークの運営等に要する経費○医療福祉機器等開発・実証ネットワークの運営等に要する経費

2,8502,8502,8502,850

○医療現場のニーズを踏まえた県内企業とのマッチングに要する経○医療現場のニーズを踏まえた県内企業とのマッチングに要する経○医療現場のニーズを踏まえた県内企業とのマッチングに要する経○医療現場のニーズを踏まえた県内企業とのマッチングに要する経

　費　費　費　費 4,2474,2474,2474,247

○薬事法の規制がある製品開発に関する専門家派遣等に要する経費○薬事法の規制がある製品開発に関する専門家派遣等に要する経費○薬事法の規制がある製品開発に関する専門家派遣等に要する経費○薬事法の規制がある製品開発に関する専門家派遣等に要する経費

7,2497,2497,2497,249

○医療・福祉機器製品の薬事法認証取得等への助成に要する経費○医療・福祉機器製品の薬事法認証取得等への助成に要する経費○医療・福祉機器製品の薬事法認証取得等への助成に要する経費○医療・福祉機器製品の薬事法認証取得等への助成に要する経費

3,9743,9743,9743,974

○生物食品研究所における製品開発のための加工機器等の導入に要○生物食品研究所における製品開発のための加工機器等の導入に要○生物食品研究所における製品開発のための加工機器等の導入に要○生物食品研究所における製品開発のための加工機器等の導入に要

　する経費　する経費　する経費　する経費 23,74123,74123,74123,741

○食品開発プロモータによる食品企業への助言・指導に要する経費○食品開発プロモータによる食品企業への助言・指導に要する経費○食品開発プロモータによる食品企業への助言・指導に要する経費○食品開発プロモータによる食品企業への助言・指導に要する経費

2,9482,9482,9482,948

○　燃料電池自動車を導入するタクシー事業者に対する助成○　燃料電池自動車を導入するタクシー事業者に対する助成○　燃料電池自動車を導入するタクシー事業者に対する助成○　燃料電池自動車を導入するタクシー事業者に対する助成

5,0005,0005,0005,000

○　水素ステーションを整備する民間事業者に対する助成○　水素ステーションを整備する民間事業者に対する助成○　水素ステーションを整備する民間事業者に対する助成○　水素ステーションを整備する民間事業者に対する助成

22,00022,00022,00022,000

○　ＦＣＶ等の部品開発研究会開催等に要する経費○　ＦＣＶ等の部品開発研究会開催等に要する経費○　ＦＣＶ等の部品開発研究会開催等に要する経費○　ＦＣＶ等の部品開発研究会開催等に要する経費 8,1058,1058,1058,105

○　電子電装系分野参入のための商談会開催等に要する経費○　電子電装系分野参入のための商談会開催等に要する経費○　電子電装系分野参入のための商談会開催等に要する経費○　電子電装系分野参入のための商談会開催等に要する経費

8,7108,7108,7108,710

○　自動車ＩＴＳ分野参入のための研究会開催等に要する経費○　自動車ＩＴＳ分野参入のための研究会開催等に要する経費○　自動車ＩＴＳ分野参入のための研究会開催等に要する経費○　自動車ＩＴＳ分野参入のための研究会開催等に要する経費

1,7081,7081,7081,708

○　インドネシアにおける現地企業との商談会開催等○　インドネシアにおける現地企業との商談会開催等○　インドネシアにおける現地企業との商談会開催等○　インドネシアにおける現地企業との商談会開催等 4,1804,1804,1804,180

204,600204,600204,600204,600 8,1368,1368,1368,136
○農業総合試験場・森林林業技術センター・病害虫防除所の再編○農業総合試験場・森林林業技術センター・病害虫防除所の再編○農業総合試験場・森林林業技術センター・病害虫防除所の再編○農業総合試験場・森林林業技術センター・病害虫防除所の再編
　整備に要する経費　整備に要する経費　整備に要する経費　整備に要する経費

農農農農 林林林林 水水水水 産産産産
政政政政 策策策策 課課課課

6666 1111 5555
農農農農業業業業総総総総合合合合試試試試験験験験場場場場
再再再再 編編編編 整整整整 備備備備 費費費費

212,736212,736212,736212,736

3,9003,9003,9003,900 3,9003,9003,9003,900
○　航空産業への地元企業の参入に向けた専門家による検討会議○　航空産業への地元企業の参入に向けた専門家による検討会議○　航空産業への地元企業の参入に向けた専門家による検討会議○　航空産業への地元企業の参入に向けた専門家による検討会議
　等に要する経費　等に要する経費　等に要する経費　等に要する経費

