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一般会計予算のフレーム
（単位:億円、％）

比　　較

増　減
B－Ｅ

伸　率
Ｂ / Ｅ

増　減
Ｃ－Ｆ

伸　率
Ｃ / Ｆ

人件費 4,933 4,933 4,922 4,922 12 100.2 12 100.2

区　　　分 合　計
 Ｃ＝A+Ｂ

合　計
 Ｆ＝Ｄ+Ｅ

当初予算２７年度
２月補正

(経済対策)A

２８年度
当初予算

Ｂ

２７年度
当初予算

Ｅ

２６年度
２月補正

(経済対策)D

当初 + 補正

比　　較

給与費 4,446 4,446 4,443 4,443 3 100.1 3 100.1

退職手当 487 487 478 478 9 101.8 9 101.8

社会保障費 3,140 3,140 3,084 3,084 55 101.8 55 101.8

公債費 2,191 2,191 2,156 2,156 35 101.6 35 101.6

補助事業費 97 993 1,090 139 864 1,004 128 114.9 86 108.6

単独事業費 3 834 837 0 853 853 △ 19 97.8 △ 16 98.1公
共

歳
　

3 834 837 0 853 853 △ 19 97.8 △ 16 98.1

100 1,827 1,927 140 1,717 1,857 110 106.4 70 103.8

直轄事業負担⾦ 15 198 214 3 170 174 28 116.2 40 122.9

115 2,025 2,140 143 1,887 2,030 137 107.3 110 105.4

共
事
業
費

計

小　　計
　
　
　
出

115 2,025 2,140 143 1,887 2,030 137 107.3 110 105.4

災害復旧費 12 12 18 18 △ 5 69.8 △ 5 69.8

⾏政施策費 40 2,451 2,491 65 2,448 2,513 2 100.1 △ 22 99.1

市町村交付⾦等 3,103 3,103 3,069 3,069 35 101.1 35 101.1

計

市町村交付⾦等 3,103 3,103 3,069 3,069 35 101.1 35 101.1

その他 65 171 236 6 185 191 △ 15 92.2 45 123.5

221 18,026 18,247 213 17,770 17,983 257 101.4 264 101.5

県税等 8,307 8,307 8,049 8,049 257 103.2 257 103.2

合　 計

県税等 8,307 8,307 8,049 8,049 257 103.2 257 103.2

地方譲与税等 842 842 888 888 △ 45 94.9 △ 45 94.9

地方交付税 9 2,775 2,783 2,670 2,670 105 103.9 114 104.3

国庫⽀出⾦ 135 1,973 2,108 163 1,887 2,049 86 104.6 59 102.9国庫⽀出⾦ 135 1,973 2,108 163 1,887 2,049 86 104.6 59 102.9

県債 60 2,235 2,295 40 2,347 2,387 △ 111 95.3 △ 92 96.2

通常債 60 1,295 1,355 40 1,233 1,274 62 105.0 82 106.4

歳
　
　
　
入

臨時財政対策債 940 940 1,113 1,113 △ 173 84.4 △ 173 84.4

11 11 40 40 △ 40 皆減 △ 29 27.1

その他 6 1,895 1,901 11 1,890 1,901 5 100.3 0 100.0

入

財政調整等三基⾦繰入⾦

221 18,026 18,247 213 17,770 17,983 257 101.4 264 101.5

※ 表示未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある。

合　 計
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3,103

(17.2%)

その他 171(0.9%)

義そ

歳 入

平成２８年度⼀般会計当初予算

歳 出
総額 １兆8,026億円

県債
2,235

(12.4%)

※表示未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある。

＜単位：億円　(  )は構成比で％＞
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（単位：千円、％）

２８ 年 度 ２７ 年 度 予算増減額

当初予算額 当初予算額 (対前年)

① ② ①－② ①／②

172,607,353 171,122,229 1,485,124 100.9

25,480,182 25,284,961 195,221 100.8

2,317,642 2,491,684 ▲ 174,042 93.0

200,405,177 198,898,874 1,506,303 100.8

6,204,299 5,831,690 372,609 106.4

124,149,958 109,743,428 14,406,530 113.1

130,354,257 115,575,118 14,779,139 112.8

118,013,703 110,578,248 7,435,455 106.7

66,765,432 71,699,974 ▲ 4,934,542 93.1

184,779,135 182,278,222 2,500,913 101.4

小　　　計

事

業

税

個　　　人

法　　　人

小　　　計
地
方
消
費
税

譲　渡　割

貨　物　割

小　　　計

平成２８年２月１５日　

平成２８年度県税当初予算対比表

区　　　分
増減率

県

民

税

個　　　人

法　　　人

利　子　割

担当課 税務課

内 線 ２２８３

直 通 092-643-3063

担 当 豊坂

15,610,909 15,553,909 57,000 100.4

6,468,092 6,324,400 143,692 102.3

1,035,096 1,032,961 2,135 100.2

4,718,911 4,109,871 609,040 114.8

37,854,100 38,533,303 ▲ 679,203 98.2

58,043,532 58,823,453 ▲ 779,921 98.7

5,254 5,749 ▲ 495 91.4

21,274 24,366 ▲ 3,092 87.3

161,769 168,924 ▲ 7,155 95.8

639,457,506 621,329,150 18,128,356 102.9

191,196,284 183,587,245 7,609,039 104.1

830,653,790 804,916,395 25,737,395 103.2

173,981,910 173,154,771 827,139 100.5

656,671,880 631,761,624 24,910,256 103.9

149,630,140 135,028,389 14,601,751 110.8

（参　考）

58,361,463 66,236,732 ▲ 7,875,269 88.1

697,818,969 687,565,882 10,253,087 101.5県税合計 ＋ 地方法人特別税

鉱 区 税

狩 猟 税

産 業 廃 棄 物 税

県　税　合　計

地方消費税清算金(歳入)

県　　税　　等

地方消費税清算金(歳出)

合計(地方消費税清算後)

（法 人 二 税）

地方法人特別税 (国税 )

自 動 車 税

不 動 産 取 得 税

県 た ば こ 税

ゴ ル フ 場 利 用 税

自 動 車 取 得 税

軽 油 引 取 税
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（単位：億円）
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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

2222 1111 1111 [新][新][新][新]
新新新新行行行行政政政政改改改改革革革革大大大大綱綱綱綱
策策策策 定定定定 費費費費

3,0053,0053,0053,005 3,0053,0053,0053,005 ○○○○ 新たな行政改革大綱の策定に要する経費新たな行政改革大綱の策定に要する経費新たな行政改革大綱の策定に要する経費新たな行政改革大綱の策定に要する経費

2222 1111 4444 [新][新][新][新]
行行行行 政政政政 不不不不 服服服服 審審審審 査査査査
事事事事 務務務務 費費費費

927927927927 927927927927 ○○○○ 行政不服審査会の運営に要する経費行政不服審査会の運営に要する経費行政不服審査会の運営に要する経費行政不服審査会の運営に要する経費

[新][新][新][新]
職員研修所における一般職員を対象とした手話研修の職員研修所における一般職員を対象とした手話研修の職員研修所における一般職員を対象とした手話研修の職員研修所における一般職員を対象とした手話研修の
実施に要する経費実施に要する経費実施に要する経費実施に要する経費

982982982982

[新][新][新][新]
全戸配布広報紙「福岡県だより」の点字版作成等に要全戸配布広報紙「福岡県だより」の点字版作成等に要全戸配布広報紙「福岡県だより」の点字版作成等に要全戸配布広報紙「福岡県だより」の点字版作成等に要
する経費する経費する経費する経費

7,3277,3277,3277,327

再再再再 生生生生 可可可可 能能能能
エエエエ ネネネネ ルルルル ギギギギ ーーーー 等等等等
導導導導 入入入入 促促促促 進進進進 費費費費

632632632632 632632632632 [新][新][新][新] 再生可能エネルギー導入支援アドバイザー派遣事業費再生可能エネルギー導入支援アドバイザー派遣事業費再生可能エネルギー導入支援アドバイザー派遣事業費再生可能エネルギー導入支援アドバイザー派遣事業費

[新][新][新][新] 次次次次期期期期計計計計画画画画策策策策定定定定費費費費 5,7935,7935,7935,793 5,7935,7935,7935,793 ○○○○ 福岡県総合計画の次期計画策定に要する経費福岡県総合計画の次期計画策定に要する経費福岡県総合計画の次期計画策定に要する経費福岡県総合計画の次期計画策定に要する経費

○○○○ 京築連帯アメニティ都市圏推進会議負担金等京築連帯アメニティ都市圏推進会議負担金等京築連帯アメニティ都市圏推進会議負担金等京築連帯アメニティ都市圏推進会議負担金等

[新][新][新][新]
・[新]京築神楽の国重要無形民俗文化財指定を契機と・[新]京築神楽の国重要無形民俗文化財指定を契機と・[新]京築神楽の国重要無形民俗文化財指定を契機と・[新]京築神楽の国重要無形民俗文化財指定を契機と
するシンポジウム開催費するシンポジウム開催費するシンポジウム開催費するシンポジウム開催費

○○○○ 遠賀・中間地域のプロジェクトの実施に要する経費遠賀・中間地域のプロジェクトの実施に要する経費遠賀・中間地域のプロジェクトの実施に要する経費遠賀・中間地域のプロジェクトの実施に要する経費

[新][新][新][新]
・[新]郷土愛を持つ人材を育成する「遠賀・中間学」・[新]郷土愛を持つ人材を育成する「遠賀・中間学」・[新]郷土愛を持つ人材を育成する「遠賀・中間学」・[新]郷土愛を持つ人材を育成する「遠賀・中間学」
事業費事業費事業費事業費

○○○○
市町村が総合戦略に位置付けて実施する施設整備等に市町村が総合戦略に位置付けて実施する施設整備等に市町村が総合戦略に位置付けて実施する施設整備等に市町村が総合戦略に位置付けて実施する施設整備等に
要する資金の低利貸付要する資金の低利貸付要する資金の低利貸付要する資金の低利貸付

期　　間：平成28～31年度期　　間：平成28～31年度期　　間：平成28～31年度期　　間：平成28～31年度

貸付総枠：30億円貸付総枠：30億円貸付総枠：30億円貸付総枠：30億円

利　　率：財政融資資金貸付金利の1/2利　　率：財政融資資金貸付金利の1/2利　　率：財政融資資金貸付金利の1/2利　　率：財政融資資金貸付金利の1/2

[新][新][新][新] サーバ統合基盤の運用に要する経費サーバ統合基盤の運用に要する経費サーバ統合基盤の運用に要する経費サーバ統合基盤の運用に要する経費 66,02566,02566,02566,025

[新][新][新][新]
庁内ネットワークの分離による情報セキュリティ対策庁内ネットワークの分離による情報セキュリティ対策庁内ネットワークの分離による情報セキュリティ対策庁内ネットワークの分離による情報セキュリティ対策
強化に要する経費強化に要する経費強化に要する経費強化に要する経費

23,83623,83623,83623,836

○○○○
市町村が行うコミュニティバス路線等の維持・確保に市町村が行うコミュニティバス路線等の維持・確保に市町村が行うコミュニティバス路線等の維持・確保に市町村が行うコミュニティバス路線等の維持・確保に
対する助成対する助成対する助成対する助成

[新][新][新][新]
・[新]新規路線開設を促進するための補助率の上乗せ・[新]新規路線開設を促進するための補助率の上乗せ・[新]新規路線開設を促進するための補助率の上乗せ・[新]新規路線開設を促進するための補助率の上乗せ
制度の創設制度の創設制度の創設制度の創設

8,0008,0008,0008,000

[新][新][新][新]
市町村が行う地域コミュニティ運送実証実験に対する市町村が行う地域コミュニティ運送実証実験に対する市町村が行う地域コミュニティ運送実証実験に対する市町村が行う地域コミュニティ運送実証実験に対する
助成助成助成助成

1,3001,3001,3001,300

[新][新][新][新] 鉄道事業者が行う車両の法定点検に対する助成鉄道事業者が行う車両の法定点検に対する助成鉄道事業者が行う車両の法定点検に対する助成鉄道事業者が行う車両の法定点検に対する助成

・甘木鉄道(株)・甘木鉄道(株)・甘木鉄道(株)・甘木鉄道(株) 6,4586,4586,4586,458

・平成筑豊鉄道(株)・平成筑豊鉄道(株)・平成筑豊鉄道(株)・平成筑豊鉄道(株) 10,69710,69710,69710,697

[新][新][新][新]
地地地地域域域域鉄鉄鉄鉄道道道道活活活活性性性性化化化化
推推推推 進進進進 費費費費

347347347347 347347347347 ○○○○
甘木鉄道、筑豊電気鉄道、平成筑豊鉄道の利用促進の甘木鉄道、筑豊電気鉄道、平成筑豊鉄道の利用促進の甘木鉄道、筑豊電気鉄道、平成筑豊鉄道の利用促進の甘木鉄道、筑豊電気鉄道、平成筑豊鉄道の利用促進の
ための協議会の設置に要する経費ための協議会の設置に要する経費ための協議会の設置に要する経費ための協議会の設置に要する経費

○○○○ 記念式典への県代表団派遣等に要する経費記念式典への県代表団派遣等に要する経費記念式典への県代表団派遣等に要する経費記念式典への県代表団派遣等に要する経費

時　期：平成28年10月時　期：平成28年10月時　期：平成28年10月時　期：平成28年10月

開催地：メキシコ（メキシコシティ市）等開催地：メキシコ（メキシコシティ市）等開催地：メキシコ（メキシコシティ市）等開催地：メキシコ（メキシコシティ市）等

○○○○ 「福岡フェア」の開催等に要する経費「福岡フェア」の開催等に要する経費「福岡フェア」の開催等に要する経費「福岡フェア」の開催等に要する経費

時　期：平成29年1月時　期：平成29年1月時　期：平成29年1月時　期：平成29年1月

開催地：アメリカ（ハワイ州）開催地：アメリカ（ハワイ州）開催地：アメリカ（ハワイ州）開催地：アメリカ（ハワイ州）

[新][新][新][新]
ババババンンンンココココクククク都都都都友友友友好好好好
提提提提 携携携携 10101010 周周周周 年年年年
記記記記 念念念念 事事事事 業業業業 費費費費

11,62111,62111,62111,621 11,62111,62111,62111,621 ○○○○ バンコク都友好訪問団の受入に要する経費バンコク都友好訪問団の受入に要する経費バンコク都友好訪問団の受入に要する経費バンコク都友好訪問団の受入に要する経費

文文文文 化化化化 振振振振 興興興興 費費費費 1,4171,4171,4171,417 1,4171,4171,4171,417 [新][新][新][新] 大濠公園能楽堂開館30周年記念公演開催費大濠公園能楽堂開館30周年記念公演開催費大濠公園能楽堂開館30周年記念公演開催費大濠公園能楽堂開館30周年記念公演開催費

○○○○
「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産保全・活「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産保全・活「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産保全・活「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産保全・活
用事業費用事業費用事業費用事業費

[新][新][新][新]
・[新]大牟田市が行う旧長崎税関三池税関支署の公有・[新]大牟田市が行う旧長崎税関三池税関支署の公有・[新]大牟田市が行う旧長崎税関三池税関支署の公有・[新]大牟田市が行う旧長崎税関三池税関支署の公有
化等に対する助成化等に対する助成化等に対する助成化等に対する助成

2,6882,6882,6882,688

[新][新][新][新]
大規模国際大会を契機としたスポーツ体験教室の開催大規模国際大会を契機としたスポーツ体験教室の開催大規模国際大会を契機としたスポーツ体験教室の開催大規模国際大会を契機としたスポーツ体験教室の開催
に要する経費に要する経費に要する経費に要する経費

4,9404,9404,9404,940

[新][新][新][新]
リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック大会リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック大会リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック大会リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック大会
出場選手の表彰に要する経費出場選手の表彰に要する経費出場選手の表彰に要する経費出場選手の表彰に要する経費

2,9062,9062,9062,906

障障障障害害害害者者者者ススススポポポポーーーーツツツツ
推推推推 進進進進 費費費費

6,9896,9896,9896,989 6,9896,9896,9896,989 [新][新][新][新]
障害者スポーツトップアスリートの発掘・育成に要す障害者スポーツトップアスリートの発掘・育成に要す障害者スポーツトップアスリートの発掘・育成に要す障害者スポーツトップアスリートの発掘・育成に要す
る経費る経費る経費る経費

福福福福岡岡岡岡県県県県男男男男女女女女共共共共同同同同
参参参参 画画画画 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー
運運運運 営営営営 費費費費

3,2643,2643,2643,264 1,4361,4361,4361,436 1,8281,8281,8281,828 [新][新][新][新]
福岡県男女共同参画センター20周年記念シンポジウム福岡県男女共同参画センター20周年記念シンポジウム福岡県男女共同参画センター20周年記念シンポジウム福岡県男女共同参画センター20周年記念シンポジウム
の開催等に要する経費の開催等に要する経費の開催等に要する経費の開催等に要する経費

[新][新][新][新] 福岡県女性の活躍応援会議の設置に要する経費福岡県女性の活躍応援会議の設置に要する経費福岡県女性の活躍応援会議の設置に要する経費福岡県女性の活躍応援会議の設置に要する経費 156156156156

[新][新][新][新] 女性活躍支援の手引きの作成に要する経費女性活躍支援の手引きの作成に要する経費女性活躍支援の手引きの作成に要する経費女性活躍支援の手引きの作成に要する経費 2,6892,6892,6892,689

[新][新][新][新]
中小企業における女性活躍推進の取組を支援するため中小企業における女性活躍推進の取組を支援するため中小企業における女性活躍推進の取組を支援するため中小企業における女性活躍推進の取組を支援するため
のコンサルタント派遣に要する経費のコンサルタント派遣に要する経費のコンサルタント派遣に要する経費のコンサルタント派遣に要する経費

900900900900

配配配配 偶偶偶偶 者者者者 かかかか らららら のののの
暴暴暴暴 力力力力 防防防防 止止止止 対対対対 策策策策
強強強強 化化化化 費費費費

4,4454,4454,4454,445 4,4454,4454,4454,445 [新][新][新][新] 男性やＬＧＢＴ専用の相談窓口の設置に要する経費男性やＬＧＢＴ専用の相談窓口の設置に要する経費男性やＬＧＢＴ専用の相談窓口の設置に要する経費男性やＬＧＢＴ専用の相談窓口の設置に要する経費

安安安安 全全全全 ・・・・ 安安安安 心心心心
まままま ちちちち づづづづ くくくく りりりり
推推推推 進進進進 費費費費

655655655655 655655655655 [新][新][新][新]
地域防犯団体参加推進のための青パト体験乗車の実施地域防犯団体参加推進のための青パト体験乗車の実施地域防犯団体参加推進のための青パト体験乗車の実施地域防犯団体参加推進のための青パト体験乗車の実施
に要する経費に要する経費に要する経費に要する経費