企企企企 業業業業 立立立立 地地地地 課課課課 7777 2222 7777 航航航航空空空空産産産産業業業業振振振振興興興興費費費費

北北北北部部部部九九九九州州州州自自自自動動動動車車車車
産産産産業業業業アアアアジジジジアアアア先先先先進進進進
拠拠拠拠 点点点点 推推推推 進進進進 費費費費

22,70322,70322,70322,703 3,5293,5293,5293,529 19,17419,17419,17419,174

27,00027,00027,00027,000
水水水水素素素素エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー
戦戦戦戦 略略略略 推推推推 進進進進 費費費費

27,00027,00027,00027,000

食食食食品品品品製製製製造造造造業業業業開開開開発発発発
高高高高 度度度度 化化化化 支支支支 援援援援 費費費費

26,68926,68926,68926,689 26,68926,68926,68926,689

○海外メディアや訪日旅行を取り扱う旅行関係者の招へいや海外○海外メディアや訪日旅行を取り扱う旅行関係者の招へいや海外○海外メディアや訪日旅行を取り扱う旅行関係者の招へいや海外○海外メディアや訪日旅行を取り扱う旅行関係者の招へいや海外
　の観光商談会への出展に要する経費　の観光商談会への出展に要する経費　の観光商談会への出展に要する経費　の観光商談会への出展に要する経費

医医医医療療療療・・・・福福福福祉祉祉祉機機機機器器器器
関関関関連連連連産産産産業業業業振振振振興興興興費費費費

18,32018,32018,32018,320 18,32018,32018,32018,320

13,79913,79913,79913,799

海海海海 外外外外 観観観観 光光光光 客客客客
県県県県内内内内周周周周遊遊遊遊促促促促進進進進費費費費

5,8205,8205,8205,820 5,8205,8205,8205,820

18,00018,00018,00018,000
○　(公社)福岡県観光連盟が実施する海外プロモーション、地域○　(公社)福岡県観光連盟が実施する海外プロモーション、地域○　(公社)福岡県観光連盟が実施する海外プロモーション、地域○　(公社)福岡県観光連盟が実施する海外プロモーション、地域
　観光協会育成指導事業に対する助成　観光協会育成指導事業に対する助成　観光協会育成指導事業に対する助成　観光協会育成指導事業に対する助成

観観観観光光光光ブブブブラララランンンンドドドド化化化化
推推推推 進進進進 事事事事 業業業業 費費費費

13,79913,79913,79913,799

11,99411,99411,99411,994
○県内中小企業と現地企業との商談会や交流会等の開催に要する○県内中小企業と現地企業との商談会や交流会等の開催に要する○県内中小企業と現地企業との商談会や交流会等の開催に要する○県内中小企業と現地企業との商談会や交流会等の開催に要する
　経費　経費　経費　経費
　　対象地域：アメリカ、タイ、台湾　　対象地域：アメリカ、タイ、台湾　　対象地域：アメリカ、タイ、台湾　　対象地域：アメリカ、タイ、台湾

観観観観光光光光振振振振興興興興事事事事業業業業費費費費 18,00018,00018,00018,000

○　環境ビジネスと酒の海外展開に向けた専門部会開催に要する○　環境ビジネスと酒の海外展開に向けた専門部会開催に要する○　環境ビジネスと酒の海外展開に向けた専門部会開催に要する○　環境ビジネスと酒の海外展開に向けた専門部会開催に要する
　経費　経費　経費　経費

海海海海 外外外外 ﾋﾋﾋﾋ ﾞ゙゙゙ ｼｼｼｼ ﾞ゙゙゙ ﾈﾈﾈﾈ ｽｽｽｽ
訪訪訪訪 問問問問 団団団団 派派派派 遣遣遣遣 費費費費

11,99411,99411,99411,994

12,39012,39012,39012,390
○経営改善計画を実行する中小企業に対する専門家派遣に要する○経営改善計画を実行する中小企業に対する専門家派遣に要する○経営改善計画を実行する中小企業に対する専門家派遣に要する○経営改善計画を実行する中小企業に対する専門家派遣に要する
　経費　経費　経費　経費

福福福福岡岡岡岡ｱｱｱｱｼｼｼｼ ﾞ゙゙゙ｱｱｱｱﾋﾋﾋﾋ ﾞ゙゙゙ｼｼｼｼ ﾞ゙゙゙ﾈﾈﾈﾈｽｽｽｽ
ｾｾｾｾ ﾝﾝﾝﾝ ﾀﾀﾀﾀ ｰーーー 事事事事 業業業業 費費費費

2,7712,7712,7712,771 2,7712,7712,7712,771

○中小企業者の経営安定を図るために要する経費(融資枠6,891億円)○中小企業者の経営安定を図るために要する経費(融資枠6,891億円)○中小企業者の経営安定を図るために要する経費(融資枠6,891億円)○中小企業者の経営安定を図るために要する経費(融資枠6,891億円)

7777 2222 2222
経経経経 営営営営 改改改改 善善善善 計計計計 画画画画
ﾌﾌﾌﾌ ｫｫｫｫ ﾛﾛﾛﾛ ｰーーー ｱｱｱｱ ｯｯｯｯ ﾌﾌﾌﾌ ﾟ゚゚゚
事事事事 業業業業 費費費費

12,39012,39012,39012,390

7777 1111 1111
中中中中 小小小小 企企企企 業業業業 振振振振 興興興興
資資資資 金金金金 融融融融 資資資資 費費費費

32,14332,14332,14332,143
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

7777 3333 1111
ｸｸｸｸｰーーーﾙﾙﾙﾙｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｬｬｬｬﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾝﾝﾝﾝ・・・・ﾌﾌﾌﾌｸｸｸｸｵｵｵｵｶｶｶｶ
推推推推 進進進進 費費費費

32,14332,14332,14332,143

農農農農
林林林林
水水水水
産産産産
部部部部

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

企企企企 業業業業 立立立立 地地地地 課課課課

7777 2222
6666
7777

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

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 1111 3333

7777

9,7409,7409,7409,740
ﾊﾊﾊﾊ ﾞ゙゙゙ ｲｲｲｲ ｵｵｵｵ産産産産業業業業拠拠拠拠点点点点化化化化
推推推推 進進進進 費費費費

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

商商商商
工工工工
部部部部

3333 1111

7777 2222

9,7409,7409,7409,740

新新新新

11,00011,00011,00011,000

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新
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国支出金国支出金国支出金国支出金 特 収特 収特 収特 収 県 債県 債県 債県 債 一般財源一般財源一般財源一般財源

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

部名部名部名部名 課　名課　名課　名課　名 款款款款 項項項項 目目目目 事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名 予 算 額予 算 額予 算 額予 算 額
財　　源　　内　　訳財　　源　　内　　訳財　　源　　内　　訳財　　源　　内　　訳

概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要

○　食育・地産地消を推進するためのモデル事業に取り組む企業等○　食育・地産地消を推進するためのモデル事業に取り組む企業等○　食育・地産地消を推進するためのモデル事業に取り組む企業等○　食育・地産地消を推進するためのモデル事業に取り組む企業等

　に対する助成　に対する助成　に対する助成　に対する助成 3,0003,0003,0003,000

○　子どもが取り組む「ふくおかの弁当の日」の実践校の拡大に要○　子どもが取り組む「ふくおかの弁当の日」の実践校の拡大に要○　子どもが取り組む「ふくおかの弁当の日」の実践校の拡大に要○　子どもが取り組む「ふくおかの弁当の日」の実践校の拡大に要

　する経費　する経費　する経費　する経費 2,2692,2692,2692,269

○　新たな鮮度保持技術を活用した輸送の実証及び新規輸出国の開○　新たな鮮度保持技術を活用した輸送の実証及び新規輸出国の開○　新たな鮮度保持技術を活用した輸送の実証及び新規輸出国の開○　新たな鮮度保持技術を活用した輸送の実証及び新規輸出国の開

　拓等に要する経費　拓等に要する経費　拓等に要する経費　拓等に要する経費 27,60427,60427,60427,604

○　花きや水産物を新規輸出品目とした販路開拓等に要する経費○　花きや水産物を新規輸出品目とした販路開拓等に要する経費○　花きや水産物を新規輸出品目とした販路開拓等に要する経費○　花きや水産物を新規輸出品目とした販路開拓等に要する経費

2,2302,2302,2302,230

○　農林水産物の加工・販売施設の整備等に対する助成○　農林水産物の加工・販売施設の整備等に対する助成○　農林水産物の加工・販売施設の整備等に対する助成○　農林水産物の加工・販売施設の整備等に対する助成

○　６次産業化の取組みによる優良商品の認証等に要する経費○　６次産業化の取組みによる優良商品の認証等に要する経費○　６次産業化の取組みによる優良商品の認証等に要する経費○　６次産業化の取組みによる優良商品の認証等に要する経費