交交交交 通通通通 安安安安 全全全全 運運運運 動動動動
推推推推 進進進進 費費費費

5,0055,0055,0055,005 5,0055,0055,0055,005 [新][新][新][新]
市町村が実施する高齢者運転免許証自主返納促進事業市町村が実施する高齢者運転免許証自主返納促進事業市町村が実施する高齢者運転免許証自主返納促進事業市町村が実施する高齢者運転免許証自主返納促進事業
に対する助成に対する助成に対する助成に対する助成

8,3098,3098,3098,3092222 1111
2222

3333

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

県県県県 民民民民 情情情情 報報報報
広広広広 報報報報 課課課課

障障障障 害害害害 者者者者 とととと のののの
ｺｺｺｺ ﾐﾐﾐﾐ ｭｭｭｭ ﾆﾆﾆﾆ ｹｹｹｹ ｰーーー ｼｼｼｼ ｮｮｮｮ ﾝﾝﾝﾝ
推推推推 進進進進 費費費費

8,3098,3098,3098,309

2,6882,6882,6882,6882,6882,6882,6882,688

[新][新][新][新]
ハハハハ ワワワワ イイイイ 州州州州 姉姉姉姉 妹妹妹妹
提提提提 携携携携 35353535 周周周周 年年年年
記記記記 念念念念 事事事事 業業業業 費費費費

ふふふふ くくくく おおおお かかかか
スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ 振振振振 興興興興
ププププ ロロロロ ジジジジ ェェェェ クククク トトトト
事事事事 業業業業 費費費費

7,8467,8467,8467,846

平成２８年度当初予算における新規事業について平成２８年度当初予算における新規事業について平成２８年度当初予算における新規事業について平成２８年度当初予算における新規事業について

[新][新][新][新]

（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 概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要予 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

499499499499

9,3009,3009,3009,300

7,8467,8467,8467,846

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

499499499499

地地地地 方方方方 創創創創 生生生生 推推推推 進進進進
資資資資 金金金金 貸貸貸貸 付付付付 金金金金

地地地地 方方方方 ババババ スススス 運運運運 行行行行
確確確確 保保保保 対対対対 策策策策 費費費費

9,3009,3009,3009,300

遠遠遠遠賀賀賀賀・・・・中中中中間間間間地地地地域域域域
活活活活 性性性性 化化化化 事事事事 業業業業 費費費費

海海海海外外外外福福福福岡岡岡岡県県県県人人人人会会会会
世世世世 界界界界 大大大大 会会会会 等等等等
事事事事 業業業業 費費費費

15,20715,20715,20715,207

第第第第 三三三三 セセセセ クククク タタタタ ーーーー
鉄鉄鉄鉄 道道道道 等等等等 近近近近 代代代代 化化化化
設設設設 備備備備 整整整整 備備備備 費費費費

17,15517,15517,15517,15517,15517,15517,15517,155

19,41419,41419,41419,414

3,7453,7453,7453,745 749749749749

15,20715,20715,20715,207

19,41419,41419,41419,414

2222

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

総総総総
務務務務
部部部部

総総総総 合合合合 政政政政 策策策策 課課課課 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

2222 2222

京京京京築築築築連連連連帯帯帯帯ｱｱｱｱ ﾒﾒﾒﾒ ﾆﾆﾆﾆ ﾃﾃﾃﾃ ｨｨｨｨ
都都都都 市市市市 圏圏圏圏 構構構構 想想想想
推推推推 進進進進 費費費費

1,0901,0901,0901,090

交交交交 通通通通 政政政政 策策策策 課課課課 2222 2222 3333

1,0901,0901,0901,090

市市市市町町町町村村村村支支支支援援援援課課課課

情情情情 報報報報 政政政政 策策策策 課課課課 2222 2222 6666 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 89,86189,86189,86189,861 89,86189,86189,86189,861

1111 2222

7777

地地地地 域域域域 課課課課 2222 2222 7777

2,9962,9962,9962,996

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

[新][新][新][新]国国国国 際際際際 政政政政 策策策策 課課課課 2222 2222

働働働働くくくく場場場場ににににおおおおけけけけるるるる
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

文文文文 化化化化 振振振振 興興興興 課課課課 5555

1111 2222

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

5555

スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ
振振振振 興興興興 課課課課

5555 1111 2222
人人人人
づづづづ
くくくく
りりりり
・・・・
県県県県
民民民民
生生生生
活活活活
部部部部 1111 2222

生生生生 活活活活 安安安安 全全全全 課課課課 5555
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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 概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要予 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

○○○○
飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の施行に要する飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の施行に要する飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の施行に要する飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の施行に要する
経費経費経費経費

[新][新][新][新]
・[新]県内自動車学校で視聴する啓発ＤＶＤの作成及・[新]県内自動車学校で視聴する啓発ＤＶＤの作成及・[新]県内自動車学校で視聴する啓発ＤＶＤの作成及・[新]県内自動車学校で視聴する啓発ＤＶＤの作成及
び配布に要する経費び配布に要する経費び配布に要する経費び配布に要する経費

消消消消 費費費費 者者者者 行行行行 政政政政
活活活活 性性性性 化化化化 事事事事 業業業業 費費費費

6,3316,3316,3316,331 6,3316,3316,3316,331 [新][新][新][新]
高齢者被害防止のための地域見守り力向上啓発等に要高齢者被害防止のための地域見守り力向上啓発等に要高齢者被害防止のための地域見守り力向上啓発等に要高齢者被害防止のための地域見守り力向上啓発等に要
する経費する経費する経費する経費

性性性性 犯犯犯犯 罪罪罪罪 対対対対 策策策策 費費費費 6,3356,3356,3356,335 6,3356,3356,3356,335 [新][新][新][新]
市町村が行う性犯罪防止のためのカメラ設置に対する市町村が行う性犯罪防止のためのカメラ設置に対する市町村が行う性犯罪防止のためのカメラ設置に対する市町村が行う性犯罪防止のためのカメラ設置に対する
助成助成助成助成

政政政政 策策策策 課課課課 10101010 8888 3333 [新][新][新][新]
高高高高齢齢齢齢者者者者歯歯歯歯科科科科口口口口腔腔腔腔
機機機機能能能能向向向向上上上上事事事事業業業業費費費費

16,75416,75416,75416,754 14,35414,35414,35414,354 2,4002,4002,4002,400 ○○○○
九州歯科大学が行う摂食嚥下に関する歯科医師向けの九州歯科大学が行う摂食嚥下に関する歯科医師向けの九州歯科大学が行う摂食嚥下に関する歯科医師向けの九州歯科大学が行う摂食嚥下に関する歯科医師向けの
専門研修等に対する助成専門研修等に対する助成専門研修等に対する助成専門研修等に対する助成

青青青青少少少少年年年年育育育育成成成成課課課課 10101010 10101010 1111 [新][新][新][新]
乳乳乳乳幼幼幼幼児児児児期期期期のののの読読読読書書書書
活活活活 動動動動 推推推推 進進進進 費費費費

2,8292,8292,8292,829 2,8292,8292,8292,829 ○○○○
専門知識を有する幼児読書ボランティアの養成に要す専門知識を有する幼児読書ボランティアの養成に要す専門知識を有する幼児読書ボランティアの養成に要す専門知識を有する幼児読書ボランティアの養成に要す
る経費る経費る経費る経費

いいいい きききき いいいい きききき 健健健健 康康康康
づづづづ くくくく りりりり 推推推推 進進進進 費費費費

1,6711,6711,6711,671 1,6711,6711,6711,671 [新][新][新][新]
市町村が行う健康づくりイベントにおける健康測定機市町村が行う健康づくりイベントにおける健康測定機市町村が行う健康づくりイベントにおける健康測定機市町村が行う健康づくりイベントにおける健康測定機
器による測定の実施に要する経費器による測定の実施に要する経費器による測定の実施に要する経費器による測定の実施に要する経費

ががががんんんん対対対対策策策策推推推推進進進進費費費費 8,3948,3948,3948,394 4,1974,1974,1974,197 4,1974,1974,1974,197 [新][新][新][新] 地域がん診療病院の相談支援事業等への助成地域がん診療病院の相談支援事業等への助成地域がん診療病院の相談支援事業等への助成地域がん診療病院の相談支援事業等への助成

○○○○
飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の施行に要する飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の施行に要する飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の施行に要する飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の施行に要する
経費経費経費経費

[新][新][新][新] ・[新]適正飲酒指導の事例検討会等に要する経費・[新]適正飲酒指導の事例検討会等に要する経費・[新]適正飲酒指導の事例検討会等に要する経費・[新]適正飲酒指導の事例検討会等に要する経費

アアアア ルルルル ココココ ーーーー ルルルル
依依依依 存存存存 症症症症 支支支支 援援援援 費費費費

3,4863,4863,4863,486 3,4863,4863,4863,486 [新][新][新][新]
一般科医及び大学等の職員に対するアルコール健康障一般科医及び大学等の職員に対するアルコール健康障一般科医及び大学等の職員に対するアルコール健康障一般科医及び大学等の職員に対するアルコール健康障
害に関する研修に要する経費害に関する研修に要する経費害に関する研修に要する経費害に関する研修に要する経費

保保保保 健健健健 衛衛衛衛 生生生生 課課課課 3333 3333 3333
食食食食 のののの 安安安安 全全全全 対対対対 策策策策
推推推推 進進進進 費費費費

6,7116,7116,7116,711 6,7116,7116,7116,711 [新][新][新][新]
中小規模食品事業所を対象としたＨＡＣＣＰ導入実証中小規模食品事業所を対象としたＨＡＣＣＰ導入実証中小規模食品事業所を対象としたＨＡＣＣＰ導入実証中小規模食品事業所を対象としたＨＡＣＣＰ導入実証
に要する経費に要する経費に要する経費に要する経費

医医医医 療療療療 指指指指 導導導導 課課課課 3333 4444 2222
周周周周 産産産産 期期期期 医医医医 療療療療
対対対対 策策策策 費費費費

13,51313,51313,51313,513 6,7566,7566,7566,756 6,7576,7576,7576,757 [新][新][新][新]
福岡地域において周産期母子医療センター等への母体福岡地域において周産期母子医療センター等への母体福岡地域において周産期母子医療センター等への母体福岡地域において周産期母子医療センター等への母体
搬送の受入調整を行うコーディネーターの設置経費搬送の受入調整を行うコーディネーターの設置経費搬送の受入調整を行うコーディネーターの設置経費搬送の受入調整を行うコーディネーターの設置経費

○○○○ 地域における連携促進に要する経費地域における連携促進に要する経費地域における連携促進に要する経費地域における連携促進に要する経費

[新][新][新][新] ・[新]病床機能分化・連携促進費・[新]病床機能分化・連携促進費・[新]病床機能分化・連携促進費・[新]病床機能分化・連携促進費 17,57917,57917,57917,579

○○○○ 在宅医療サービスの充実に要する経費在宅医療サービスの充実に要する経費在宅医療サービスの充実に要する経費在宅医療サービスの充実に要する経費

[新][新][新][新] ・[新]訪問看護ステーション連携強化・看取り促進費・[新]訪問看護ステーション連携強化・看取り促進費・[新]訪問看護ステーション連携強化・看取り促進費・[新]訪問看護ステーション連携強化・看取り促進費 8,7928,7928,7928,792

○○○○ 医師等の確保・養成に要する経費医師等の確保・養成に要する経費医師等の確保・養成に要する経費医師等の確保・養成に要する経費

[新][新][新][新] ・[新]総合診療専門研修指導医養成支援費・[新]総合診療専門研修指導医養成支援費・[新]総合診療専門研修指導医養成支援費・[新]総合診療専門研修指導医養成支援費 9,0249,0249,0249,024

○○○○ 看護師等の確保・養成に要する経費看護師等の確保・養成に要する経費看護師等の確保・養成に要する経費看護師等の確保・養成に要する経費

[新][新][新][新] ・[新]外国人看護師候補者資格取得支援費・[新]外国人看護師候補者資格取得支援費・[新]外国人看護師候補者資格取得支援費・[新]外国人看護師候補者資格取得支援費 19,01119,01119,01119,011

国国国国 民民民民 健健健健 康康康康 保保保保 険険険険
総総総総 合合合合 推推推推 進進進進 費費費費

665665665665 665665665665 [新][新][新][新]
市町村国保における保険料収納率の向上を図るための市町村国保における保険料収納率の向上を図るための市町村国保における保険料収納率の向上を図るための市町村国保における保険料収納率の向上を図るための
研修に要する経費研修に要する経費研修に要する経費研修に要する経費

[新][新][新][新]
国国国国 民民民民 健健健健 康康康康 保保保保 険険険険
財財財財 政政政政 安安安安 定定定定 化化化化
基基基基 金金金金 積積積積 立立立立 金金金金

1,536,6391,536,6391,536,6391,536,639 1,534,4001,534,4001,534,4001,534,400 2,2392,2392,2392,239 ○○○○ 国民健康保険財政安定化基金の積立てに要する経費国民健康保険財政安定化基金の積立てに要する経費国民健康保険財政安定化基金の積立てに要する経費国民健康保険財政安定化基金の積立てに要する経費

○○○○ 介護従事者の確保・養成に要する経費介護従事者の確保・養成に要する経費介護従事者の確保・養成に要する経費介護従事者の確保・養成に要する経費

[新][新][新][新] ・[新]介護職員キャリアパス構築支援費・[新]介護職員キャリアパス構築支援費・[新]介護職員キャリアパス構築支援費・[新]介護職員キャリアパス構築支援費

3333 6666 1111
介介介介 護護護護 福福福福 祉祉祉祉 士士士士
修修修修 学学学学 資資資資 金金金金 等等等等
貸貸貸貸 付付付付 事事事事 業業業業 費費費費

13,94413,94413,94413,944 13,94413,94413,94413,944 [新][新][新][新]
県社協が行う潜在介護人材への就職準備金の貸付けに県社協が行う潜在介護人材への就職準備金の貸付けに県社協が行う潜在介護人材への就職準備金の貸付けに県社協が行う潜在介護人材への就職準備金の貸付けに
対する助成対する助成対する助成対する助成

ひひひひ とととと りりりり 暮暮暮暮 らららら しししし
高高高高 齢齢齢齢 者者者者 見見見見 守守守守 りりりり
活活活活 動動動動 推推推推 進進進進 費費費費

1,4941,4941,4941,494 1,4941,4941,4941,494 [新][新][新][新]
多重的見守り体制の強化に向けた市町村等関係者によ多重的見守り体制の強化に向けた市町村等関係者によ多重的見守り体制の強化に向けた市町村等関係者によ多重的見守り体制の強化に向けた市町村等関係者によ
る検討会議に要する経費る検討会議に要する経費る検討会議に要する経費る検討会議に要する経費

[新][新][新][新]
若若若若 年年年年 性性性性 認認認認 知知知知 症症症症
施施施施 策策策策 推推推推 進進進進 費費費費

5,8565,8565,8565,856 2,9282,9282,9282,928 2,9282,9282,9282,928 ○○○○ 若年性認知症に関する相談・支援に要する経費若年性認知症に関する相談・支援に要する経費若年性認知症に関する相談・支援に要する経費若年性認知症に関する相談・支援に要する経費

介介介介 護護護護 保保保保 険険険険 課課課課 3333 5555 3333 [新][新][新][新]
住住住住 宅宅宅宅 型型型型 有有有有 料料料料
老老老老 人人人人 ホホホホ ーーーー ムムムム 等等等等
安安安安心心心心点点点点検検検検事事事事業業業業費費費費

1,7591,7591,7591,759 1,7591,7591,7591,759 ○○○○
住宅型有料老人ホームの運営に関する指導の強化等に住宅型有料老人ホームの運営に関する指導の強化等に住宅型有料老人ホームの運営に関する指導の強化等に住宅型有料老人ホームの運営に関する指導の強化等に
要する経費要する経費要する経費要する経費

福福福福 祉祉祉祉 総総総総 務務務務 課課課課 5555 2222 1111 [新][新][新][新]
民民民民生生生生委委委委員員員員確確確確保保保保対対対対
策策策策 事事事事 業業業業 費費費費

3,7683,7683,7683,768 3,7683,7683,7683,768 ○○○○
福岡県民生委員児童委員協議会が行う民生委員のなり福岡県民生委員児童委員協議会が行う民生委員のなり福岡県民生委員児童委員協議会が行う民生委員のなり福岡県民生委員児童委員協議会が行う民生委員のなり
手の確保への取組に対する助成手の確保への取組に対する助成手の確保への取組に対する助成手の確保への取組に対する助成

子子子子育育育育てててて支支支支援援援援課課課課 5555 3333 1111
保保保保 育育育育 対対対対 策策策策 等等等等
促促促促 進進進進 費費費費

23,65723,65723,65723,657 23,65723,65723,65723,657 [新][新][新][新] 保育士就職支援資金貸付事業費補助金保育士就職支援資金貸付事業費補助金保育士就職支援資金貸付事業費補助金保育士就職支援資金貸付事業費補助金

○○○○ 就労による自立促進を図るための助成就労による自立促進を図るための助成就労による自立促進を図るための助成就労による自立促進を図るための助成

[新][新][新][新] ・[新]高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金・[新]高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金・[新]高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金・[新]高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

[新][新][新][新]

ひひひひ とととと りりりり 親親親親 家家家家 庭庭庭庭
高高高高 等等等等 職職職職 業業業業 訓訓訓訓 練練練練
促促促促 進進進進 資資資資 金金金金 貸貸貸貸 付付付付
事事事事 業業業業 費費費費

8,1338,1338,1338,133 8,1338,1338,1338,133 ○○○○
高等職業訓練促進給付金受給者を対象とした入学準備高等職業訓練促進給付金受給者を対象とした入学準備高等職業訓練促進給付金受給者を対象とした入学準備高等職業訓練促進給付金受給者を対象とした入学準備
金等の貸付に対する助成金等の貸付に対する助成金等の貸付に対する助成金等の貸付に対する助成

[新][新][新][新] 新生児里親講習会の開催等に要する経費新生児里親講習会の開催等に要する経費新生児里親講習会の開催等に要する経費新生児里親講習会の開催等に要する経費 1,0421,0421,0421,042

[新][新][新][新] 児童養護施設退所者等に対する大学等進学費用の助成児童養護施設退所者等に対する大学等進学費用の助成児童養護施設退所者等に対する大学等進学費用の助成児童養護施設退所者等に対する大学等進学費用の助成 3,0003,0003,0003,000

[新][新][新][新]
児童養護施設等が行う新規採用職員の確保、離職防止児童養護施設等が行う新規採用職員の確保、離職防止児童養護施設等が行う新規採用職員の確保、離職防止児童養護施設等が行う新規採用職員の確保、離職防止
対策に対する助成対策に対する助成対策に対する助成対策に対する助成

6,3056,3056,3056,305

[新][新][新][新]