2,2812,2812,2812,281

○農地中間管理機構が行う農地貸借・売買業務に対する助成○農地中間管理機構が行う農地貸借・売買業務に対する助成○農地中間管理機構が行う農地貸借・売買業務に対する助成○農地中間管理機構が行う農地貸借・売買業務に対する助成

298,544298,544298,544298,544

○農地の出し手に対する機構集積協力金の交付（10年以上の貸付）○農地の出し手に対する機構集積協力金の交付（10年以上の貸付）○農地の出し手に対する機構集積協力金の交付（10年以上の貸付）○農地の出し手に対する機構集積協力金の交付（10年以上の貸付）

391,690391,690391,690391,690

○県単独による農地の出し手に対する農地集積交付金の交付（３年○県単独による農地の出し手に対する農地集積交付金の交付（３年○県単独による農地の出し手に対する農地集積交付金の交付（３年○県単独による農地の出し手に対する農地集積交付金の交付（３年

　以上の貸付）　以上の貸付）　以上の貸付）　以上の貸付） 55,25055,25055,25055,250

○担い手が取り組む経営基盤の強化に資する取組みへの助成○担い手が取り組む経営基盤の強化に資する取組みへの助成○担い手が取り組む経営基盤の強化に資する取組みへの助成○担い手が取り組む経営基盤の強化に資する取組みへの助成

30,79430,79430,79430,794

○飼料用米の低コスト生産技術の実証等に要する経費○飼料用米の低コスト生産技術の実証等に要する経費○飼料用米の低コスト生産技術の実証等に要する経費○飼料用米の低コスト生産技術の実証等に要する経費

○　乳牛の雌雄産み分け技術導入に対する助成○　乳牛の雌雄産み分け技術導入に対する助成○　乳牛の雌雄産み分け技術導入に対する助成○　乳牛の雌雄産み分け技術導入に対する助成 5,0005,0005,0005,000

○　「博多和牛」の早期発育技術の実証に要する経費○　「博多和牛」の早期発育技術の実証に要する経費○　「博多和牛」の早期発育技術の実証に要する経費○　「博多和牛」の早期発育技術の実証に要する経費 8,3438,3438,3438,343

○県産木材の供給拡大を図るための主伐に対する助成等○県産木材の供給拡大を図るための主伐に対する助成等○県産木材の供給拡大を図るための主伐に対する助成等○県産木材の供給拡大を図るための主伐に対する助成等

○県産木材の利用拡大を図るための木造・木質化建築物の表彰等に○県産木材の利用拡大を図るための木造・木質化建築物の表彰等に○県産木材の利用拡大を図るための木造・木質化建築物の表彰等に○県産木材の利用拡大を図るための木造・木質化建築物の表彰等に

　要する経費　要する経費　要する経費　要する経費 6,7786,7786,7786,778

○　民間大規模建築物の耐震診断費に対する助成○　民間大規模建築物の耐震診断費に対する助成○　民間大規模建築物の耐震診断費に対する助成○　民間大規模建築物の耐震診断費に対する助成 137,416137,416137,416137,416

○　耐震改修促進計画の改定のための調査に要する経費○　耐震改修促進計画の改定のための調査に要する経費○　耐震改修促進計画の改定のための調査に要する経費○　耐震改修促進計画の改定のための調査に要する経費

504504504504 ○　建物検査の普及促進に要する経費○　建物検査の普及促進に要する経費○　建物検査の普及促進に要する経費○　建物検査の普及促進に要する経費住住住住 宅宅宅宅 計計計計 画画画画 課課課課 8888 6666 1111 住住住住宅宅宅宅流流流流通通通通促促促促進進進進費費費費 916916916916 412412412412

7,2257,2257,2257,225 7,2257,2257,2257,225
○　大濠・舞鶴両公園の一体的活用のための整備基本計画の策定○　大濠・舞鶴両公園の一体的活用のための整備基本計画の策定○　大濠・舞鶴両公園の一体的活用のための整備基本計画の策定○　大濠・舞鶴両公園の一体的活用のための整備基本計画の策定
　等に要する経費　等に要する経費　等に要する経費　等に要する経費

75,26875,26875,26875,268 75,26875,26875,26875,268

公公公公 園園園園 街街街街 路路路路 課課課課 8888 5555 4444 公公公公 園園園園 整整整整 備備備備 費費費費

建建建建 築築築築 指指指指 導導導導 課課課課 8888 1111 5555
建建建建 築築築築 物物物物 耐耐耐耐 震震震震 化化化化
促促促促 進進進進 費費費費

150,536150,536150,536150,536

4,0004,0004,0004,000
○未利用地等が点在する市街地の再生のための調査等に要する経○未利用地等が点在する市街地の再生のための調査等に要する経○未利用地等が点在する市街地の再生のための調査等に要する経○未利用地等が点在する市街地の再生のための調査等に要する経
　費　費　費　費

都都都都 市市市市 計計計計 画画画画 課課課課 8888 5555 1111
集集集集約約約約型型型型都都都都市市市市構構構構造造造造
形形形形 成成成成 推推推推 進進進進 費費費費

4,0004,0004,0004,000

7,0007,0007,0007,000 7,0007,0007,0007,000
○定期航路利用荷主の輸送経費に対する助成○定期航路利用荷主の輸送経費に対する助成○定期航路利用荷主の輸送経費に対する助成○定期航路利用荷主の輸送経費に対する助成
　・　輸出促進のための助成額の加算　・　輸出促進のための助成額の加算　・　輸出促進のための助成額の加算　・　輸出促進のための助成額の加算

港港港港 湾湾湾湾 課課課課 8888 4444 1111
三三三三 池池池池 港港港港 国国国国 際際際際
ココココ ンンンン テテテテ ナナナナ 航航航航 路路路路
安安安安 定定定定 化化化化 事事事事 業業業業 費費費費

2,7002,7002,7002,700 2,9502,9502,9502,950 ○下関北九州道路の経済影響調査等に要する経費○下関北九州道路の経済影響調査等に要する経費○下関北九州道路の経済影響調査等に要する経費○下関北九州道路の経済影響調査等に要する経費道道道道 路路路路 建建建建 設設設設 課課課課 8888 2222 1111
下下下下関関関関北北北北九九九九州州州州道道道道路路路路
関関関関 連連連連 費費費費

5,6505,6505,6505,650

31,56631,56631,56631,566 31,56631,56631,56631,566 ○主要なターミナル駅の駅舎等の耐震改修に対する助成○主要なターミナル駅の駅舎等の耐震改修に対する助成○主要なターミナル駅の駅舎等の耐震改修に対する助成○主要なターミナル駅の駅舎等の耐震改修に対する助成企企企企 画画画画 交交交交 通通通通 課課課課 8888 1111 1111
鉄鉄鉄鉄道道道道駅駅駅駅舎舎舎舎等等等等耐耐耐耐震震震震
改改改改 修修修修 事事事事 業業業業 費費費費

5,1045,1045,1045,104
○小規模漁業における漁獲物の鮮度保持や出荷基準統一の効果検○小規模漁業における漁獲物の鮮度保持や出荷基準統一の効果検○小規模漁業における漁獲物の鮮度保持や出荷基準統一の効果検○小規模漁業における漁獲物の鮮度保持や出荷基準統一の効果検
　証等に要する経費　証等に要する経費　証等に要する経費　証等に要する経費

水水水水 産産産産 振振振振 興興興興 課課課課 6666 6666 2222
福福福福岡岡岡岡のののの魚魚魚魚競競競競争争争争力力力力
強強強強化化化化促促促促進進進進事事事事業業業業費費費費

5,1045,1045,1045,104

35,83135,83135,83135,831 35,20035,20035,20035,200 631631631631
○有明海研究所所属の漁業調査船「ずいよう」の老朽化に伴う代○有明海研究所所属の漁業調査船「ずいよう」の老朽化に伴う代○有明海研究所所属の漁業調査船「ずいよう」の老朽化に伴う代○有明海研究所所属の漁業調査船「ずいよう」の老朽化に伴う代
　船建造費　船建造費　船建造費　船建造費

29,14729,14729,14729,147

漁漁漁漁 業業業業 管管管管 理理理理 課課課課 6666 6666 6666
漁漁漁漁 業業業業 調調調調 査査査査 船船船船
「「「「 ずずずず いいいい よよよよ うううう 」」」」
代代代代 船船船船 建建建建 造造造造 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 5555
2222
3333

県県県県 産産産産 材材材材 シシシシ ェェェェ アアアア
倍倍倍倍 増増増増 対対対対 策策策策 費費費費

29,34729,34729,34729,347 200200200200

13,34313,34313,34313,343 2,6822,6822,6822,682 10,66110,66110,66110,661

○農地中間管理事業支援基金の積立てに要する経費○農地中間管理事業支援基金の積立てに要する経費○農地中間管理事業支援基金の積立てに要する経費○農地中間管理事業支援基金の積立てに要する経費

畜畜畜畜 産産産産 課課課課 6666 3333 2222
ふふふふくくくくおおおおかかかかのののの畜畜畜畜産産産産
競競競競 争争争争 力力力力 強強強強 化化化化 費費費費