児児児児 童童童童 養養養養 護護護護 施施施施 設設設設
退退退退 所所所所 者者者者 等等等等
自自自自 立立立立 支支支支 援援援援 資資資資 金金金金
貸貸貸貸 付付付付 事事事事 業業業業 費費費費

7,9527,9527,9527,952 7,9527,9527,9527,952 ○○○○
児童養護施設退所者等を対象とした家賃等の貸付に対児童養護施設退所者等を対象とした家賃等の貸付に対児童養護施設退所者等を対象とした家賃等の貸付に対児童養護施設退所者等を対象とした家賃等の貸付に対
する助成する助成する助成する助成

○○○○
一時保護所を併設する宗像児童相談所の移転新築に係一時保護所を併設する宗像児童相談所の移転新築に係一時保護所を併設する宗像児童相談所の移転新築に係一時保護所を併設する宗像児童相談所の移転新築に係
る基本・実施設計等に要する経費る基本・実施設計等に要する経費る基本・実施設計等に要する経費る基本・実施設計等に要する経費

工期：平成28～30年度工期：平成28～30年度工期：平成28～30年度工期：平成28～30年度

債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為 33,87433,87433,87433,874 18,40018,40018,40018,400 15,47415,47415,47415,474

障障障障害害害害者者者者福福福福祉祉祉祉課課課課 5555 4444 1111
障障障障 害害害害 者者者者 とととと のののの
ｺｺｺｺ ﾐﾐﾐﾐ ｭｭｭｭ ﾆﾆﾆﾆ ｹｹｹｹ ｰーーー ｼｼｼｼ ｮｮｮｮ ﾝﾝﾝﾝ
推推推推 進進進進 費費費費

1,1661,1661,1661,166 1,1661,1661,1661,166 [新][新][新][新]
県民相談窓口で対応する職員の手話奉仕員研修受講に県民相談窓口で対応する職員の手話奉仕員研修受講に県民相談窓口で対応する職員の手話奉仕員研修受講に県民相談窓口で対応する職員の手話奉仕員研修受講に
要する経費要する経費要する経費要する経費

178178178178

2222

飲飲飲飲 酒酒酒酒 運運運運 転転転転 撲撲撲撲 滅滅滅滅
運運運運 動動動動 推推推推 進進進進 費費費費

高高高高 齢齢齢齢 者者者者 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 課課課課

3333 5555 3333

3333 6666

5555

1,0751,0751,0751,0754,3004,3004,3004,300 3,2253,2253,2253,225

飲飲飲飲 酒酒酒酒 運運運運 転転転転 撲撲撲撲 滅滅滅滅
運運運運 動動動動 推推推推 進進進進 費費費費

178178178178

2,7152,7152,7152,715

母母母母 子子子子 父父父父 子子子子 家家家家 庭庭庭庭
自自自自立立立立支支支支援援援援給給給給付付付付費費費費

2,7152,7152,7152,715

生生生生 活活活活 安安安安 全全全全 課課課課 5555 1111 2222

人人人人
づづづづ
くくくく
りりりり
・・・・
県県県県
民民民民
生生生生
活活活活
部部部部

健健健健 康康康康 増増増増 進進進進 課課課課

3333 2222 2222

3333 2222 5555

2222

医医医医 療療療療 指指指指 導導導導 課課課課

高高高高 齢齢齢齢 者者者者 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 課課課課

3333 4444

2222

3333

4444

11,88711,88711,88711,887

54,40654,40654,40654,406
地地地地 域域域域 医医医医 療療療療 総総総総 合合合合
確確確確 保保保保 事事事事 業業業業 費費費費

医医医医 療療療療 保保保保 険険険険 課課課課 3333

11,88711,88711,88711,887

54,40654,40654,40654,406

6,6746,6746,6746,674

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

児児児児 童童童童 家家家家 庭庭庭庭 課課課課

5555 3333 1111

5555 3333 4444

地地地地 域域域域 介介介介 護護護護 総総総総 合合合合
確確確確 保保保保 事事事事 業業業業 費費費費

10,34710,34710,34710,347 3,6733,6733,6733,673

宗宗宗宗像像像像児児児児童童童童相相相相談談談談所所所所
整整整整 備備備備 費費費費

18,45918,45918,45918,459 10,75910,75910,75910,759

福福福福
祉祉祉祉
労労労労
働働働働
部部部部

7,7007,7007,7007,700

社社社社 会会会会 的的的的 擁擁擁擁 護護護護
推推推推 進進進進 費費費費

[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 概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要予 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

○○○○
事業所スタッフに対する人材育成研修の実施に要する事業所スタッフに対する人材育成研修の実施に要する事業所スタッフに対する人材育成研修の実施に要する事業所スタッフに対する人材育成研修の実施に要する
経費経費経費経費

2,4912,4912,4912,491

○○○○ 事業者に対する監査指導の強化に要する経費事業者に対する監査指導の強化に要する経費事業者に対する監査指導の強化に要する経費事業者に対する監査指導の強化に要する経費 499499499499

発発発発達達達達障障障障害害害害児児児児者者者者等等等等
支支支支 援援援援 費費費費

2,5812,5812,5812,581 958958958958 1,6231,6231,6231,623 [新][新][新][新] 発達障害の診断ができる医師等の育成に要する経費発達障害の診断ができる医師等の育成に要する経費発達障害の診断ができる医師等の育成に要する経費発達障害の診断ができる医師等の育成に要する経費

○○○○
粕屋新光園への児童精神科及び児童発達支援事業所の粕屋新光園への児童精神科及び児童発達支援事業所の粕屋新光園への児童精神科及び児童発達支援事業所の粕屋新光園への児童精神科及び児童発達支援事業所の
設置に要する経費設置に要する経費設置に要する経費設置に要する経費

2,7522,7522,7522,752

○○○○ 動物介在療法（ホースセラピー）の実施に要する経費動物介在療法（ホースセラピー）の実施に要する経費動物介在療法（ホースセラピー）の実施に要する経費動物介在療法（ホースセラピー）の実施に要する経費 3,4173,4173,4173,417

○○○○
介護老人保健施設を活用したレスパイトケアサービス介護老人保健施設を活用したレスパイトケアサービス介護老人保健施設を活用したレスパイトケアサービス介護老人保健施設を活用したレスパイトケアサービス
の利用促進に要する経費の利用促進に要する経費の利用促進に要する経費の利用促進に要する経費

1,4241,4241,4241,424

○○○○ 子ども支援オフィスの設置に要する経費子ども支援オフィスの設置に要する経費子ども支援オフィスの設置に要する経費子ども支援オフィスの設置に要する経費 36,69736,69736,69736,697

○○○○
生活困窮世帯の高校生に対する訪問相談支援に要する生活困窮世帯の高校生に対する訪問相談支援に要する生活困窮世帯の高校生に対する訪問相談支援に要する生活困窮世帯の高校生に対する訪問相談支援に要する
経費経費経費経費

16,32816,32816,32816,328

○○○○ 福岡県子どもの貧困対策推進会議の運営に要する経費福岡県子どもの貧困対策推進会議の運営に要する経費福岡県子どもの貧困対策推進会議の運営に要する経費福岡県子どもの貧困対策推進会議の運営に要する経費 524524524524

[新][新][新][新]
ココココンンンンビビビビニニニニとととと連連連連携携携携
ししししたたたた子子子子どどどどももももへへへへのののの
食食食食品品品品提提提提供供供供事事事事業業業業費費費費

2,6002,6002,6002,600 2,6002,6002,6002,600 ○○○○
ＮＰＯ等が行うコンビニと連携した子どもへの食品提ＮＰＯ等が行うコンビニと連携した子どもへの食品提ＮＰＯ等が行うコンビニと連携した子どもへの食品提ＮＰＯ等が行うコンビニと連携した子どもへの食品提
供活動に対する助成供活動に対する助成供活動に対する助成供活動に対する助成

[新][新][新][新]

先先先先端端端端ももももののののづづづづくくくくりりりり
カカカカ イイイイ ゼゼゼゼ ンンンン 人人人人 材材材材
育育育育成成成成・・・・雇雇雇雇用用用用創創創創造造造造
ププププ ロロロロ ジジジジ ェェェェ クククク トトトト
事事事事 業業業業 費費費費

246,090246,090246,090246,090 196,872196,872196,872196,872 49,21849,21849,21849,218 ○○○○
自動車等の先端ものづくり企業が行う人材育成・確保自動車等の先端ものづくり企業が行う人材育成・確保自動車等の先端ものづくり企業が行う人材育成・確保自動車等の先端ものづくり企業が行う人材育成・確保
の取組への助成等の取組への助成等の取組への助成等の取組への助成等

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

2,8732,8732,8732,873 2,8732,8732,8732,873 [新][新][新][新]
協定締結した東京圏等の大学における就職相談会への協定締結した東京圏等の大学における就職相談会への協定締結した東京圏等の大学における就職相談会への協定締結した東京圏等の大学における就職相談会への
キャリアコンサルタント派遣経費キャリアコンサルタント派遣経費キャリアコンサルタント派遣経費キャリアコンサルタント派遣経費

[新][新][新][新]
地区別に行う就職活動のノウハウを習得するための研地区別に行う就職活動のノウハウを習得するための研地区別に行う就職活動のノウハウを習得するための研地区別に行う就職活動のノウハウを習得するための研
修に要する経費修に要する経費修に要する経費修に要する経費

6,1066,1066,1066,106

[新][新][新][新]
職種理解から技術習得までの段階的に行う研修に要す職種理解から技術習得までの段階的に行う研修に要す職種理解から技術習得までの段階的に行う研修に要す職種理解から技術習得までの段階的に行う研修に要す
る経費る経費る経費る経費

19,09819,09819,09819,098

[新][新][新][新]
正規雇用限定合同会社説明会・面談会の開催に要する正規雇用限定合同会社説明会・面談会の開催に要する正規雇用限定合同会社説明会・面談会の開催に要する正規雇用限定合同会社説明会・面談会の開催に要する
経費経費経費経費

3,2833,2833,2833,283

中中中中高高高高年年年年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

2,5402,5402,5402,540 2,5402,5402,5402,540 [新][新][新][新] 職種別セミナーの開催に要する経費職種別セミナーの開催に要する経費職種別セミナーの開催に要する経費職種別セミナーの開催に要する経費

5555 7777 3333
新新新新 生生生生 活活活活 産産産産 業業業業
創創創創 出出出出 ・・・・ 育育育育 成成成成 費費費費

2,2752,2752,2752,275 2,2752,2752,2752,275 [新][新][新][新] 事業者向けの生産性向上研修事業費事業者向けの生産性向上研修事業費事業者向けの生産性向上研修事業費事業者向けの生産性向上研修事業費

5555 9999 1111
中中中中小小小小企企企企業業業業障障障障害害害害者者者者
雇雇雇雇用用用用拡拡拡拡大大大大事事事事業業業業費費費費

3,7233,7233,7233,723 3,7233,7233,7233,723 [新][新][新][新] 求職者に対する職業評価の実施等に要する経費求職者に対する職業評価の実施等に要する経費求職者に対する職業評価の実施等に要する経費求職者に対する職業評価の実施等に要する経費

○○○○ 国際環境協力事業費国際環境協力事業費国際環境協力事業費国際環境協力事業費

[新][新][新][新] ・[新]福岡方式処分場の普及拡大への支援・[新]福岡方式処分場の普及拡大への支援・[新]福岡方式処分場の普及拡大への支援・[新]福岡方式処分場の普及拡大への支援

　　対象地域：ベトナム（ハノイ市）、タイ　　対象地域：ベトナム（ハノイ市）、タイ　　対象地域：ベトナム（ハノイ市）、タイ　　対象地域：ベトナム（ハノイ市）、タイ 8,2718,2718,2718,271

○○○○ 国際環境人材育成事業費国際環境人材育成事業費国際環境人材育成事業費国際環境人材育成事業費

[新][新][新][新] ・[新]福岡方式処分場管理者養成コースの創設・[新]福岡方式処分場管理者養成コースの創設・[新]福岡方式処分場管理者養成コースの創設・[新]福岡方式処分場管理者養成コースの創設 4,9124,9124,9124,912

中中中中小小小小企企企企業業業業省省省省エエエエネネネネ
促促促促 進進進進 費費費費

3,7533,7533,7533,753 3,7533,7533,7533,753 [新][新][新][新]
省エネ設備導入に関する公的補助制度の具体的活用方省エネ設備導入に関する公的補助制度の具体的活用方省エネ設備導入に関する公的補助制度の具体的活用方省エネ設備導入に関する公的補助制度の具体的活用方
法を紹介する講座等の開催に要する経費法を紹介する講座等の開催に要する経費法を紹介する講座等の開催に要する経費法を紹介する講座等の開催に要する経費

地地地地球球球球温温温温暖暖暖暖化化化化対対対対策策策策
推推推推 進進進進 費費費費

7,6487,6487,6487,648 7,6487,6487,6487,648 [新][新][新][新] 地球温暖化対策実行計画の策定に要する経費地球温暖化対策実行計画の策定に要する経費地球温暖化対策実行計画の策定に要する経費地球温暖化対策実行計画の策定に要する経費

○○○○ フードバンク活動の普及促進に要する経費フードバンク活動の普及促進に要する経費フードバンク活動の普及促進に要する経費フードバンク活動の普及促進に要する経費 8,5758,5758,5758,575

○○○○ 「食品ロス削減協力店」の募集・登録等に要する経費「食品ロス削減協力店」の募集・登録等に要する経費「食品ロス削減協力店」の募集・登録等に要する経費「食品ロス削減協力店」の募集・登録等に要する経費 1,8511,8511,8511,851

○○○○ 食品ロス削減推進協議会の運営に要する経費食品ロス削減推進協議会の運営に要する経費食品ロス削減推進協議会の運営に要する経費食品ロス削減推進協議会の運営に要する経費 1,2771,2771,2771,277

監監監監 視視視視 指指指指 導導導導 課課課課 4444 1111 3333
産産産産業業業業廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物監監監監視視視視
指指指指 導導導導 強強強強 化化化化 費費費費

17,95417,95417,95417,954 17,95417,95417,95417,954 [新][新][新][新]
中間処理施設に対する監視指導強化のための情報シス中間処理施設に対する監視指導強化のための情報シス中間処理施設に対する監視指導強化のための情報シス中間処理施設に対する監視指導強化のための情報シス
テムの整備に要する経費テムの整備に要する経費テムの整備に要する経費テムの整備に要する経費

[新][新][新][新] シカの捕獲に要する経費シカの捕獲に要する経費シカの捕獲に要する経費シカの捕獲に要する経費 33,25533,25533,25533,255

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

[新][新][新][新] ・[新]犬ヶ岳・[新]犬ヶ岳・[新]犬ヶ岳・[新]犬ヶ岳 3,6643,6643,6643,664

中中中中 小小小小 企企企企 業業業業
技技技技 術術術術 振振振振 興興興興 課課課課

7777 2222 6666
もももも のののの づづづづ くくくく りりりり
基基基基 盤盤盤盤 強強強強 化化化化 費費費費

5,4955,4955,4955,495 5,4955,4955,4955,495 [新][新][新][新]
「福岡県ものづくり中小企業振興会議（仮称）」の設「福岡県ものづくり中小企業振興会議（仮称）」の設「福岡県ものづくり中小企業振興会議（仮称）」の設「福岡県ものづくり中小企業振興会議（仮称）」の設
置に要する経費置に要する経費置に要する経費置に要する経費

[新][新][新][新]
産業用機器の省エネ性能を向上させる薄型電子基板の産業用機器の省エネ性能を向上させる薄型電子基板の産業用機器の省エネ性能を向上させる薄型電子基板の産業用機器の省エネ性能を向上させる薄型電子基板の
研究開発に要する経費研究開発に要する経費研究開発に要する経費研究開発に要する経費

9,0319,0319,0319,031

[新][新][新][新]
「ロボット・システム産業人材育成カレッジ(仮称)」「ロボット・システム産業人材育成カレッジ(仮称)」「ロボット・システム産業人材育成カレッジ(仮称)」「ロボット・システム産業人材育成カレッジ(仮称)」
における人材育成講座の開発に要する経費における人材育成講座の開発に要する経費における人材育成講座の開発に要する経費における人材育成講座の開発に要する経費

5,4965,4965,4965,496

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

6,0006,0006,0006,000 4,8004,8004,8004,800 1,2001,2001,2001,200 [新][新][新][新]
医療福祉機器関連産業への参入を目指す中小企業の人医療福祉機器関連産業への参入を目指す中小企業の人医療福祉機器関連産業への参入を目指す中小企業の人医療福祉機器関連産業への参入を目指す中小企業の人
材育成に要する経費材育成に要する経費材育成に要する経費材育成に要する経費

[新][新][新][新]
観観観観 光光光光 人人人人 材材材材
育育育育 成成成成 支支支支 援援援援 費費費費

92,81292,81292,81292,812 92,81292,81292,81292,812 ○○○○
観光を通じた地域活性化のためのマーケティングやマ観光を通じた地域活性化のためのマーケティングやマ観光を通じた地域活性化のためのマーケティングやマ観光を通じた地域活性化のためのマーケティングやマ
ネジメントができる専門人材の育成に要する経費ネジメントができる専門人材の育成に要する経費ネジメントができる専門人材の育成に要する経費ネジメントができる専門人材の育成に要する経費

○○○○
第99回ライオンズクラブ国際大会福岡大会の開催に対第99回ライオンズクラブ国際大会福岡大会の開催に対第99回ライオンズクラブ国際大会福岡大会の開催に対第99回ライオンズクラブ国際大会福岡大会の開催に対
する助成する助成する助成する助成

10,00010,00010,00010,000

時　期：平成28年6月時　期：平成28年6月時　期：平成28年6月時　期：平成28年6月

開催地：福岡市開催地：福岡市開催地：福岡市開催地：福岡市

○○○○
参加者の県内周遊促進を目的とした多言語の観光・物参加者の県内周遊促進を目的とした多言語の観光・物参加者の県内周遊促進を目的とした多言語の観光・物参加者の県内周遊促進を目的とした多言語の観光・物
産パンフレットの制作等に要する経費産パンフレットの制作等に要する経費産パンフレットの制作等に要する経費産パンフレットの制作等に要する経費

5,0005,0005,0005,000

[新][新][新][新]
本本本本社社社社機機機機能能能能移移移移転転転転・・・・
拡拡拡拡 充充充充 促促促促 進進進進 費費費費

16,30016,30016,30016,300 16,30016,30016,30016,300 ○○○○
本県に本社機能を移転・拡充する企業の立地を促進す本県に本社機能を移転・拡充する企業の立地を促進す本県に本社機能を移転・拡充する企業の立地を促進す本県に本社機能を移転・拡充する企業の立地を促進す
るための交付金るための交付金るための交付金るための交付金