87,50787,50787,50787,507

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
積積積積 立立立立 金金金金

596,589596,589596,589596,589 595,002595,002595,002595,002 1,5871,5871,5871,587

87,50787,50787,50787,507

17,90217,90217,90217,902
農農農農 地地地地 中中中中 間間間間 管管管管 理理理理
機機機機 構構構構 事事事事 業業業業 費費費費

力力力力強強強強いいいい水水水水田田田田農農農農業業業業
確確確確 立立立立 事事事事 業業業業 費費費費

690,234690,234690,234690,234 135,133135,133135,133135,133 537,199537,199537,199537,199

513,058513,058513,058513,058
○大規模農家等の負担軽減を図るための農地・農業用水路の保全○大規模農家等の負担軽減を図るための農地・農業用水路の保全○大規模農家等の負担軽減を図るための農地・農業用水路の保全○大規模農家等の負担軽減を図るための農地・農業用水路の保全
　活動等に対する交付金　活動等に対する交付金　活動等に対する交付金　活動等に対する交付金

○認知度向上のための情報発信や飲食店、コンビニ、ホテル等と○認知度向上のための情報発信や飲食店、コンビニ、ホテル等と○認知度向上のための情報発信や飲食店、コンビニ、ホテル等と○認知度向上のための情報発信や飲食店、コンビニ、ホテル等と
　連携した商品開発等に要する経費　連携した商品開発等に要する経費　連携した商品開発等に要する経費　連携した商品開発等に要する経費

6666 1111 2222
多多多多面面面面的的的的機機機機能能能能支支支支払払払払
事事事事 業業業業 費費費費

536,947536,947536,947536,947 23,88923,88923,88923,889

ブブブブ ララララ ンンンン ドドドド
農農農農 林林林林 水水水水 産産産産 物物物物
育育育育 成成成成 対対対対 策策策策 費費費費

14,87314,87314,87314,873 14,87314,87314,87314,873

６６６６ 次次次次 産産産産 業業業業 化化化化
推推推推 進進進進 費費費費

47,19747,19747,19747,197 44,91644,91644,91644,916 2,2812,2812,2812,281

29,83429,83429,83429,8346666 1111 1111
県県県県産産産産農農農農林林林林水水水水産産産産物物物物
輸輸輸輸 出出出出 促促促促 進進進進 費費費費

29,83429,83429,83429,834

4,2384,2384,2384,238
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

6666 1111

｢｢｢｢いいいいたたたただだだだききききまままますすすす！！！！
福福福福岡岡岡岡ののののおおおおいいいいししししいいいい
幸幸幸幸 せせせせ ｣｣｣｣ 県県県県 民民民民 運運運運 動動動動
強強強強 化化化化 費費費費

5,2695,2695,2695,269 1,0311,0311,0311,031

4,8484,8484,8484,848 4,8484,8484,8484,848
○施設園芸の増収を図るためのハウス内の気温・湿度・CO○施設園芸の増収を図るためのハウス内の気温・湿度・CO○施設園芸の増収を図るためのハウス内の気温・湿度・CO○施設園芸の増収を図るためのハウス内の気温・湿度・CO2222の制の制の制の制

　御手法の開発に要する経費　御手法の開発に要する経費　御手法の開発に要する経費　御手法の開発に要する経費
農農農農 林林林林 水水水水 産産産産
政政政政 策策策策 課課課課

6666 1111 5555
福福福福 岡岡岡岡 型型型型 園園園園 芸芸芸芸
増増増増収収収収技技技技術術術術開開開開発発発発費費費費

県県県県
土土土土
整整整整
備備備備
部部部部

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 3333

農農農農
林林林林
水水水水
産産産産
部部部部

園園園園 芸芸芸芸 振振振振 興興興興 課課課課

6666 2222 2222

1111

建建建建
築築築築
都都都都
市市市市
部部部部

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

44,91644,91644,91644,916

1,4631,4631,4631,463

22,56922,56922,56922,569

13,12013,12013,12013,120
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国支出金国支出金国支出金国支出金 特 収特 収特 収特 収 県 債県 債県 債県 債 一般財源一般財源一般財源一般財源

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

部名部名部名部名 課　名課　名課　名課　名 款款款款 項項項項 目目目目 事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名 予 算 額予 算 額予 算 額予 算 額
財　　源　　内　　訳財　　源　　内　　訳財　　源　　内　　訳財　　源　　内　　訳

概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要

○困難克服プログラムを伴う宿泊体験学習に要する経費○困難克服プログラムを伴う宿泊体験学習に要する経費○困難克服プログラムを伴う宿泊体験学習に要する経費○困難克服プログラムを伴う宿泊体験学習に要する経費