[新][新][新][新] 航空機産業への参入に向けた商談会開催に要する経費航空機産業への参入に向けた商談会開催に要する経費航空機産業への参入に向けた商談会開催に要する経費航空機産業への参入に向けた商談会開催に要する経費 324324324324

[新][新][新][新] 品質マネジメント資格の取得に対する助成品質マネジメント資格の取得に対する助成品質マネジメント資格の取得に対する助成品質マネジメント資格の取得に対する助成 4,0004,0004,0004,000

[新][新][新][新]
航空機人材養成機関の講師による出前講座の開催に要航空機人材養成機関の講師による出前講座の開催に要航空機人材養成機関の講師による出前講座の開催に要航空機人材養成機関の講師による出前講座の開催に要
する経費する経費する経費する経費

2,0292,0292,0292,029

[新][新][新][新] 航空機関連企業への派遣研修に対する助成航空機関連企業への派遣研修に対する助成航空機関連企業への派遣研修に対する助成航空機関連企業への派遣研修に対する助成 5,3495,3495,3495,349

14,52714,52714,52714,527

[新][新][新][新] 53,54953,54953,54953,549

食食食食 品品品品 ロロロロ スススス 削削削削 減減減減
推推推推 進進進進 費費費費

11,70311,70311,70311,703

28,48728,48728,48728,487

13,18313,18313,18313,183

15,00015,00015,00015,000

28,48728,48728,48728,487
30303030代代代代チチチチャャャャレレレレンンンンジジジジ
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

航航航航 空空空空 機機機機 産産産産 業業業業
振振振振 興興興興 費費費費

ロロロロボボボボッッッットトトト・・・・シシシシスススス
テテテテムムムム産産産産業業業業振振振振興興興興費費費費

アアアアジジジジアアアア自自自自治治治治体体体体間間間間
環環環環境境境境協協協協力力力力推推推推進進進進費費費費

15,00015,00015,00015,000

11,70211,70211,70211,702

2,9902,9902,9902,990

子子子子 どどどど もももも 支支支支 援援援援
オオオオフフフフィィィィスススス運運運運営営営営費費費費

14,52714,52714,52714,527

9,3489,3489,3489,348

[新][新][新][新]

ﾗﾗﾗﾗ ｲｲｲｲ ｵｵｵｵ ﾝﾝﾝﾝ ｽｽｽｽ ﾞ゙゙゙ ｸｸｸｸ ﾗﾗﾗﾗ ﾌﾌﾌﾌ ﾞ゙゙゙
国国国国 際際際際 大大大大 会会会会
福福福福 岡岡岡岡 大大大大 会会会会 開開開開 催催催催
支支支支 援援援援 費費費費

2,3542,3542,3542,354

13,18313,18313,18313,183

障障障障害害害害者者者者福福福福祉祉祉祉課課課課 5555 4444 1111

[新][新][新][新]
障障障障害害害害福福福福祉祉祉祉ｻｻｻｻ ｰーーー ﾋﾋﾋﾋ ﾞ゙゙゙ ｽｽｽｽ
人人人人材材材材育育育育成成成成事事事事業業業業費費費費

2,9902,9902,9902,990

[新][新][新][新]
重重重重複複複複障障障障害害害害児児児児者者者者等等等等
対対対対 策策策策 事事事事 業業業業 費費費費

7,5937,5937,5937,593 2,7522,7522,7522,752 4,8414,8414,8414,841

35,53735,53735,53735,537 18,01218,01218,01218,012

労労労労 働働働働 政政政政 策策策策 課課課課 5555 7777 1111

保保保保護護護護・・・・援援援援護護護護課課課課

新新新新雇雇雇雇用用用用開開開開発発発発課課課課

環環環環 境境境境 政政政政 策策策策 課課課課 4444 1111 1111

福福福福
祉祉祉祉
労労労労
働働働働
部部部部

5555 5555 1111

環環環環
境境境境
部部部部

12,79212,79212,79212,792

環環環環 境境境境 保保保保 全全全全 課課課課 4444 1111 2222

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

24,12724,12724,12724,127

商商商商
工工工工
部部部部

11,70311,70311,70311,703

自自自自 然然然然 環環環環 境境境境 課課課課 4444 1111 4444
英英英英彦彦彦彦山山山山及及及及びびびび犬犬犬犬ヶヶヶヶ
岳岳岳岳 生生生生 態態態態 系系系系 回回回回 復復復復
事事事事 業業業業 費費費費

36,91936,91936,91936,919

7777 2222 6666

観観観観 光光光光 ・・・・ 物物物物 産産産産
振振振振 興興興興 課課課課

7777 3333 1111

[新][新][新][新]

企企企企 業業業業 立立立立 地地地地 課課課課 7777 2222 7777

新新新新産産産産業業業業振振振振興興興興課課課課
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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 概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要予 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

[新][新][新][新]
｢｢｢｢秋秋秋秋王王王王｣｣｣｣ﾌﾌﾌﾌ ﾞ゙゙゙ﾗﾗﾗﾗﾝﾝﾝﾝﾄﾄﾄﾄ ﾞ゙゙゙化化化化
支支支支援援援援技技技技術術術術開開開開発発発発費費費費

6,8856,8856,8856,885 6,8856,8856,8856,885 ○○○○
「秋王」の長期貯蔵技術、カットフルーツにした際の「秋王」の長期貯蔵技術、カットフルーツにした際の「秋王」の長期貯蔵技術、カットフルーツにした際の「秋王」の長期貯蔵技術、カットフルーツにした際の
雑菌繁殖抑制技術の開発に要する経費雑菌繁殖抑制技術の開発に要する経費雑菌繁殖抑制技術の開発に要する経費雑菌繁殖抑制技術の開発に要する経費

[新][新][新][新]
キキキキウウウウイイイイフフフフルルルルーーーーツツツツ
花花花花 粉粉粉粉 安安安安 定定定定 供供供供 給給給給
技技技技 術術術術 開開開開 発発発発 費費費費

5,8895,8895,8895,889 5,8895,8895,8895,889 ○○○○
効率的かつ大量に花粉を採取する技術の開発等に要す効率的かつ大量に花粉を採取する技術の開発等に要す効率的かつ大量に花粉を採取する技術の開発等に要す効率的かつ大量に花粉を採取する技術の開発等に要す
る経費る経費る経費る経費

農農農農 山山山山 漁漁漁漁 村村村村
振振振振 興興興興 課課課課

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

24,60924,60924,60924,609 24,60024,60024,60024,600 9999 [新][新][新][新] 国営筑後川中流施設機能保全事業負担金国営筑後川中流施設機能保全事業負担金国営筑後川中流施設機能保全事業負担金国営筑後川中流施設機能保全事業負担金

6666 1111 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

1,6591,6591,6591,659 1,6591,6591,6591,659 [新][新][新][新]
「ふくおかの花」の消費拡大を図るための街頭ＰＲ活「ふくおかの花」の消費拡大を図るための街頭ＰＲ活「ふくおかの花」の消費拡大を図るための街頭ＰＲ活「ふくおかの花」の消費拡大を図るための街頭ＰＲ活
動等に対する助成動等に対する助成動等に対する助成動等に対する助成

活活活活 力力力力 ああああ るるるる
高高高高 収収収収 益益益益 型型型型 園園園園 芸芸芸芸
産産産産地地地地育育育育成成成成事事事事業業業業費費費費

50,00050,00050,00050,000 50,00050,00050,00050,000 [新][新][新][新]
果樹の優良品種への改植に伴う省力機械・果樹棚等の果樹の優良品種への改植に伴う省力機械・果樹棚等の果樹の優良品種への改植に伴う省力機械・果樹棚等の果樹の優良品種への改植に伴う省力機械・果樹棚等の
整備に対する助成整備に対する助成整備に対する助成整備に対する助成

農農農農 林林林林 水水水水 産産産産 物物物物
ママママーーーーケケケケテテテティィィィンンンンググググ
強強強強 化化化化 対対対対 策策策策 費費費費

7,3767,3767,3767,376 7,3767,3767,3767,376 [新][新][新][新]
首都圏における個別宅配を行う流通業者、高級ホテル首都圏における個別宅配を行う流通業者、高級ホテル首都圏における個別宅配を行う流通業者、高級ホテル首都圏における個別宅配を行う流通業者、高級ホテル
と連携した県産食材のＰＲ活動等に要する経費と連携した県産食材のＰＲ活動等に要する経費と連携した県産食材のＰＲ活動等に要する経費と連携した県産食材のＰＲ活動等に要する経費

○○○○ 「早味かん」及び「秋王」の販売促進等に要する経費「早味かん」及び「秋王」の販売促進等に要する経費「早味かん」及び「秋王」の販売促進等に要する経費「早味かん」及び「秋王」の販売促進等に要する経費 4,8724,8724,8724,872

○○○○ 「早味かん」への改植経費等に対する助成「早味かん」への改植経費等に対する助成「早味かん」への改植経費等に対する助成「早味かん」への改植経費等に対する助成 8,4968,4968,4968,496

[新][新][新][新]
「「「「 ああああ まままま おおおお うううう 」」」」
ブブブブラララランンンンドドドド強強強強化化化化費費費費

7,8467,8467,8467,846 7,8467,8467,8467,846 ○○○○
首都圏における有名企業と連携した顧客開拓、果実専首都圏における有名企業と連携した顧客開拓、果実専首都圏における有名企業と連携した顧客開拓、果実専首都圏における有名企業と連携した顧客開拓、果実専
門店での「あまおう」キャンペーンの実施等に対する門店での「あまおう」キャンペーンの実施等に対する門店での「あまおう」キャンペーンの実施等に対する門店での「あまおう」キャンペーンの実施等に対する
助成助成助成助成

[新][新][新][新]
産産産産地地地地 ﾊﾊﾊﾊ ﾟ゚゚゚ ﾜﾜﾜﾜ 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

1,871,6511,871,6511,871,6511,871,651 1,871,4981,871,4981,871,4981,871,498 153153153153 ○○○○
生産・出荷コスト削減や高収益な作付体系への転換な生産・出荷コスト削減や高収益な作付体系への転換な生産・出荷コスト削減や高収益な作付体系への転換な生産・出荷コスト削減や高収益な作付体系への転換な
どに必要な施設の整備等に対する助成どに必要な施設の整備等に対する助成どに必要な施設の整備等に対する助成どに必要な施設の整備等に対する助成

水水水水田田田田農農農農業業業業担担担担いいいい手手手手
機機機機械械械械導導導導入入入入支支支支援援援援費費費費

42,88242,88242,88242,882 42,88242,88242,88242,882 [新][新][新][新]
水稲のコスト低減や麦・大豆の生産拡大に取り組む担水稲のコスト低減や麦・大豆の生産拡大に取り組む担水稲のコスト低減や麦・大豆の生産拡大に取り組む担水稲のコスト低減や麦・大豆の生産拡大に取り組む担
い手が行う機械導入に対する助成い手が行う機械導入に対する助成い手が行う機械導入に対する助成い手が行う機械導入に対する助成

○○○○
県産米・麦の新たな需要開拓と認知度向上のためのＰ県産米・麦の新たな需要開拓と認知度向上のためのＰ県産米・麦の新たな需要開拓と認知度向上のためのＰ県産米・麦の新たな需要開拓と認知度向上のためのＰ
Ｒ活動等に要する経費Ｒ活動等に要する経費Ｒ活動等に要する経費Ｒ活動等に要する経費

10,03810,03810,03810,038

○○○○
収入減少影響緩和対策に加入する担い手への融資に対収入減少影響緩和対策に加入する担い手への融資に対収入減少影響緩和対策に加入する担い手への融資に対収入減少影響緩和対策に加入する担い手への融資に対
する利子補給費する利子補給費する利子補給費する利子補給費

1,7891,7891,7891,789

債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為 666666666666 666666666666
・融資枠　　　165百万円・融資枠　　　165百万円・融資枠　　　165百万円・融資枠　　　165百万円
・利子補給率　0.975％・利子補給率　0.975％・利子補給率　0.975％・利子補給率　0.975％

経経経経 営営営営 技技技技 術術術術
支支支支 援援援援 課課課課

6666 2222 4444
女女女女性性性性農農農農業業業業者者者者活活活活動動動動
支支支支 援援援援 費費費費

1,4961,4961,4961,496 1,1971,1971,1971,197 299299299299 [新][新][新][新]
経営の課題解決のための専門家チームの派遣に要する経営の課題解決のための専門家チームの派遣に要する経営の課題解決のための専門家チームの派遣に要する経営の課題解決のための専門家チームの派遣に要する
経費経費経費経費

6666 2222 2222
農農農農林林林林水水水水産産産産物物物物鳥鳥鳥鳥獣獣獣獣
被被被被害害害害防防防防止止止止対対対対策策策策費費費費

5,9845,9845,9845,984 5,9845,9845,9845,984 [新][新][新][新]
市町村が行う鳥獣被害対策実施隊員等の養成に対する市町村が行う鳥獣被害対策実施隊員等の養成に対する市町村が行う鳥獣被害対策実施隊員等の養成に対する市町村が行う鳥獣被害対策実施隊員等の養成に対する
助成助成助成助成

[新][新][新][新]
経営安定制度への加入促進のための生産者負担金に対経営安定制度への加入促進のための生産者負担金に対経営安定制度への加入促進のための生産者負担金に対経営安定制度への加入促進のための生産者負担金に対
する助成する助成する助成する助成

16,75916,75916,75916,759

[新][新][新][新]
飼料生産組織が行う畜産農家への自給飼料供給に必要飼料生産組織が行う畜産農家への自給飼料供給に必要飼料生産組織が行う畜産農家への自給飼料供給に必要飼料生産組織が行う畜産農家への自給飼料供給に必要
な機械整備に対する助成な機械整備に対する助成な機械整備に対する助成な機械整備に対する助成

19,94219,94219,94219,942

[新][新][新][新]
県産畜産物の販売促進のための商談会開催等に要する県産畜産物の販売促進のための商談会開催等に要する県産畜産物の販売促進のための商談会開催等に要する県産畜産物の販売促進のための商談会開催等に要する
経費経費経費経費

2,2002,2002,2002,200

[新][新][新][新]
優優優優 良良良良 家家家家 畜畜畜畜 導導導導 入入入入
支支支支 援援援援 費費費費

11,87711,87711,87711,877 11,87711,87711,87711,877 ○○○○
畜産農家が導入する優良な家畜の輸送経費に対する助畜産農家が導入する優良な家畜の輸送経費に対する助畜産農家が導入する優良な家畜の輸送経費に対する助畜産農家が導入する優良な家畜の輸送経費に対する助
成成成成

○○○○ 第17回アジア・大洋州畜産学会議に対する助成第17回アジア・大洋州畜産学会議に対する助成第17回アジア・大洋州畜産学会議に対する助成第17回アジア・大洋州畜産学会議に対する助成

時　期：平成28年8月時　期：平成28年8月時　期：平成28年8月時　期：平成28年8月

開催地：福岡市開催地：福岡市開催地：福岡市開催地：福岡市

[新][新][新][新]
畜畜畜畜 産産産産 経経経経 営営営営 体体体体 質質質質
強強強強 化化化化 支支支支 援援援援 資資資資 金金金金
融融融融 通通通通 対対対対 策策策策 費費費費

458458458458 458458458458 ○○○○
新しい経営展開を図る畜産農家への融資に対する利子新しい経営展開を図る畜産農家への融資に対する利子新しい経営展開を図る畜産農家への融資に対する利子新しい経営展開を図る畜産農家への融資に対する利子
補給費補給費補給費補給費

　　　　

債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為 22,24422,24422,24422,244 22,24422,24422,24422,244
・融資枠　　　1,203百万円・融資枠　　　1,203百万円・融資枠　　　1,203百万円・融資枠　　　1,203百万円
・利子補給率　0.12％・利子補給率　0.12％・利子補給率　0.12％・利子補給率　0.12％

林林林林 業業業業 振振振振 興興興興 課課課課 6666 5555 3333 [新][新][新][新]
製製製製 材材材材 のののの 生生生生 産産産産 性性性性
強強強強 化化化化 対対対対 策策策策 費費費費

440,240440,240440,240440,240 440,240440,240440,240440,240 ○○○○
製材工場の生産性強化を図るための間伐・路網の整備製材工場の生産性強化を図るための間伐・路網の整備製材工場の生産性強化を図るための間伐・路網の整備製材工場の生産性強化を図るための間伐・路網の整備
等に対する助成等に対する助成等に対する助成等に対する助成

全全全全 国国国国 豊豊豊豊 かかかか なななな
海海海海 づづづづ くくくく りりりり 大大大大 会会会会
準準準準 備備備備 費費費費

12,03812,03812,03812,038 12,03812,03812,03812,038 [新][新][新][新] 大会１年前プレイベントの開催に要する経費大会１年前プレイベントの開催に要する経費大会１年前プレイベントの開催に要する経費大会１年前プレイベントの開催に要する経費

[新][新][新][新]
「「「「 福福福福 岡岡岡岡 のののの りりりり 」」」」
採採採採 苗苗苗苗 安安安安 定定定定 化化化化
技技技技 術術術術 開開開開 発発発発 費費費費

6,7526,7526,7526,752 6,7526,7526,7526,752 ○○○○
のりのタネの熟度を環境変化に応じてコントロールすのりのタネの熟度を環境変化に応じてコントロールすのりのタネの熟度を環境変化に応じてコントロールすのりのタネの熟度を環境変化に応じてコントロールす
る技術の開発等に要する経費る技術の開発等に要する経費る技術の開発等に要する経費る技術の開発等に要する経費

6666 6666 6666 [新][新][新][新]
漁漁漁漁業業業業調調調調査査査査取取取取締締締締船船船船
｢｢｢｢げげげげんんんんかかかかいいいい｣｣｣｣代代代代船船船船
建建建建 造造造造 調調調調 査査査査 費費費費

6,0756,0756,0756,075 6,0756,0756,0756,075 ○○○○
現船の老朽化に伴う漁業調査取締船建造の基本設計に現船の老朽化に伴う漁業調査取締船建造の基本設計に現船の老朽化に伴う漁業調査取締船建造の基本設計に現船の老朽化に伴う漁業調査取締船建造の基本設計に
要する経費要する経費要する経費要する経費

○○○○
「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産保全・活「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産保全・活「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産保全・活「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産保全・活
用事業費用事業費用事業費用事業費

[新][新][新][新] ・[新]三池港保全措置実施計画策定費・[新]三池港保全措置実施計画策定費・[新]三池港保全措置実施計画策定費・[新]三池港保全措置実施計画策定費

港港港港湾湾湾湾整整整整備備備備事事事事業業業業費費費費 805,100805,100805,100805,100 805,100805,100805,100805,100 [新][新][新][新] 三池港コンテナヤード拡張費三池港コンテナヤード拡張費三池港コンテナヤード拡張費三池港コンテナヤード拡張費

砂砂砂砂 防防防防 課課課課 8888 3333 1111 [新][新][新][新]
土土土土砂砂砂砂災災災災害害害害危危危危険険険険度度度度
情情情情 報報報報 配配配配 信信信信 ｼｼｼｼ ｽｽｽｽ ﾃﾃﾃﾃ ﾑﾑﾑﾑ
整整整整 備備備備 費費費費

26,25426,25426,25426,254 26,25426,25426,25426,254 ○○○○
要配慮者利用施設に対して土砂災害危険度情報を自動要配慮者利用施設に対して土砂災害危険度情報を自動要配慮者利用施設に対して土砂災害危険度情報を自動要配慮者利用施設に対して土砂災害危険度情報を自動
配信するシステム整備費配信するシステム整備費配信するシステム整備費配信するシステム整備費

[新][新][新][新]
国国国国 際際際際 競競競競 争争争争 流流流流 通通通通
業業業業 務務務務 地地地地 域域域域 再再再再 生生生生
促促促促 進進進進 費費費費

9,5019,5019,5019,501 4,5004,5004,5004,500 5,0015,0015,0015,001 ○○○○
博多港周辺における国際競争流通業務地域再生促進計博多港周辺における国際競争流通業務地域再生促進計博多港周辺における国際競争流通業務地域再生促進計博多港周辺における国際競争流通業務地域再生促進計
画の策定に要する経費画の策定に要する経費画の策定に要する経費画の策定に要する経費

[新][新][新][新]
宅宅宅宅 地地地地 耐耐耐耐 震震震震 化化化化
推推推推 進進進進 費費費費

8,3778,3778,3778,377 2,6402,6402,6402,640 5,7375,7375,7375,737 ○○○○
大規模な地震に備えるための大規模盛土造成地マップ大規模な地震に備えるための大規模盛土造成地マップ大規模な地震に備えるための大規模盛土造成地マップ大規模な地震に備えるための大規模盛土造成地マップ
の作成に要する経費の作成に要する経費の作成に要する経費の作成に要する経費

38,90138,90138,90138,901

21,60021,60021,60021,600

3,0003,0003,0003,000

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

3,0003,0003,0003,000

13,36813,36813,36813,368

38,90138,90138,90138,901
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

11,82711,82711,82711,827

21,60021,60021,60021,600

｢｢｢｢ 早早早早 味味味味 かかかか んんんん ｣｣｣｣ ････
｢｢｢｢秋秋秋秋王王王王｣｣｣｣ブブブブラララランンンンドドドド
確確確確 立立立立 対対対対 策策策策 費費費費

13,36813,36813,36813,368

水水水水田田田田農農農農業業業業競競競競争争争争力力力力
強強強強 化化化化 対対対対 策策策策 費費費費

[新][新][新][新]

特別会計特別会計特別会計特別会計

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

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

港港港港 湾湾湾湾 課課課課

8888 4444 1111

11,82711,82711,82711,827

6666 3333 2222

[新][新][新][新]
アアアアジジジジアアアア・・・・大大大大洋洋洋洋州州州州
畜畜畜畜 産産産産 学学学学 会会会会 議議議議
助助助助 成成成成 費費費費

農農農農
林林林林
水水水水
産産産産
部部部部

県県県県
土土土土
整整整整
備備備備
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

漁漁漁漁 業業業業 管管管管 理理理理 課課課課

6666 6666 2222

都都都都 市市市市 計計計計 画画画画 課課課課 8888 5555 1111

建建建建
築築築築
都都都都
市市市市
部部部部

畜畜畜畜 産産産産 課課課課

[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 概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要予 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

○○○○
空き家所有者等からの相談に対応する専門家の市町村空き家所有者等からの相談に対応する専門家の市町村空き家所有者等からの相談に対応する専門家の市町村空き家所有者等からの相談に対応する専門家の市町村
派遣に要する経費派遣に要する経費派遣に要する経費派遣に要する経費

4,0244,0244,0244,024

○○○○
市町村職員に対する特定空家の判定についての実地研市町村職員に対する特定空家の判定についての実地研市町村職員に対する特定空家の判定についての実地研市町村職員に対する特定空家の判定についての実地研
修等に要する経費修等に要する経費修等に要する経費修等に要する経費

476476476476

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 32,00032,00032,00032,000 14,40014,40014,40014,400 17,60017,60017,60017,600 [新][新][新][新]
若年世帯・子育て世帯が行う中古住宅のリノベーショ若年世帯・子育て世帯が行う中古住宅のリノベーショ若年世帯・子育て世帯が行う中古住宅のリノベーショ若年世帯・子育て世帯が行う中古住宅のリノベーショ
ン工事に対する助成ン工事に対する助成ン工事に対する助成ン工事に対する助成

8888 6666 2222 [新][新][新][新]
地地地地域域域域子子子子育育育育てててて支支支支援援援援
優優優優 良良良良 賃賃賃賃 貸貸貸貸 住住住住 宅宅宅宅
供供供供給給給給促促促促進進進進事事事事業業業業費費費費

16,76316,76316,76316,763 7,3227,3227,3227,322 9,4419,4419,4419,441 ○○○○
子育てに適した地域優良賃貸住宅として活用する既存子育てに適した地域優良賃貸住宅として活用する既存子育てに適した地域優良賃貸住宅として活用する既存子育てに適した地域優良賃貸住宅として活用する既存
住宅の改良に対する助成住宅の改良に対する助成住宅の改良に対する助成住宅の改良に対する助成

暴暴暴暴 力力力力 団団団団 等等等等 組組組組 織織織織
犯犯犯犯 罪罪罪罪 対対対対 策策策策 費費費費

7,1007,1007,1007,100 7,1007,1007,1007,100 [新][新][新][新] 暴追センターへの警察官派遣に要する経費暴追センターへの警察官派遣に要する経費暴追センターへの警察官派遣に要する経費暴追センターへの警察官派遣に要する経費

[新][新][新][新]
暴暴暴暴 力力力力 団団団団 離離離離 脱脱脱脱 者者者者
社社社社会会会会復復復復帰帰帰帰対対対対策策策策費費費費

16,66016,66016,66016,660 16,66016,66016,66016,660 ○○○○
元暴力団員を雇用した企業に対する就労・職場定着給元暴力団員を雇用した企業に対する就労・職場定着給元暴力団員を雇用した企業に対する就労・職場定着給元暴力団員を雇用した企業に対する就労・職場定着給
付金等の支給に要する経費付金等の支給に要する経費付金等の支給に要する経費付金等の支給に要する経費

飲飲飲飲 酒酒酒酒 運運運運 転転転転 撲撲撲撲 滅滅滅滅
対対対対 策策策策 費費費費

28,24128,24128,24128,241 14,12014,12014,12014,120 14,12114,12114,12114,121 [新][新][新][新]
指導取締りの強化のためのデジタル式飲酒検知器の整指導取締りの強化のためのデジタル式飲酒検知器の整指導取締りの強化のためのデジタル式飲酒検知器の整指導取締りの強化のためのデジタル式飲酒検知器の整
備に要する経費備に要する経費備に要する経費備に要する経費

｢｢｢｢ニニニニセセセセ電電電電話話話話詐詐詐詐欺欺欺欺｣｣｣｣
対対対対 策策策策 費費費費

5,7775,7775,7775,777 5,7775,7775,7775,777 [新][新][新][新] 捜査用資機材の整備に要する経費捜査用資機材の整備に要する経費捜査用資機材の整備に要する経費捜査用資機材の整備に要する経費

子子子子どどどどももももとととと女女女女性性性性のののの
安安安安 全全全全 対対対対 策策策策 費費費費

7,3127,3127,3127,312 7,3127,3127,3127,312 [新][新][新][新]
10代・20代女性を中心に犯罪情報等を発信する「ふっ10代・20代女性を中心に犯罪情報等を発信する「ふっ10代・20代女性を中心に犯罪情報等を発信する「ふっ10代・20代女性を中心に犯罪情報等を発信する「ふっ
けい安心アプリ(仮称)」の開発・運用に要する経費けい安心アプリ(仮称)」の開発・運用に要する経費けい安心アプリ(仮称)」の開発・運用に要する経費けい安心アプリ(仮称)」の開発・運用に要する経費

9999 2222 2222 [新][新][新][新]
青青青青 少少少少 年年年年 ネネネネ ッッッッ トトトト
適適適適正正正正利利利利用用用用推推推推進進進進費費費費

3,4513,4513,4513,451 3,4513,4513,4513,451 ○○○○
少年が被害者となるインターネット犯罪の未然防止の少年が被害者となるインターネット犯罪の未然防止の少年が被害者となるインターネット犯罪の未然防止の少年が被害者となるインターネット犯罪の未然防止の
ためのサイバーパトロール等に要する経費ためのサイバーパトロール等に要する経費ためのサイバーパトロール等に要する経費ためのサイバーパトロール等に要する経費

○○○○
県立高校等における電子黒板の活用による指導方法の県立高校等における電子黒板の活用による指導方法の県立高校等における電子黒板の活用による指導方法の県立高校等における電子黒板の活用による指導方法の
改善、効率化に向けた実証研究に要する経費改善、効率化に向けた実証研究に要する経費改善、効率化に向けた実証研究に要する経費改善、効率化に向けた実証研究に要する経費

34,78434,78434,78434,784

○○○○
市町村が行う小・中学校への電子黒板整備費用に対す市町村が行う小・中学校への電子黒板整備費用に対す市町村が行う小・中学校への電子黒板整備費用に対す市町村が行う小・中学校への電子黒板整備費用に対す
る助成等る助成等る助成等る助成等

72,82172,82172,82172,821

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

9,9899,9899,9899,989 9,9899,9899,9899,989 [新][新][新][新] 高度な服飾技術を持った人材の育成に要する経費高度な服飾技術を持った人材の育成に要する経費高度な服飾技術を持った人材の育成に要する経費高度な服飾技術を持った人材の育成に要する経費

ググググロロロローーーーババババルルルル人人人人財財財財
育育育育 成成成成 強強強強 化化化化 費費費費

10,78610,78610,78610,786 4,2424,2424,2424,242 34343434 6,5106,5106,5106,510 [新][新][新][新]
英語活動指導員による英語を使った理数科目の授業等英語活動指導員による英語を使った理数科目の授業等英語活動指導員による英語を使った理数科目の授業等英語活動指導員による英語を使った理数科目の授業等
の実施に要する経費の実施に要する経費の実施に要する経費の実施に要する経費

○○○○
企業における現場実習を充実するための指導員の配置企業における現場実習を充実するための指導員の配置企業における現場実習を充実するための指導員の配置企業における現場実習を充実するための指導員の配置
に要する経費に要する経費に要する経費に要する経費

5,3885,3885,3885,388

○○○○ 産業現場実習関係者連絡協議会の開催等に要する経費産業現場実習関係者連絡協議会の開催等に要する経費産業現場実習関係者連絡協議会の開催等に要する経費産業現場実習関係者連絡協議会の開催等に要する経費 242242242242

○○○○
小・中学校の教員を対象とした授業実践研修に要する小・中学校の教員を対象とした授業実践研修に要する小・中学校の教員を対象とした授業実践研修に要する小・中学校の教員を対象とした授業実践研修に要する
経費経費経費経費

6,6046,6046,6046,604

○○○○
県立高校におけるディベート等を導入した主体的・協県立高校におけるディベート等を導入した主体的・協県立高校におけるディベート等を導入した主体的・協県立高校におけるディベート等を導入した主体的・協
働的な授業法の研究開発に要する経費働的な授業法の研究開発に要する経費働的な授業法の研究開発に要する経費働的な授業法の研究開発に要する経費

4,0934,0934,0934,093

○○○○
スクールソーシャルワーカー未配置市町村への配置にスクールソーシャルワーカー未配置市町村への配置にスクールソーシャルワーカー未配置市町村への配置にスクールソーシャルワーカー未配置市町村への配置に
要する経費要する経費要する経費要する経費

35,51135,51135,51135,511

○○○○
小・中・高校における不登校等生徒指導上の諸問題に小・中・高校における不登校等生徒指導上の諸問題に小・中・高校における不登校等生徒指導上の諸問題に小・中・高校における不登校等生徒指導上の諸問題に
対応する外部専門スタッフの配置に要する経費対応する外部専門スタッフの配置に要する経費対応する外部専門スタッフの配置に要する経費対応する外部専門スタッフの配置に要する経費

14,85814,85814,85814,858

[新][新][新][新]
幼幼幼幼 児児児児 教教教教 育育育育
充充充充 実実実実 支支支支 援援援援 費費費費

5,8765,8765,8765,876 5,8765,8765,8765,876 ○○○○ 幼児教育アドバイザーによる巡回指導等に要する経費幼児教育アドバイザーによる巡回指導等に要する経費幼児教育アドバイザーによる巡回指導等に要する経費幼児教育アドバイザーによる巡回指導等に要する経費

[新][新][新][新]
小小小小 中中中中 一一一一 貫貫貫貫 教教教教 育育育育
調調調調 査査査査 研研研研 究究究究 費費費費

3,5143,5143,5143,514 3,5143,5143,5143,514 ○○○○
小中一貫教育の市町村における全域導入に向けた調査小中一貫教育の市町村における全域導入に向けた調査小中一貫教育の市町村における全域導入に向けた調査小中一貫教育の市町村における全域導入に向けた調査
研究等に要する経費研究等に要する経費研究等に要する経費研究等に要する経費

○○○○
飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の施行に要する飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の施行に要する飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の施行に要する飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の施行に要する
経費経費経費経費

[新][新][新][新]
・[新]飲酒運転防止教育に関する教員研修等に要する・[新]飲酒運転防止教育に関する教員研修等に要する・[新]飲酒運転防止教育に関する教員研修等に要する・[新]飲酒運転防止教育に関する教員研修等に要する
経費経費経費経費

○○○○ 公立高校における食育出前講座の実施に要する経費公立高校における食育出前講座の実施に要する経費公立高校における食育出前講座の実施に要する経費公立高校における食育出前講座の実施に要する経費 1,0521,0521,0521,052

○○○○
健康増進のための食育カリキュラムの開発に要する経健康増進のための食育カリキュラムの開発に要する経健康増進のための食育カリキュラムの開発に要する経健康増進のための食育カリキュラムの開発に要する経
費費費費

7,6017,6017,6017,601

○○○○
学校給食を活用した伝統的食文化継承の取組に要する学校給食を活用した伝統的食文化継承の取組に要する学校給食を活用した伝統的食文化継承の取組に要する学校給食を活用した伝統的食文化継承の取組に要する
経費経費経費経費

8,0008,0008,0008,000

[新][新][新][新]
小・中・特別支援学校へのオリンピアン・パラリンピ小・中・特別支援学校へのオリンピアン・パラリンピ小・中・特別支援学校へのオリンピアン・パラリンピ小・中・特別支援学校へのオリンピアン・パラリンピ
アン派遣に要する経費アン派遣に要する経費アン派遣に要する経費アン派遣に要する経費

3,8553,8553,8553,855

[新][新][新][新]
オリンピック・パラリンピック教育の効果的手法に関オリンピック・パラリンピック教育の効果的手法に関オリンピック・パラリンピック教育の効果的手法に関オリンピック・パラリンピック教育の効果的手法に関
する調査研究に要する経費する調査研究に要する経費する調査研究に要する経費する調査研究に要する経費

8,4288,4288,4288,428

[新][新][新][新] 小学校におけるタグラグビーの普及に要する経費小学校におけるタグラグビーの普及に要する経費小学校におけるタグラグビーの普及に要する経費小学校におけるタグラグビーの普及に要する経費 7,6617,6617,6617,661

○○○○ 久留米・うきは工業用地の造成に要する経費久留米・うきは工業用地の造成に要する経費久留米・うきは工業用地の造成に要する経費久留米・うきは工業用地の造成に要する経費

造成面積：約33ha造成面積：約33ha造成面積：約33ha造成面積：約33ha

事業期間：平成28～31年度事業期間：平成28～31年度事業期間：平成28～31年度事業期間：平成28～31年度

債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為 2,352,8722,352,8722,352,8722,352,872 1,063,7851,063,7851,063,7851,063,785 1,289,0001,289,0001,289,0001,289,000 87878787

※合計額は特別会計及び企業会計を含み、債務負担行為を除いた金額である。

923923923923

9,0859,0859,0859,085

2,6902,6902,6902,690

飲飲飲飲 酒酒酒酒 運運運運 転転転転 撲撲撲撲 滅滅滅滅
運運運運 動動動動 推推推推 進進進進 費費費費

923923923923

107,605107,605107,605107,605

[新][新][新][新]

2222

1111

107,605107,605107,605107,605

久久久久留留留留米米米米・・・・ううううききききはははは
工工工工 業業業業 用用用用 地地地地
造造造造 成成成成 事事事事 業業業業 費費費費

1,956,6031,956,6031,956,6031,956,603

ふふふふ くくくく おおおお かかかか
スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ 振振振振 興興興興
ププププ ロロロロ ジジジジ ェェェェ クククク トトトト
事事事事 業業業業 費費費費

19,94419,94419,94419,944

合　計（144件）合　計（144件）合　計（144件）合　計（144件） 8,396,7728,396,7728,396,7728,396,772 1,120,5531,120,5531,120,5531,120,5532,736,3552,736,3552,736,3552,736,355

88881,863,4001,863,4001,863,4001,863,40093,19593,19593,19593,195

2,040,1412,040,1412,040,1412,040,141 2,499,7232,499,7232,499,7232,499,723

アアアア クククク テテテテ ィィィィ ブブブブ
ララララ ーーーー ニニニニ ンンンン ググググ 型型型型
授授授授 業業業業 推推推推 進進進進 費費費費

10,69710,69710,69710,697

空空空空 きききき 家家家家 対対対対 策策策策
推推推推 進進進進 費費費費

4,5004,5004,5004,500 1,8101,8101,8101,810

1,0521,0521,0521,052[新][新][新][新]
学学学学校校校校給給給給食食食食・・・・食食食食育育育育
総総総総 合合合合 推推推推 進進進進 費費費費

16,65316,65316,65316,653 15,60115,60115,60115,601

建建建建 築築築築 指指指指 導導導導 課課課課 8888 1111 5555

住住住住 宅宅宅宅 計計計計 画画画画 課課課課

建建建建
築築築築
都都都都
市市市市
部部部部

警警警警 察察察察 本本本本 部部部部

9999 1111

9999 2222

警警警警
察察察察
本本本本
部部部部

1111 4444

企企企企 画画画画 調調調調 整整整整 課課課課 10101010 1111 4444

25252525

[新][新][新][新]
電電電電 子子子子 黒黒黒黒 板板板板 活活活活 用用用用
実実実実 証証証証 研研研研 究究究究 費費費費

1,6121,6121,6121,612

3,9023,9023,9023,902

[新][新][新][新]