○小学校における動物飼育実施のための教員研修等に要する経費○小学校における動物飼育実施のための教員研修等に要する経費○小学校における動物飼育実施のための教員研修等に要する経費○小学校における動物飼育実施のための教員研修等に要する経費

4,0014,0014,0014,001

101,001101,001101,001101,001 33,53233,53233,53233,532 34,30034,30034,30034,300 33,16933,16933,16933,169

※「高等学校等奨学給付金事業費」（総務部、教育委員会）は１件として件数を計上している。

※合計額は債務負担行為を除いた金額である。

1,3031,3031,3031,303

合　計（128件）合　計（128件）合　計（128件）合　計（128件） 9,446,8609,446,8609,446,8609,446,860 3,907,8253,907,8253,907,8253,907,825 2,729,1272,729,1272,729,1272,729,127 254,200254,200254,200254,200 2,555,7082,555,7082,555,7082,555,708

40,57740,57740,57740,577 13,47013,47013,47013,470 14,40014,40014,40014,400 12,70712,70712,70712,707 ○久留米スポーツセンター体育館等の改築に係る基本設計等○久留米スポーツセンター体育館等の改築に係る基本設計等○久留米スポーツセンター体育館等の改築に係る基本設計等○久留米スポーツセンター体育館等の改築に係る基本設計等

○運動部活動の適切な運営のための実践研究等に要する経費○運動部活動の適切な運営のための実践研究等に要する経費○運動部活動の適切な運営のための実践研究等に要する経費○運動部活動の適切な運営のための実践研究等に要する経費

久久久久留留留留米米米米ｽｽｽｽﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ ｰーーーﾂﾂﾂﾂｾｾｾｾﾝﾝﾝﾝﾀﾀﾀﾀｰーーー
体体体体 育育育育 館館館館 等等等等
改改改改 築築築築 費費費費

教教教教
育育育育
委委委委
員員員員
会会会会

10101010 7777 3333

10101010 7777 2222
運運運運 動動動動 部部部部 活活活活 動動動動
推推推推 進進進進 費費費費

6,5406,5406,5406,540 6,5406,5406,5406,540

○　公立学校におけるがん教育の推進に要する経費○　公立学校におけるがん教育の推進に要する経費○　公立学校におけるがん教育の推進に要する経費○　公立学校におけるがん教育の推進に要する経費

10,10110,10110,10110,101

体体体体育育育育ススススポポポポーーーーツツツツ
健健健健 康康康康 課課課課

10101010 7777 1111 健健健健康康康康教教教教育育育育推推推推進進進進費費費費 1,3031,3031,3031,303

11,83011,83011,83011,830 ○　中１不登校等対策強化費○　中１不登校等対策強化費○　中１不登校等対策強化費○　中１不登校等対策強化費

ふふふふ くくくく おおおお かかかか
小小小小 中中中中 学学学学 生生生生
体体体体験験験験活活活活動動動動推推推推進進進進費費費費

10,10110,10110,10110,101

ふふふふ くくくく おおおお かかかか 学学学学 力力力力
アアアア ッッッッ ププププ 推推推推 進進進進 費費費費

義義義義 務務務務 教教教教 育育育育 課課課課 10101010

27,52027,52027,52027,520 ○　外部人材を活用した土曜授業の実施に対する助成○　外部人材を活用した土曜授業の実施に対する助成○　外部人材を活用した土曜授業の実施に対する助成○　外部人材を活用した土曜授業の実施に対する助成

○グローバルな社会課題を発見・解決できる人材を育成するカリ○グローバルな社会課題を発見・解決できる人材を育成するカリ○グローバルな社会課題を発見・解決できる人材を育成するカリ○グローバルな社会課題を発見・解決できる人材を育成するカリ
　キュラムの開発等に要する経費　キュラムの開発等に要する経費　キュラムの開発等に要する経費　キュラムの開発等に要する経費

10,44610,44610,44610,446

いいいいじじじじめめめめ・・・・不不不不登登登登校校校校
総総総総 合合合合 対対対対 策策策策 費費費費

16,55116,55116,55116,551 4,7214,7214,7214,721
1111 4444

55,04055,04055,04055,040 27,52027,52027,52027,520

○　高度な農業技術を持った人材の育成に要する経費○　高度な農業技術を持った人材の育成に要する経費○　高度な農業技術を持った人材の育成に要する経費○　高度な農業技術を持った人材の育成に要する経費

○インターンシップ受入企業の開拓等を行うキャリアコーディネ○インターンシップ受入企業の開拓等を行うキャリアコーディネ○インターンシップ受入企業の開拓等を行うキャリアコーディネ○インターンシップ受入企業の開拓等を行うキャリアコーディネ
　ーターの配置に要する経費　ーターの配置に要する経費　ーターの配置に要する経費　ーターの配置に要する経費

ふふふふ くくくく おおおお かかかか
ｸｸｸｸ ﾞ゙゙゙ ﾛﾛﾛﾛ ｰーーー ﾊﾊﾊﾊ ﾞ゙゙゙ ﾙﾙﾙﾙ ﾊﾊﾊﾊ ｲｲｲｲ ｽｽｽｽ ｸｸｸｸ ｰーーー ﾙﾙﾙﾙ
事事事事 業業業業 費費費費

48,42248,42248,42248,422 48,40548,40548,40548,405 17171717

専専専専 門門門門 高高高高 校校校校 生生生生
実実実実 践践践践 力力力力 向向向向 上上上上
事事事事 業業業業 費費費費

高高高高 校校校校 教教教教 育育育育 課課課課 10101010 1111 4444 10,44610,44610,44610,446

○　「新福岡の教育ビジョン」の策定に要する経費○　「新福岡の教育ビジョン」の策定に要する経費○　「新福岡の教育ビジョン」の策定に要する経費○　「新福岡の教育ビジョン」の策定に要する経費

高高高高校校校校生生生生キキキキャャャャリリリリアアアア
教教教教 育育育育 推推推推 進進進進 費費費費

28,63328,63328,63328,633 128128128128 28,50528,50528,50528,505

8,1908,1908,1908,190

20,59220,59220,59220,592 ○情報通信技術を活用した教育の研究に要する経費○情報通信技術を活用した教育の研究に要する経費○情報通信技術を活用した教育の研究に要する経費○情報通信技術を活用した教育の研究に要する経費

教教教教育育育育力力力力向向向向上上上上福福福福岡岡岡岡
県県県県民民民民運運運運動動動動推推推推進進進進費費費費

企企企企 画画画画 調調調調 整整整整 課課課課 10101010 1111 2222

8,1908,1908,1908,190

260,127260,127260,127260,127 ○公立高等学校等の生徒に対する奨学のための給付金の助成○公立高等学校等の生徒に対する奨学のための給付金の助成○公立高等学校等の生徒に対する奨学のための給付金の助成○公立高等学校等の生徒に対する奨学のための給付金の助成

ＩＩＩＩＣＣＣＣＴＴＴＴ活活活活用用用用教教教教育育育育
研研研研 究究究究 費費費費

20,59220,59220,59220,592

○　公立高等学校等の生徒に対する就学支援金の創設○　公立高等学校等の生徒に対する就学支援金の創設○　公立高等学校等の生徒に対する就学支援金の創設○　公立高等学校等の生徒に対する就学支援金の創設

高高高高等等等等学学学学校校校校等等等等奨奨奨奨学学学学
給給給給 付付付付 金金金金 事事事事 業業業業 費費費費

389,966389,966389,966389,966 129,839129,839129,839129,839

27,86927,86927,86927,869 ○　交通事故管理・分析システムの構築に要する経費○　交通事故管理・分析システムの構築に要する経費○　交通事故管理・分析システムの構築に要する経費○　交通事故管理・分析システムの構築に要する経費

高高高高等等等等学学学学校校校校等等等等就就就就学学学学
支支支支 援援援援 金金金金 交交交交 付付付付 金金金金

2,652,6392,652,6392,652,6392,652,639 2,652,6392,652,6392,652,6392,652,639

9999 2222 3333
交交交交 通通通通 事事事事 故故故故 抑抑抑抑 止止止止
総総総総 合合合合 対対対対 策策策策 費費費費

警警警警
察察察察
本本本本
部部部部 27,86927,86927,86927,869

14,81314,81314,81314,813
○駐在所における災害警備活動のための情報通信基盤整備に要す○駐在所における災害警備活動のための情報通信基盤整備に要す○駐在所における災害警備活動のための情報通信基盤整備に要す○駐在所における災害警備活動のための情報通信基盤整備に要す
　る経費　る経費　る経費　る経費

9999 1111
2222
4444

防防防防 災災災災 危危危危 機機機機 管管管管 理理理理
体体体体 制制制制 整整整整 備備備備 費費費費

14,81314,81314,81314,813

警警警警 察察察察 本本本本 部部部部

財財財財 務務務務 課課課課 10101010 1111 4444

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

6,1006,1006,1006,100

債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為

新新新新
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