4444

[新][新][新][新]
特特特特 別別別別 支支支支 援援援援 学学学学 校校校校
現現現現場場場場実実実実習習習習強強強強化化化化費費費費

[新][新][新][新]
チチチチ ーーーー ムムムム 学学学学 校校校校
推推推推 進進進進 費費費費

35,86135,86135,86135,861

1,7031,7031,7031,703

11,51611,51611,51611,516

10101010 1111

50,36950,36950,36950,369 14,50814,50814,50814,508

5,6305,6305,6305,630

10101010 7777

7777 2222 8,4288,4288,4288,428

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

1111

10101010

[新][新][新][新]

教教教教
育育育育
委委委委
員員員員
会会会会

企企企企
業業業業
局局局局

管管管管 理理理理 課課課課 企業会計企業会計企業会計企業会計

義義義義 務務務務 教教教教 育育育育 課課課課

高高高高 校校校校 教教教教 育育育育 課課課課 10101010
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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

○○○○
福岡女子大学が行う企業の管理職等の女性を対象とし福岡女子大学が行う企業の管理職等の女性を対象とし福岡女子大学が行う企業の管理職等の女性を対象とし福岡女子大学が行う企業の管理職等の女性を対象とし
たトップリーダー養成研修に対する助成たトップリーダー養成研修に対する助成たトップリーダー養成研修に対する助成たトップリーダー養成研修に対する助成

2,3432,3432,3432,343

○○○○
福岡女子大学と海外有力大学との国際共同研究に対す福岡女子大学と海外有力大学との国際共同研究に対す福岡女子大学と海外有力大学との国際共同研究に対す福岡女子大学と海外有力大学との国際共同研究に対す
る助成る助成る助成る助成

8,3968,3968,3968,396

10101010 8888 4444 [新][新][新][新]
学学学学 習習習習 ﾎﾎﾎﾎ ﾞ゙゙゙ ﾗﾗﾗﾗ ﾝﾝﾝﾝ ﾃﾃﾃﾃ ｨｨｨｨ ｱｱｱｱ
派派派派 遣遣遣遣 事事事事 業業業業 費費費費

12,01112,01112,01112,011 12,01112,01112,01112,011 ○○○○
福岡県立大学の学生を活用した学習ボランティアの育福岡県立大学の学生を活用した学習ボランティアの育福岡県立大学の学生を活用した学習ボランティアの育福岡県立大学の学生を活用した学習ボランティアの育
成・派遣に対する助成成・派遣に対する助成成・派遣に対する助成成・派遣に対する助成

○○○○
「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産保全・活「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産保全・活「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産保全・活「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産保全・活
用事業費用事業費用事業費用事業費

[新][新][新][新] ・[新]全23構成資産共通デザインモニュメント設置費・[新]全23構成資産共通デザインモニュメント設置費・[新]全23構成資産共通デザインモニュメント設置費・[新]全23構成資産共通デザインモニュメント設置費 2,5002,5002,5002,500

○○○○
「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文
化遺産登録推進費化遺産登録推進費化遺産登録推進費化遺産登録推進費

[新][新][新][新] ・[新]イコモス審査対応に要する経費・[新]イコモス審査対応に要する経費・[新]イコモス審査対応に要する経費・[新]イコモス審査対応に要する経費 10,37110,37110,37110,371

[新][新][新][新]
・[新]宗像大社が行う沖ノ島防犯カメラ設置に対する・[新]宗像大社が行う沖ノ島防犯カメラ設置に対する・[新]宗像大社が行う沖ノ島防犯カメラ設置に対する・[新]宗像大社が行う沖ノ島防犯カメラ設置に対する
助成助成助成助成

853853853853

[新][新][新][新]
首都圏等からの移住促進のための相談窓口「ふくおか首都圏等からの移住促進のための相談窓口「ふくおか首都圏等からの移住促進のための相談窓口「ふくおか首都圏等からの移住促進のための相談窓口「ふくおか
よかとこ移住相談センター（仮称）」の開設に要するよかとこ移住相談センター（仮称）」の開設に要するよかとこ移住相談センター（仮称）」の開設に要するよかとこ移住相談センター（仮称）」の開設に要する
経費経費経費経費

41,84441,84441,84441,844

開設時期：平成28年7月開設時期：平成28年7月開設時期：平成28年7月開設時期：平成28年7月

[新][新][新][新] 移住・定住プロモーション動画の制作に要する経費移住・定住プロモーション動画の制作に要する経費移住・定住プロモーション動画の制作に要する経費移住・定住プロモーション動画の制作に要する経費 3,3453,3453,3453,345

○○○○
九州・山口地域おこし協力隊合同説明会の開催に要す九州・山口地域おこし協力隊合同説明会の開催に要す九州・山口地域おこし協力隊合同説明会の開催に要す九州・山口地域おこし協力隊合同説明会の開催に要す
る経費る経費る経費る経費

802802802802

○○○○ 隊員向け起業・就業講習会等の開催に要する経費隊員向け起業・就業講習会等の開催に要する経費隊員向け起業・就業講習会等の開催に要する経費隊員向け起業・就業講習会等の開催に要する経費 1,2511,2511,2511,251

情情情情 報報報報 政政政政 策策策策 課課課課 2222 2222 6666 [新][新][新][新]
自自自自 治治治治 体体体体 情情情情 報報報報
セセセセ キキキキ ュュュュ リリリリ テテテテ ィィィィ
ククククララララウウウウドドドド整整整整備備備備費費費費

444,300444,300444,300444,300 222,150222,150222,150222,150 222,100222,100222,100222,100 50505050 ○○○○
県と市町村のインターネット接続口の集約、監視機能県と市町村のインターネット接続口の集約、監視機能県と市町村のインターネット接続口の集約、監視機能県と市町村のインターネット接続口の集約、監視機能
強化のための機器整備に要する経費強化のための機器整備に要する経費強化のための機器整備に要する経費強化のための機器整備に要する経費

○○○○
大規模国際大会の誘致に取り組む市町村に対するボラ大規模国際大会の誘致に取り組む市町村に対するボラ大規模国際大会の誘致に取り組む市町村に対するボラ大規模国際大会の誘致に取り組む市町村に対するボラ
ンティア育成のためのアドバイザー派遣に要する経費ンティア育成のためのアドバイザー派遣に要する経費ンティア育成のためのアドバイザー派遣に要する経費ンティア育成のためのアドバイザー派遣に要する経費

716716716716

○○○○ 市町村が行うボランティア人材育成講座に対する助成市町村が行うボランティア人材育成講座に対する助成市町村が行うボランティア人材育成講座に対する助成市町村が行うボランティア人材育成講座に対する助成 1,9201,9201,9201,920

[新][新][新][新]
女性による元気な地域づくり応援講座の開催に要する女性による元気な地域づくり応援講座の開催に要する女性による元気な地域づくり応援講座の開催に要する女性による元気な地域づくり応援講座の開催に要する
経費経費経費経費

1,9051,9051,9051,905

[新][新][新][新]
女子中高生を対象としたものづくり企業等の視察・技女子中高生を対象としたものづくり企業等の視察・技女子中高生を対象としたものづくり企業等の視察・技女子中高生を対象としたものづくり企業等の視察・技
術者との交流に要する経費術者との交流に要する経費術者との交流に要する経費術者との交流に要する経費

2,5602,5602,5602,560

交交交交 流流流流 第第第第 一一一一 課課課課 5555 1111 3333 [新][新][新][新]
九九九九州州州州ググググロロロローーーーババババルルルル
人人人人材材材材活活活活用用用用促促促促進進進進費費費費

33,52833,52833,52833,528 33,52833,52833,52833,528 ○○○○
九州の留学生の地元就職を促進するための企業との九州の留学生の地元就職を促進するための企業との九州の留学生の地元就職を促進するための企業との九州の留学生の地元就職を促進するための企業との
マッチングサイトの構築に要する経費マッチングサイトの構築に要する経費マッチングサイトの構築に要する経費マッチングサイトの構築に要する経費

3333 6666 1111
介介介介 護護護護 福福福福 祉祉祉祉 士士士士
修修修修 学学学学 資資資資 金金金金 等等等等
貸貸貸貸 付付付付 事事事事 業業業業 費費費費

627,480627,480627,480627,480 627,480627,480627,480627,480 [新][新][新][新]
県社協が行う潜在介護人材への就職準備金の貸付けに県社協が行う潜在介護人材への就職準備金の貸付けに県社協が行う潜在介護人材への就職準備金の貸付けに県社協が行う潜在介護人材への就職準備金の貸付けに
対する助成対する助成対する助成対する助成

3333 6666 2222
ひひひひ とととと りりりり 暮暮暮暮 らららら しししし
高高高高 齢齢齢齢 者者者者 見見見見 守守守守 りりりり
活活活活 動動動動 推推推推 進進進進 費費費費

4,5634,5634,5634,563 4,5634,5634,5634,563 [新][新][新][新]
見守り意識の醸成に向けた九州・山口統一の啓発活動見守り意識の醸成に向けた九州・山口統一の啓発活動見守り意識の醸成に向けた九州・山口統一の啓発活動見守り意識の醸成に向けた九州・山口統一の啓発活動
に要する経費に要する経費に要する経費に要する経費

[新][新][新][新] 企業・団体間での出会いイベントの実施に要する経費企業・団体間での出会いイベントの実施に要する経費企業・団体間での出会いイベントの実施に要する経費企業・団体間での出会いイベントの実施に要する経費 10,51410,51410,51410,514

[新][新][新][新]
九州・山口結婚・子育てポジティブキャンペーンの実九州・山口結婚・子育てポジティブキャンペーンの実九州・山口結婚・子育てポジティブキャンペーンの実九州・山口結婚・子育てポジティブキャンペーンの実
施に要する経費施に要する経費施に要する経費施に要する経費

6,1606,1606,1606,160

[新][新][新][新]
市町村が行う低所得世帯向け結婚新生活支援に対する市町村が行う低所得世帯向け結婚新生活支援に対する市町村が行う低所得世帯向け結婚新生活支援に対する市町村が行う低所得世帯向け結婚新生活支援に対する
助成助成助成助成

44,55044,55044,55044,550

[新][新][新][新]
保保保保育育育育士士士士就就就就職職職職支支支支援援援援
資資資資金金金金貸貸貸貸付付付付事事事事業業業業費費費費

1,029,4291,029,4291,029,4291,029,429 1,029,4291,029,4291,029,4291,029,429 ○○○○ 保育士有資格者の就職準備金等の貸付けに対する助成保育士有資格者の就職準備金等の貸付けに対する助成保育士有資格者の就職準備金等の貸付けに対する助成保育士有資格者の就職準備金等の貸付けに対する助成

○○○○
学び道場と放課後児童クラブ間の児童送迎に対する助学び道場と放課後児童クラブ間の児童送迎に対する助学び道場と放課後児童クラブ間の児童送迎に対する助学び道場と放課後児童クラブ間の児童送迎に対する助
成成成成

1,2001,2001,2001,200

○○○○ 放課後児童クラブで実施する学習支援に対する助成放課後児童クラブで実施する学習支援に対する助成放課後児童クラブで実施する学習支援に対する助成放課後児童クラブで実施する学習支援に対する助成 3,7333,7333,7333,733

[新][新][新][新]
児児児児童童童童養養養養護護護護施施施施設設設設等等等等
学学学学 習習習習 環環環環 境境境境 改改改改 善善善善
事事事事 業業業業 費費費費

3,0803,0803,0803,080 2,3102,3102,3102,310 770770770770 ○○○○ 児童養護施設等が行う学習環境改善に対する助成児童養護施設等が行う学習環境改善に対する助成児童養護施設等が行う学習環境改善に対する助成児童養護施設等が行う学習環境改善に対する助成

[新][新][新][新]
施施施施設設設設退退退退所所所所児児児児童童童童等等等等
自自自自 立立立立 支支支支 援援援援 資資資資 金金金金
貸貸貸貸 付付付付 事事事事 業業業業 費費費費

250,011250,011250,011250,011 250,011250,011250,011250,011 ○○○○
児童養護施設退所児童等を対象とした家賃等の貸付け児童養護施設退所児童等を対象とした家賃等の貸付け児童養護施設退所児童等を対象とした家賃等の貸付け児童養護施設退所児童等を対象とした家賃等の貸付け
に対する助成に対する助成に対する助成に対する助成

ひひひひととととりりりり親親親親家家家家庭庭庭庭のののの
たたたためめめめのののの学学学学習習習習支支支支援援援援
ボボボボ ララララ ンンンン テテテテ ィィィィ アアアア
事事事事 業業業業 費費費費

1,2841,2841,2841,284 642642642642 642642642642 [新][新][新][新]
ひとり親家庭の子どもを対象とした学習塾の開設準備ひとり親家庭の子どもを対象とした学習塾の開設準備ひとり親家庭の子どもを対象とした学習塾の開設準備ひとり親家庭の子どもを対象とした学習塾の開設準備
に要する経費に要する経費に要する経費に要する経費

[新][新][新][新]

ひひひひ とととと りりりり 親親親親 家家家家 庭庭庭庭
高高高高 等等等等 職職職職 業業業業 訓訓訓訓 練練練練
促促促促 進進進進 資資資資 金金金金 貸貸貸貸 付付付付
事事事事 業業業業 費費費費

232,920232,920232,920232,920 232,920232,920232,920232,920 ○○○○
高等職業訓練促進給付金受給者を対象とした入学準備高等職業訓練促進給付金受給者を対象とした入学準備高等職業訓練促進給付金受給者を対象とした入学準備高等職業訓練促進給付金受給者を対象とした入学準備
金等の貸付けに対する助成金等の貸付けに対する助成金等の貸付けに対する助成金等の貸付けに対する助成

障障障障害害害害者者者者福福福福祉祉祉祉課課課課 5555 4444 4444
障障障障害害害害者者者者収収収収入入入入向向向向上上上上
支支支支 援援援援 費費費費

500500500500 500500500500 [新][新][新][新]
「まごころ製品」の認知向上のためのロゴマーク作成「まごころ製品」の認知向上のためのロゴマーク作成「まごころ製品」の認知向上のためのロゴマーク作成「まごころ製品」の認知向上のためのロゴマーク作成
に要する経費に要する経費に要する経費に要する経費

労労労労 働働働働 政政政政 策策策策 課課課課 5555 7777 1111
若若若若者者者者のののの九九九九州州州州････山山山山口口口口
ふふふふ るるるる ささささ とととと 就就就就 職職職職
促促促促 進進進進 費費費費

2,8562,8562,8562,856 2,8562,8562,8562,856 [新][新][新][新]
東京圏の大学生を対象とした「九州・山口共同イン東京圏の大学生を対象とした「九州・山口共同イン東京圏の大学生を対象とした「九州・山口共同イン東京圏の大学生を対象とした「九州・山口共同イン
ターンシップ」の実施に要する経費ターンシップ」の実施に要する経費ターンシップ」の実施に要する経費ターンシップ」の実施に要する経費

労労労労 働働働働 政政政政 策策策策 課課課課

新新新新雇雇雇雇用用用用開開開開発発発発課課課課
5555 7777

1111
3333

[新][新][新][新]

働働働働 くくくく 女女女女 性性性性
ワワワワ ンンンン スススス トトトト ッッッッ ププププ
応応応応援援援援・・・・労労労労働働働働相相相相談談談談
充充充充 実実実実 事事事事 業業業業 費費費費

28,56228,56228,56228,562 9999 28,55328,55328,55328,553 ○○○○
国、北九州市と連携し、女性の就業・創業支援、労働国、北九州市と連携し、女性の就業・創業支援、労働国、北九州市と連携し、女性の就業・創業支援、労働国、北九州市と連携し、女性の就業・創業支援、労働
相談等のサービスをワンストップで提供するための体相談等のサービスをワンストップで提供するための体相談等のサービスをワンストップで提供するための体相談等のサービスをワンストップで提供するための体
制整備に要する経費制整備に要する経費制整備に要する経費制整備に要する経費

[新][新][新][新] 子育て応援宣言企業6000社大会の開催に要する経費子育て応援宣言企業6000社大会の開催に要する経費子育て応援宣言企業6000社大会の開催に要する経費子育て応援宣言企業6000社大会の開催に要する経費 4,5724,5724,5724,572

[新][新][新][新]
九州・山口連携によるワーク・ライフ・バランス推進九州・山口連携によるワーク・ライフ・バランス推進九州・山口連携によるワーク・ライフ・バランス推進九州・山口連携によるワーク・ライフ・バランス推進
キャンペーンの実施に要する経費キャンペーンの実施に要する経費キャンペーンの実施に要する経費キャンペーンの実施に要する経費

1,0001,0001,0001,000

5555 9999 1111
70707070 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

7,9497,9497,9497,949 7,9497,9497,9497,949 [新][新][新][新]
介護分野における求人開拓・職業紹介を行うためのア介護分野における求人開拓・職業紹介を行うためのア介護分野における求人開拓・職業紹介を行うためのア介護分野における求人開拓・職業紹介を行うためのア
ドバイザー配置に要する経費ドバイザー配置に要する経費ドバイザー配置に要する経費ドバイザー配置に要する経費

大大大大規規規規模模模模国国国国際際際際大大大大会会会会
にににに向向向向けけけけたたたたﾎﾎﾎﾎ ﾞ゙゙゙ﾗﾗﾗﾗﾝﾝﾝﾝﾃﾃﾃﾃｨｨｨｨｱｱｱｱ
人人人人材材材材育育育育成成成成事事事事業業業業費費費費

子子子子 育育育育 てててて 応応応応 援援援援
社社社社 会会会会 づづづづ くくくく りりりり
推推推推 進進進進 費費費費

61,22461,22461,22461,224 51,66051,66051,66051,660

2,0532,0532,0532,053

放放放放課課課課後後後後児児児児童童童童ｸｸｸｸﾗﾗﾗﾗ ﾌﾌﾌﾌ ﾞ゙゙゙
学学学学 習習習習 支支支支 援援援援 費費費費

（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

2,0532,0532,0532,053

概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要予 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

平成２７年度２月補正予算における新規事業について平成２７年度２月補正予算における新規事業について平成２７年度２月補正予算における新規事業について平成２７年度２月補正予算における新規事業について

4,9334,9334,9334,933

2222 4444

目目目目 事　項　名事　項　名事　項　名事　項　名

10,73910,73910,73910,739総総総総
務務務務
部部部部

学学学学 事事事事 課課課課

10101010 8888 2222 [新][新][新][新]
女女女女 性性性性 リリリリ ーーーー ダダダダ ーーーー
養養養養 成成成成 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

13,72413,72413,72413,724

10,73910,73910,73910,739

13,72413,72413,72413,724

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

2222 2222 2222
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 費費費費

45,18945,18945,18945,189 45,18945,18945,18945,189

市市市市町町町町村村村村支支支支援援援援課課課課 [新][新][新][新]2222
地地地地 域域域域 おおおお ここここ しししし
協協協協 力力力力 隊隊隊隊 支支支支 援援援援 費費費費

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

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 [新][新][新][新]

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

2222
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

4,4654,4654,4654,465 2,0482,0482,0482,048 2,4172,4172,4172,417

新新新新
社社社社
会会会会
推推推推
進進進進
部部部部

2,6362,6362,6362,636 2,6362,6362,6362,636

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

5555 1111

高高高高 齢齢齢齢 者者者者 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 課課課課

保保保保
健健健健
医医医医
療療療療
介介介介
護護護護
部部部部

子子子子育育育育てててて支支支支援援援援課課課課

5555 3333 1111

9,5649,5649,5649,564

5555 3333 3333 [新][新][新][新] 4,9334,9334,9334,933

児児児児 童童童童 家家家家 庭庭庭庭 課課課課 5555 3333 1111

3333
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

5,5725,5725,5725,572

新新新新雇雇雇雇用用用用開開開開発発発発課課課課

5,5725,5725,5725,572

福福福福
祉祉祉祉
労労労労
働働働働
部部部部

5555 7777
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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 概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要予 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

目目目目 事　項　名事　項　名事　項　名事　項　名

7777 1111 2222 経経経経営営営営改改改改善善善善支支支支援援援援費費費費 2,2942,2942,2942,294 2,2942,2942,2942,294 [新][新][新][新] 若手社員を対象とした合同研修会開催に要する経費若手社員を対象とした合同研修会開催に要する経費若手社員を対象とした合同研修会開催に要する経費若手社員を対象とした合同研修会開催に要する経費

[新][新][新][新] 中小企業が策定した事業計画の実行に対する助成中小企業が策定した事業計画の実行に対する助成中小企業が策定した事業計画の実行に対する助成中小企業が策定した事業計画の実行に対する助成 10,00010,00010,00010,000

[新][新][新][新]
商工会議所・商工会と小規模事業者が広域連携で行う商工会議所・商工会と小規模事業者が広域連携で行う商工会議所・商工会と小規模事業者が広域連携で行う商工会議所・商工会と小規模事業者が広域連携で行う
商品開発、販路開拓等に対する助成商品開発、販路開拓等に対する助成商品開発、販路開拓等に対する助成商品開発、販路開拓等に対する助成

24,00024,00024,00024,000

[新][新][新][新] 女性向け創業相談会開催に要する経費女性向け創業相談会開催に要する経費女性向け創業相談会開催に要する経費女性向け創業相談会開催に要する経費 1,0711,0711,0711,071

[新][新][新][新]
インターネット通販を活用した中小企業の販路開拓支インターネット通販を活用した中小企業の販路開拓支インターネット通販を活用した中小企業の販路開拓支インターネット通販を活用した中小企業の販路開拓支
援に要する経費援に要する経費援に要する経費援に要する経費

1,8461,8461,8461,846

[新][新][新][新]
県内中小企業とアジアの中小企業との県内での商談会県内中小企業とアジアの中小企業との県内での商談会県内中小企業とアジアの中小企業との県内での商談会県内中小企業とアジアの中小企業との県内での商談会
開催に要する経費開催に要する経費開催に要する経費開催に要する経費

1,9331,9331,9331,933

対象地域：タイ対象地域：タイ対象地域：タイ対象地域：タイ

経経経経営営営営革革革革新新新新支支支支援援援援費費費費 12,57512,57512,57512,575 12,57512,57512,57512,575 [新][新][新][新]
経営革新を行う企業の資金調達に必要な第三者機関に経営革新を行う企業の資金調達に必要な第三者機関に経営革新を行う企業の資金調達に必要な第三者機関に経営革新を行う企業の資金調達に必要な第三者機関に
よる評価に要する経費よる評価に要する経費よる評価に要する経費よる評価に要する経費

[新][新][新][新] 地地地地域域域域創創創創業業業業促促促促進進進進費費費費 477477477477 477477477477 ○○○○
市町村、商工会議所、商工会の担当者を対象とした創市町村、商工会議所、商工会の担当者を対象とした創市町村、商工会議所、商工会の担当者を対象とした創市町村、商工会議所、商工会の担当者を対象とした創
業支援研修等に要する経費業支援研修等に要する経費業支援研修等に要する経費業支援研修等に要する経費

[新][新][新][新]
常常常常設設設設店店店店舗舗舗舗をををを活活活活用用用用
ししししたたたた新新新新商商商商品品品品販販販販路路路路
開開開開 拓拓拓拓 支支支支 援援援援 費費費費

6,9376,9376,9376,937 6,9376,9376,9376,937 ○○○○
中小企業が開発した新商品の販路開拓支援に要する経中小企業が開発した新商品の販路開拓支援に要する経中小企業が開発した新商品の販路開拓支援に要する経中小企業が開発した新商品の販路開拓支援に要する経
費費費費

○○○○
酒造組合と生物食品研究所による福岡県独自の吟醸酵酒造組合と生物食品研究所による福岡県独自の吟醸酵酒造組合と生物食品研究所による福岡県独自の吟醸酵酒造組合と生物食品研究所による福岡県独自の吟醸酵
母の開発に要する経費母の開発に要する経費母の開発に要する経費母の開発に要する経費

4,9304,9304,9304,930

○○○○
酒造りにおける数値管理や官能評価ができる人材の育酒造りにおける数値管理や官能評価ができる人材の育酒造りにおける数値管理や官能評価ができる人材の育酒造りにおける数値管理や官能評価ができる人材の育
成に要する経費成に要する経費成に要する経費成に要する経費

3,1433,1433,1433,143

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

2,8082,8082,8082,808 2,8082,8082,8082,808 [新][新][新][新]
北九州水素タウンを活用した新製品開発支援に要する北九州水素タウンを活用した新製品開発支援に要する北九州水素タウンを活用した新製品開発支援に要する北九州水素タウンを活用した新製品開発支援に要する
経費経費経費経費

[新][新][新][新]
「県南地域自動車産業フォーラム」の開催に要する経「県南地域自動車産業フォーラム」の開催に要する経「県南地域自動車産業フォーラム」の開催に要する経「県南地域自動車産業フォーラム」の開催に要する経
費費費費

985985985985

[新][新][新][新]
インドネシア自動車関連企業との商談会開催に要するインドネシア自動車関連企業との商談会開催に要するインドネシア自動車関連企業との商談会開催に要するインドネシア自動車関連企業との商談会開催に要する
経費経費経費経費

2,9972,9972,9972,997

[新][新][新][新]
電子・電装系分野参入のための展示会出展支援等に要電子・電装系分野参入のための展示会出展支援等に要電子・電装系分野参入のための展示会出展支援等に要電子・電装系分野参入のための展示会出展支援等に要
する経費する経費する経費する経費

2,2702,2702,2702,270

[新][新][新][新]
ががががんんんん超超超超早早早早期期期期診診診診断断断断
技技技技 術術術術 実実実実 用用用用 化化化化
支支支支 援援援援 費費費費

3,6003,6003,6003,600 3,6003,6003,6003,600 ○○○○
線虫を用いた簡便で高精度な診断技術の実証試験に対線虫を用いた簡便で高精度な診断技術の実証試験に対線虫を用いた簡便で高精度な診断技術の実証試験に対線虫を用いた簡便で高精度な診断技術の実証試験に対
する助成する助成する助成する助成

[新][新][新][新]
九九九九 州州州州 連連連連 携携携携
医医医医 療療療療 機機機機 器器器器 産産産産 業業業業
拠拠拠拠点点点点形形形形成成成成事事事事業業業業費費費費

3,2313,2313,2313,231 3,2313,2313,2313,231 ○○○○
ものづくり中小企業と東京都本郷地区を中心とする医ものづくり中小企業と東京都本郷地区を中心とする医ものづくり中小企業と東京都本郷地区を中心とする医ものづくり中小企業と東京都本郷地区を中心とする医
療機器メーカーとのマッチング交流会の開催に要する療機器メーカーとのマッチング交流会の開催に要する療機器メーカーとのマッチング交流会の開催に要する療機器メーカーとのマッチング交流会の開催に要する
経費経費経費経費

○○○○
伝統工芸品生産者等に対する外国人観光客の需要を取伝統工芸品生産者等に対する外国人観光客の需要を取伝統工芸品生産者等に対する外国人観光客の需要を取伝統工芸品生産者等に対する外国人観光客の需要を取
り込むための勉強会開催費り込むための勉強会開催費り込むための勉強会開催費り込むための勉強会開催費

1,2061,2061,2061,206

○○○○
伝統的工芸品産地組合等が取り組む外国人観光客向け伝統的工芸品産地組合等が取り組む外国人観光客向け伝統的工芸品産地組合等が取り組む外国人観光客向け伝統的工芸品産地組合等が取り組む外国人観光客向け
の需要開拓、商品開発に対する助成の需要開拓、商品開発に対する助成の需要開拓、商品開発に対する助成の需要開拓、商品開発に対する助成

4,5004,5004,5004,500

○○○○ 伝統工芸品の海外に向けたＰＲに要する経費伝統工芸品の海外に向けたＰＲに要する経費伝統工芸品の海外に向けたＰＲに要する経費伝統工芸品の海外に向けたＰＲに要する経費 8,9428,9428,9428,942

観観観観光光光光 ﾏﾏﾏﾏ ｰーーー ｹｹｹｹ ﾃﾃﾃﾃ ｨｨｨｨ ﾝﾝﾝﾝ ｸｸｸｸ ﾞ゙゙゙
事事事事 業業業業 費費費費

27,39027,39027,39027,390 27,39027,39027,39027,390 [新][新][新][新]
特典付き観光パスポートを活用した観光動向調査に要特典付き観光パスポートを活用した観光動向調査に要特典付き観光パスポートを活用した観光動向調査に要特典付き観光パスポートを活用した観光動向調査に要
する経費する経費する経費する経費

[新][新][新][新]
とんこつラーメンを切り口とした観光キャンペーン実とんこつラーメンを切り口とした観光キャンペーン実とんこつラーメンを切り口とした観光キャンペーン実とんこつラーメンを切り口とした観光キャンペーン実
施に要する経費施に要する経費施に要する経費施に要する経費

20,64820,64820,64820,648

[新][新][新][新]
欧州との直行便就航を契機とした外国人観光客誘致活欧州との直行便就航を契機とした外国人観光客誘致活欧州との直行便就航を契機とした外国人観光客誘致活欧州との直行便就航を契機とした外国人観光客誘致活
動に要する経費動に要する経費動に要する経費動に要する経費

6,3426,3426,3426,342

[新][新][新][新]
飲食店・宿泊施設に対する外国人観光客受入環境整備飲食店・宿泊施設に対する外国人観光客受入環境整備飲食店・宿泊施設に対する外国人観光客受入環境整備飲食店・宿泊施設に対する外国人観光客受入環境整備
のための勉強会開催費のための勉強会開催費のための勉強会開催費のための勉強会開催費

4,0924,0924,0924,092

[新][新][新][新]
外国人観光客に向けた日本のマナーの理解促進に要す外国人観光客に向けた日本のマナーの理解促進に要す外国人観光客に向けた日本のマナーの理解促進に要す外国人観光客に向けた日本のマナーの理解促進に要す
る経費る経費る経費る経費

630630630630

[新][新][新][新]
富裕層を対象とした県内周遊の促進のための観光商品富裕層を対象とした県内周遊の促進のための観光商品富裕層を対象とした県内周遊の促進のための観光商品富裕層を対象とした県内周遊の促進のための観光商品
のＰＲに対する助成のＰＲに対する助成のＰＲに対する助成のＰＲに対する助成

1,1121,1121,1121,112

[新][新][新][新]
地域鉄道と沿線の観光資源を活用した観光プロモー地域鉄道と沿線の観光資源を活用した観光プロモー地域鉄道と沿線の観光資源を活用した観光プロモー地域鉄道と沿線の観光資源を活用した観光プロモー
ションに要する経費ションに要する経費ションに要する経費ションに要する経費

7,9877,9877,9877,987

[新][新][新][新]
「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文化遺産登録を「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文化遺産登録を「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文化遺産登録を「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文化遺産登録を
見据えた観光情報発信に要する経費見据えた観光情報発信に要する経費見据えた観光情報発信に要する経費見据えた観光情報発信に要する経費

7,0007,0007,0007,000

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 費費費費

4,3194,3194,3194,319 4,3194,3194,3194,319 [新][新][新][新]
県内の古代史跡・遺跡・関連施設を活用した観光資源県内の古代史跡・遺跡・関連施設を活用した観光資源県内の古代史跡・遺跡・関連施設を活用した観光資源県内の古代史跡・遺跡・関連施設を活用した観光資源
ブランド化検討会開催に要する経費ブランド化検討会開催に要する経費ブランド化検討会開催に要する経費ブランド化検討会開催に要する経費

○○○○
本社機能の集積に必要な人材育成を図るためのフォー本社機能の集積に必要な人材育成を図るためのフォー本社機能の集積に必要な人材育成を図るためのフォー本社機能の集積に必要な人材育成を図るためのフォー
ラム開催費ラム開催費ラム開催費ラム開催費

263263263263

○○○○
ものづくり中小企業へのインターンシップ促進に要すものづくり中小企業へのインターンシップ促進に要すものづくり中小企業へのインターンシップ促進に要すものづくり中小企業へのインターンシップ促進に要す
る経費る経費る経費る経費

134134134134

○○○○
「魅力あるものづくり中小企業100選（仮称）」の作「魅力あるものづくり中小企業100選（仮称）」の作「魅力あるものづくり中小企業100選（仮称）」の作「魅力あるものづくり中小企業100選（仮称）」の作
成に要する経費成に要する経費成に要する経費成に要する経費

2,8892,8892,8892,889

○○○○ 中山間地域サポーターの登録等に要する経費中山間地域サポーターの登録等に要する経費中山間地域サポーターの登録等に要する経費中山間地域サポーターの登録等に要する経費 4,9204,9204,9204,920

○○○○
定年退職者が通い農業を始めるための費用に対する助定年退職者が通い農業を始めるための費用に対する助定年退職者が通い農業を始めるための費用に対する助定年退職者が通い農業を始めるための費用に対する助
成等成等成等成等

2,2002,2002,2002,200

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 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

11,41011,41011,41011,410 11,41011,41011,41011,410 [新][新][新][新]
「ふくおかの農業応援の店」の料理長を対象とした県「ふくおかの農業応援の店」の料理長を対象とした県「ふくおかの農業応援の店」の料理長を対象とした県「ふくおかの農業応援の店」の料理長を対象とした県
産食材活用セミナー・産地ツアーの実施等に要する経産食材活用セミナー・産地ツアーの実施等に要する経産食材活用セミナー・産地ツアーの実施等に要する経産食材活用セミナー・産地ツアーの実施等に要する経
費費費費

○○○○
海外旅行業者の招へいにあわせた直売所・観光農園の海外旅行業者の招へいにあわせた直売所・観光農園の海外旅行業者の招へいにあわせた直売所・観光農園の海外旅行業者の招へいにあわせた直売所・観光農園の
整備等に要する経費整備等に要する経費整備等に要する経費整備等に要する経費

5,3925,3925,3925,392

○○○○ 国際安全認証を取得する産地に対する助成等国際安全認証を取得する産地に対する助成等国際安全認証を取得する産地に対する助成等国際安全認証を取得する産地に対する助成等 1,7731,7731,7731,773

3,2863,2863,2863,286

中中中中小小小小企企企企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
[新][新][新][新]

教教教教育育育育機機機機関関関関とととと連連連連携携携携
しししし たたたた 高高高高 度度度度 人人人人 材材材材
育育育育 成成成成 費費費費

38,85038,85038,85038,850

8,0738,0738,0738,073

6,2526,2526,2526,252

8,0738,0738,0738,073

14,64814,64814,64814,648

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

6,2526,2526,2526,252

福福福福 岡岡岡岡 県県県県 酒酒酒酒 造造造造 業業業業
支支支支 援援援援 費費費費

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

1111

1111

2222

2222

3333

2222

地地地地 域域域域 中中中中 小小小小 企企企企 業業業業
支支支支 援援援援 費費費費

38,85038,85038,85038,850

7777 2222 2222

中中中中小小小小企企企企業業業業技技技技術術術術
振振振振 興興興興 課課課課

7777 2222 6666 [新][新][新][新]

観観観観 光光光光 ・・・・ 物物物物 産産産産
振振振振 興興興興 課課課課

新新新新産産産産業業業業振振振振興興興興課課課課 7777 2222 6666

7777 1111 14,64814,64814,64814,648

7777 3333 1111

福福福福 岡岡岡岡 観観観観 光光光光 魅魅魅魅 力力力力
海海海海 外外外外 発発発発 信信信信 費費費費

32,82432,82432,82432,824

[新][新][新][新]
伝伝伝伝 統統統統 工工工工 芸芸芸芸
イイイイ ンンンン ババババ ウウウウ ンンンン ドドドド
事事事事 業業業業 費費費費

3333

中中中中 山山山山 間間間間 地地地地 域域域域
活活活活 性性性性 化化化化 応応応応 援援援援
事事事事 業業業業 費費費費

7,1207,1207,1207,120

32,82432,82432,82432,824

観観観観光光光光 ﾌﾌﾌﾌ ﾟ゚゚゚ ﾛﾛﾛﾛ ﾓﾓﾓﾓ ｰーーー ｼｼｼｼ ｮｮｮｮ ﾝﾝﾝﾝ
推推推推 進進進進 費費費費

14,98714,98714,98714,987 14,98714,98714,98714,987

[新][新][新][新]
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
イイイイ ンンンン ババババ ウウウウ ンンンン ドドドド
需需需需 要要要要 強強強強 化化化化 費費費費

3,2863,2863,2863,286

商商商商
工工工工
部部部部

農農農農 山山山山 漁漁漁漁 村村村村
振振振振 興興興興 課課課課

6666 1111 2222 [新][新][新][新]

7,1657,1657,1657,165

農農農農
林林林林
水水水水
産産産産
部部部部

7,1207,1207,1207,120

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

園園園園 芸芸芸芸 振振振振 興興興興 課課課課

6666 1111
1111

3333
7,1657,1657,1657,165
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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 概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要概　　　　　要予 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

目目目目 事　項　名事　項　名事　項　名事　項　名

[新][新][新][新]
米国における「あまおう」の市場開拓調査等に要する米国における「あまおう」の市場開拓調査等に要する米国における「あまおう」の市場開拓調査等に要する米国における「あまおう」の市場開拓調査等に要する
経費経費経費経費

3,4933,4933,4933,493

[新][新][新][新] 欧州における八女茶・植木の輸出拡大に要する経費欧州における八女茶・植木の輸出拡大に要する経費欧州における八女茶・植木の輸出拡大に要する経費欧州における八女茶・植木の輸出拡大に要する経費 5,0855,0855,0855,085

6666 2222 2222 [新][新][新][新]
九九九九州州州州・・・・山山山山口口口口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

2,7362,7362,7362,736 2,7362,7362,7362,736 ○○○○
九州・山口一体となった加工食品の大規模商談会の開九州・山口一体となった加工食品の大規模商談会の開九州・山口一体となった加工食品の大規模商談会の開九州・山口一体となった加工食品の大規模商談会の開
催等に要する経費催等に要する経費催等に要する経費催等に要する経費

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
経経経経営営営営体体体体育育育育成成成成支支支支援援援援
事事事事 業業業業 費費費費

52,55852,55852,55852,558 52,55852,55852,55852,558 [新][新][新][新]
売上高の拡大や経営コストの縮減に取り組む担い手へ売上高の拡大や経営コストの縮減に取り組む担い手へ売上高の拡大や経営コストの縮減に取り組む担い手へ売上高の拡大や経営コストの縮減に取り組む担い手へ
の機械導入に対する助成の機械導入に対する助成の機械導入に対する助成の機械導入に対する助成

6666 1111 1111
若若若若者者者者のののの農農農農業業業業参参参参入入入入
定定定定 着着着着 支支支支 援援援援 費費費費

9,9209,9209,9209,920 9,9209,9209,9209,920 [新][新][新][新] 「就農マッチングセンター」の設置等に要する経費「就農マッチングセンター」の設置等に要する経費「就農マッチングセンター」の設置等に要する経費「就農マッチングセンター」の設置等に要する経費

6666 2222 4444 [新][新][新][新]
ICTICTICTICT をををを 活活活活 用用用用 しししし たたたた
農農農農産産産産物物物物のののの生生生生産産産産性性性性
向向向向 上上上上 対対対対 策策策策 費費費費

8,7308,7308,7308,730 8,7308,7308,7308,730 ○○○○
優良農家の「匠の技」のマニュアル化、マニュアルを優良農家の「匠の技」のマニュアル化、マニュアルを優良農家の「匠の技」のマニュアル化、マニュアルを優良農家の「匠の技」のマニュアル化、マニュアルを
活用した技術普及に要する経費活用した技術普及に要する経費活用した技術普及に要する経費活用した技術普及に要する経費

合　計（66件）合　計（66件）合　計（66件）合　計（66件） 3,119,7763,119,7763,119,7763,119,776 426,459426,459426,459426,459222,100222,100222,100222,1002,471,2082,471,2082,471,2082,471,208 9999

8,5788,5788,5788,578

経経経経 営営営営 技技技技 術術術術
支支支支 援援援援 課課課課

農農農農
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 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

8,5788,5788,5788,578

H28当初予算及びH27.2月補正予算H28当初予算及びH27.2月補正予算H28当初予算及びH27.2月補正予算H28当初予算及びH27.2月補正予算

合　計（210件）合　計（210件）合　計（210件）合　計（210件）
11,516,54811,516,54811,516,54811,516,548 4,511,3494,511,3494,511,3494,511,349 2,499,7322,499,7322,499,7322,499,732 2,958,4552,958,4552,958,4552,958,455 1,547,0121,547,0121,547,0121,547,012
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１０件 （単位：千円）

改正の概要　　（単位：円） 増減収額 施　行 理　　由

審査請求手続における審査請求人等が提出書類の写し等の
交付を受ける際に徴収する手数料

0 H28.4.1 新設

福岡県自治紛 自治紛争処理委員の審理において、審査の申立てをした 0 H28.4.1 新設
争処理委員審 者等が提出書類の写し等の交付を受ける際に徴収する手 （法律の改正）

理関係書類複 数料

写等手数料条
例

福岡県選挙管 選挙管理委員会の審理において、審査の申立てをした者等 0 H28.4.1 新設

２
　
月
　
議

平成２８年度における使用料・手数料の改定について

（条例関係）

条例名

福岡県行政不服
審査法提出書類
複写等手数料条
例

（法律の改正）

区  分 交付する写し又は書面 金額（用紙１枚につき） 徴収時期 

１ 文書、図画

又は写真 

１ 複写機により複写した

もの（単色刷り） 
１０円  

交付するとき 

２ 複写機により複写した

もの（多色刷り） 
３０円  

２ 電磁的記録 １ 用紙に出力したもの（単

色刷り） 
１０円  

２ 用紙に出力したもの（多

色刷り） 
３０円  

 

区  分 交付する写し又は書面 金額（用紙１枚につき） 徴収時期 

１ 文書、図画

又は写真 

１ 複写機により複写した

もの（単色刷り） 
１０円  

交付するとき 

２ 複写機により複写した

もの（多色刷り） 
３０円  

２ 電磁的記録 １ 用紙に出力したもの（単

色刷り） 
１０円  

２ 用紙に出力したもの（多

色刷り） 
３０円  

 

福岡県選挙管 0 H28.4.1 新設
理委員会審理 が提出書類の写し等の交付を受ける際に徴収する手数料 （法律の改正）

関係書類複写
等手数料条例

医務関係手数料 0 公布の日 削除
・歯科技工士国家試験合格証明書交付申請手数料 （省令の改正）

3,000円→削除　　

福岡県農林水 農産物検査規格登録検査機関の登録に関する手数料 410 H28.4.1 改定
産関係手数料 （法律の改正）

条例

福岡県保健福祉
関係手数料条例

議
　
会
　
提
　
出

別表１ 手数料額

条項 （１件あたり）

登録検査機関

登録申請手数料

登録検査機関 10,100円

登録更新申請手数料 （※政令で定める額）

登録検査機関 種類の増加

変更登録申請手数料 30,000円

区分の増加

150,000円

手数料の名称 徴収時期

16 申請時 150,000円

17 申請時

18 申請時

区  分 交付する写し又は書面 金額（用紙１枚につき） 徴収時期 

１ 文書、図画

又は写真 

１ 複写機により複写した

もの（単色刷り） 
１０円  

交付するとき 

２ 複写機により複写した

もの（多色刷り） 
３０円  

２ 電磁的記録 １ 用紙に出力したもの（単

色刷り） 
１０円  

２ 用紙に出力したもの（多

色刷り） 
３０円  
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１０件 （単位：千円）

改正の概要　　（単位：円） 増減収額 施　行 理　　由

福岡県農林水 異議の申出をした者等が提出書類の写し等の交付を受け 0 H28.4.1 改定
産関係手数料 る際に徴収する手数料 （法律の改正）

条例

福岡県河川流 流水占用料及び土地占用料 0 H28.4.1 改定
水占用料等徴 ○改正の主な内容 （減免規定の改正）

収条例

福岡県建築都 244 H28.4.1 新設
市関係手数料 （法律の制定）

条例

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく
建築物エネルギー消費性能向上計画及び建築物のエネル
ギー消費性能に係る認定申請手数料

（条例関係）

２
　
月
　

条例名

現　行 改正案
次の各号のいずれかに該当する場合
は、流水占用料又は土地占用料を免
除する。

次の各号のいずれかに該当する場合
は、流水占用料又は土地占用料を減
額又は免除することができる。

（主な対象）
　　電気事業、かんがい、水道事業

区  分 交付する写し又は書面 金額（用紙１枚につき） 徴収時期 

１ 文書、図画

又は写真 

１ 複写機により複写した

もの（単色刷り） 
１０円  

交付するとき 

２ 複写機により複写した

もの（多色刷り） 
３０円  

２ 電磁的記録 １ 用紙に出力したもの（単

色刷り） 
１０円  

２ 用紙に出力したもの（多

色刷り） 
３０円  

 

・８１項（新規認定） ・８２項（変更認定）

手数料額
変更

手数料額

 300㎡未満 11,000  300㎡未満 5,500

 300㎡～2,000㎡未満 33,000  300㎡～2,000㎡未満 16,500

 2,000㎡～5,000㎡未満 99,000  2,000㎡～5,000㎡未満 49,500

建築物のエネルギー消費性能認定等申請手数料一覧

区分 区分

非
住 -

非
住 -

　
議
　
会
　
提
　
出

・８１項（新規認定） ・８２項（変更認定）

手数料額
変更

手数料額

 300㎡未満 11,000  300㎡未満 5,500

 300㎡～2,000㎡未満 33,000  300㎡～2,000㎡未満 16,500

 2,000㎡～5,000㎡未満 99,000  2,000㎡～5,000㎡未満 49,500

 5,000㎡～10,000㎡未満 158,000  5,000㎡～10,000㎡未満 79,000

 10,000㎡～25,000㎡未満 199,000  10,000㎡～25,000㎡未満 99,500

 25,000㎡以上 249,000  25,000㎡以上 124,500

 1戸 5,000  1戸 2,500

 1棟、300㎡未満 11,000  1棟、300㎡未満 5,500

 1棟、300㎡～2,000㎡未満 24,000  1棟、300㎡～2,000㎡未満 12,000

 1棟、2,000㎡～5,000㎡未満 55,000  1棟、2,000㎡～5,000㎡未満 27,500

 1棟、5,000㎡以上 99,000  1棟、5,000㎡以上 49,500

 300㎡未満 108,000  300㎡未満 54,000

 300㎡～2,000㎡未満 181,000  300㎡～2,000㎡未満 90,500

 2,000㎡～5,000㎡未満 294,000  2,000㎡～5,000㎡未満 147,000

 5,000㎡～10,000㎡未満 384,000  5,000㎡～10,000㎡未満 192,000

 10,000㎡～25,000㎡未満 461,000  10,000㎡～25,000㎡未満 230,500

 25,000㎡以上 541,000  25,000㎡以上 270,500

 300㎡未満 283,000  300㎡未満 141,500

 300㎡～2,000㎡未満 458,000  300㎡～2,000㎡未満 229,000

 2,000㎡～5,000㎡未満 653,000  2,000㎡～5,000㎡未満 326,500

 5,000㎡～10,000㎡未満 805,000  5,000㎡～10,000㎡未満 402,500

 10,000㎡～25,000㎡未満 952,000  10,000㎡～25,000㎡未満 476,000

 25,000㎡以上 1,086,000  25,000㎡以上 543,000

 1戸、200㎡未満 21,000  1戸、200㎡未満 10,500

 1戸、200㎡以上 23,000  1戸、200㎡以上 11,500

 1棟、300㎡未満 40,000  1棟、300㎡未満 20,000

 1棟、300㎡～2,000㎡未満 70,000  1棟、300㎡～2,000㎡未満 35,000

 1棟、2,000㎡～5,000㎡未満 128,000  1棟、2,000㎡～5,000㎡未満 64,000

 1棟、5,000㎡以上 194,000  1棟、5,000㎡以上 97,000

 1戸、200㎡未満 42,000  1戸、200㎡未満 21,000

 1戸、200㎡以上 47,000  1戸、200㎡以上 23,500

 1棟、300㎡未満 85,000  1棟、300㎡未満 42,500

 1棟、300㎡～2,000㎡未満 143,000  1棟、300㎡～2,000㎡未満 71,500

 1棟、2,000㎡～5,000㎡未満 244,000  1棟、2,000㎡～5,000㎡未満 122,000

 1棟、5,000㎡以上 349,000  1棟、5,000㎡以上 174,500

　※　適合証とは、非住宅の建築物については法第39条の規定による登録を受けた登録建築物エネルギー消費

　　性能判定機関等に、住宅については住宅品確法に基づく登録住宅性能評価機関等に、申請者があらかじめ

　　技術的審査（事前審査）を依頼した場合、同機関が認定基準適合を示すために発行するもの。

　※　法第30条第2項及び法第31条第2項の準用に基づく申し出がある場合は、当該条例の別表5項及び6項の金

　　額を加算する。

建築物のエネルギー消費性能認定等申請手数料一覧

区分 区分

適
合
証
有

非
住
宅

-

適
合
証
有

非
住
宅

-

住
宅

-
住
宅

-

適
合
証

無

非
住
宅

国
土
交
通
省
が
定
め

る

簡
易
な
計
算
方
法

適
合
証

無

非
住
宅

国
土
交
通
省
が
定
め

る

簡
易
な
計
算
方
法

標

準
的
な
計
算
方
法

標

準
的
な
計
算
方
法

住
宅

国
土
交
通

省
が
定
め
る

簡
易
な

計
算
方
法

住
宅

国
土
交
通

省
が
定
め
る

簡
易
な

計
算
方
法

標
準
的
な
計
算

方
法

標
準
的
な
計
算

方
法
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１０件 （単位：千円）

改正の概要　　（単位：円） 増減収額 施　行 理　　由

福岡県建築都 長期優良住宅認定等に係る手数料の改正 0 H28.4.1 改定
市関係手数料 （国告示の改正）

条例 住宅の増改築を対象とする場合の手数料を追加

（現行は住宅の新築のみ対象）

２
　
月
　
議

（条例関係）

条例名

●長期優良住宅等計画認定申請手数料の額一覧表

１．長期優良住宅建築等計画認定申請手数料　（７５項　新規認定）

52,000 7,000 78,000 10,000

                      500以内 124,000 14,000 186,000 21,000

     500超え    1,000以内 199,000 25,000 298,000 37,000

   1,000超え    3,000以内 393,000 36,000 589,000 54,000

   3,000超え    5,000以内 705,000 67,000 1,057,000 100,000

   5,000超え  10,000以内 1,212,000 115,000 1,818,000 172,000

 10,000超え  20,000以内 2,243,000 190,000 3,364,000 285,000

 20,000超え  30,000以内 3,204,000 234,000 4,806,000 351,000

 30,000超え     3,926,000 250,000 5,889,000 375,000

２．長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料　（７６項　変更認定）

26,000 3,500 39,000 5,000

                      500以内 124,000 14,000 186,000 21,000

     500超え    1,000以内 199,000 25,000 298,000 37,000

   1,000超え    3,000以内 393,000 36,000 589,000 54,000

   3,000超え    5,000以内 705,000 67,000 1,057,000 100,000

   5,000超え  10,000以内 1,212,000 115,000 1,818,000 172,000

 10,000超え  20,000以内 2,243,000 190,000 3,364,000 285,000

 20,000超え  30,000以内 3,204,000 234,000 4,806,000 351,000

 30,000超え     3,926,000 250,000 5,889,000 375,000

住棟の床面積の合計

新築住宅 既存住宅（追加）

適合証無し 適合証有り 適合証無し 適合証有り

適合証有り

                            戸建

共
同
住
宅
等

（
㎡

）

＊共同住宅等においては、変更に
係る部分の床面積に１／２を乗じて
得た面積に対応した手数料を申請
戸数で除すことにより１申請の手数
料を算出する。（百円未満切捨）
(式)
(手数料額÷申請戸数(100円未
満切捨)

                            戸建

共
同
住
宅
等

（
㎡

）

＊共同住宅等においては、棟全体
の延べ床面積に対応した手数料を
申請戸数で除すことにより１申請の
手数料を算出する。（百円未満切
捨）
(式)
(手数料額÷申請戸数(100円未
満切捨))

住棟の床面積の合計

新築住宅 既存住宅（追加）

適合証無し 適合証有り 適合証無し

単位 金額
犬１頭につき１回 ２００円

単位 金額

２２０円

階 数 が １
のもの

Ａに０．００４を乗
じて得た額

階 数 が ２
のもの

Ａに０．００７を乗
じて得た額

階 数 が ３
以 上 の も
の

Ａに０．００８を乗
じて得た額

改正案
区分

通路、防火貯水槽そ
の他これらに類する
もので地下に設ける
もの

１平方メ ー
トルにつき
１年

公共駐車
場で地下
に設 ける
もの

区分 単位 金額
通路、公共
駐車場、防
火貯水槽そ
の他これら
に類するも
ので地下に
設けるもの

１平方
メート
ルに
つき１
年

２２０円

現行

福岡県都市公園 筑後広域公園ドッグランの利用料金 0 規則で定める日 新設
条例 （指定管理者 （新規供用）

の収入）

都市公園を占用する場合の使用料 52,280 H28.4.3 改定

１０件 （単位：千円）

（天神中央公
園地下駐車場
の建設費の償
還が終了する
ことに伴う改
定）

（条例関係）

議
　
会
　
提
　
出

Ａは、当該地の時価

26,000 3,500 39,000 5,000

                      500以内 124,000 14,000 186,000 21,000

     500超え    1,000以内 199,000 25,000 298,000 37,000

   1,000超え    3,000以内 393,000 36,000 589,000 54,000

   3,000超え    5,000以内 705,000 67,000 1,057,000 100,000

   5,000超え  10,000以内 1,212,000 115,000 1,818,000 172,000

 10,000超え  20,000以内 2,243,000 190,000 3,364,000 285,000

 20,000超え  30,000以内 3,204,000 234,000 4,806,000 351,000

 30,000超え     3,926,000 250,000 5,889,000 375,000

                            戸建

共
同
住
宅
等

（
㎡

）

＊共同住宅等においては、変更に
係る部分の床面積に１／２を乗じて
得た面積に対応した手数料を申請
戸数で除すことにより１申請の手数
料を算出する。（百円未満切捨）
(式)
(手数料額÷申請戸数(100円未
満切捨)

単位 金額
犬１頭につき１回 ２００円

単位 金額

２２０円

階数 が １
のもの

Ａに０．００４を乗
じて得た額

階数 が ２
のもの

Ａに０．００７を乗
じて得た額

階数 が ３
以上のも
の

Ａに０．００８を乗
じて得た額

改正案
区分

通路、防火貯水槽そ
の他これらに類する
もので地下に設ける
もの

１平方メー
トルにつき
１年

公共駐車
場で地下
に設ける
もの

区分 単位 金額
通路、公共
駐車場、防
火貯水槽そ
の他これら
に類するも
ので地下に
設けるもの

１平方
メート
ルに
つき１
年

２２０円

現行
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改正の概要　　（単位：円） 増減収額 施　行 理　　由

福岡県警察関 特定遊興飲食店営業に関する手数料 936 H28.3.23 新設
係手数料条例 H28.6.23 (政令の改正)

筑豊自動車運 筑豊自動車運転免許試験場技能試験コース使用料 2,615 H28.4.1 新設
転免許試験場 （新規供用）

技能試験コー

条例名

２
　
月
　
議
　
会
　
議
　
決
　
済

自動車の種類
使用料の額

１２

風俗営業関係 (単位：円） 施行

新規許可申請 24,000 H28.3.23

同時複数 16,000

風水害等 30,800 H28.6.23

臨時許可申請 14,000 H28.3.23

同時複数 6,000

風水害等 20,800 H28.6.23

許可証再交付 1,100 H28.6.23

許可証書換 1,400

相続承認申請 8,600

同時複数 3,800

11,000

同時複数 3,300

構造設備変更承認 9,900

特例特定遊興飲食店営業 13,000
者認定申請 同時複数 10,000

認定証再交付 1,100

管理者講習受講 2,600

特定遊興飲食店
営業

法人の合併又は分割の承認

技能試験コー
ス使用料条例

大型自動車又はけん引自動車

中型自動車又は大型特殊自動車

普通自動車

大型自動二輪車又は普通自動二輪車

自動車の種類
使用料の額

(1台1時間につき)

1,600円

1,850円

2,150円

2,750円
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