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

テーマテーマテーマテーマ 施策展開の柱施策展開の柱施策展開の柱施策展開の柱 政策手法政策手法政策手法政策手法 H26 当初予算額H26 当初予算額H26 当初予算額H26 当初予算額
H25補正H25補正H25補正H25補正

（緊急経済対策）（緊急経済対策）（緊急経済対策）（緊急経済対策）

継続継続継続継続 ・地域エネルギー政策研究事業・地域エネルギー政策研究事業・地域エネルギー政策研究事業・地域エネルギー政策研究事業 　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部 　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室 4,3964,3964,3964,396 ----

新規新規新規新規 ・エネルギー対策特別融資事業　（再エネ・省エネ設備等）・エネルギー対策特別融資事業　（再エネ・省エネ設備等）・エネルギー対策特別融資事業　（再エネ・省エネ設備等）・エネルギー対策特別融資事業　（再エネ・省エネ設備等） 　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部 　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室 1,002,8831,002,8831,002,8831,002,883 ----

継続継続継続継続 ・環境保全施設融資事業 （事業の用に供する電気自動車・ハイブリッド自動車等）・環境保全施設融資事業 （事業の用に供する電気自動車・ハイブリッド自動車等）・環境保全施設融資事業 （事業の用に供する電気自動車・ハイブリッド自動車等）・環境保全施設融資事業 （事業の用に供する電気自動車・ハイブリッド自動車等） 　環境部　環境部　環境部　環境部 　循環型社会推進課　循環型社会推進課　循環型社会推進課　循環型社会推進課 240,330240,330240,330240,330 ----

継続継続継続継続 ・県有施設における率先した再生可能エネルギーの導入・　省エネルギー対策の推進・県有施設における率先した再生可能エネルギーの導入・　省エネルギー対策の推進・県有施設における率先した再生可能エネルギーの導入・　省エネルギー対策の推進・県有施設における率先した再生可能エネルギーの導入・　省エネルギー対策の推進 　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部 　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室 ---- ----

継続継続継続継続 ・防災拠点等再生可能エネルギー導入推進　（県有施設への導入）・防災拠点等再生可能エネルギー導入推進　（県有施設への導入）・防災拠点等再生可能エネルギー導入推進　（県有施設への導入）・防災拠点等再生可能エネルギー導入推進　（県有施設への導入） 　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部 　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室 305,956305,956305,956305,956 ----

継続継続継続継続 ・県立学校等における太陽光発電設備の設置・県立学校等における太陽光発電設備の設置・県立学校等における太陽光発電設備の設置・県立学校等における太陽光発電設備の設置
　総務部　総務部　総務部　総務部
　新社会推進部　新社会推進部　新社会推進部　新社会推進部
　教育庁　教育庁　教育庁　教育庁

　私学学事振興局学事課　私学学事振興局学事課　私学学事振興局学事課　私学学事振興局学事課
　男女共同参画推進課　男女共同参画推進課　男女共同参画推進課　男女共同参画推進課
　施設課　施設課　施設課　施設課

30,59530,59530,59530,595
＋（412,997の内数）＋（412,997の内数）＋（412,997の内数）＋（412,997の内数）

----

新規新規新規新規 ・中小水力発電導入促進事業（力丸ダムへの小水力発電導入）・中小水力発電導入促進事業（力丸ダムへの小水力発電導入）・中小水力発電導入促進事業（力丸ダムへの小水力発電導入）・中小水力発電導入促進事業（力丸ダムへの小水力発電導入） 　県土整備部　県土整備部　県土整備部　県土整備部 　河川課　河川課　河川課　河川課 ---- 15,15015,15015,15015,150

継続継続継続継続 ・大牟田リサイクル発電推進事業・大牟田リサイクル発電推進事業・大牟田リサイクル発電推進事業・大牟田リサイクル発電推進事業 　環境部　環境部　環境部　環境部 　循環型社会推進課　循環型社会推進課　循環型社会推進課　循環型社会推進課 738738738738 ----

平 成 ２ ６ 年 度　　福 岡 県 エ ネ ル ギ ー 関 連 施 策 体 系

施　　　　　策　　　　　名施　　　　　策　　　　　名施　　　　　策　　　　　名施　　　　　策　　　　　名 施策担当課施策担当課施策担当課施策担当課

導入支援導入支援導入支援導入支援

率先導入率先導入率先導入率先導入多多多多
    

様様様様
    

地域における地域における地域における地域における
新たなエネルギー需給体制の構築新たなエネルギー需給体制の構築新たなエネルギー需給体制の構築新たなエネルギー需給体制の構築

1,247,609千円1,247,609千円1,247,609千円1,247,609千円

資料２－２

継続継続継続継続 ・大牟田リサイクル発電推進事業・大牟田リサイクル発電推進事業・大牟田リサイクル発電推進事業・大牟田リサイクル発電推進事業 　環境部　環境部　環境部　環境部 　循環型社会推進課　循環型社会推進課　循環型社会推進課　循環型社会推進課 738738738738 ----

継続継続継続継続 ・園芸施設ハイブリッド暖房システムモデル事業（木質チップを活用して重油使用量を削減する暖房システムの導入）・園芸施設ハイブリッド暖房システムモデル事業（木質チップを活用して重油使用量を削減する暖房システムの導入）・園芸施設ハイブリッド暖房システムモデル事業（木質チップを活用して重油使用量を削減する暖房システムの導入）・園芸施設ハイブリッド暖房システムモデル事業（木質チップを活用して重油使用量を削減する暖房システムの導入） 　農林水産部　農林水産部　農林水産部　農林水産部 　園芸振興課　園芸振興課　園芸振興課　園芸振興課 7,4027,4027,4027,402 ----

継続継続継続継続 ・再生可能エネルギー導入促進事業　（再生可能エネルギー導入支援システムの運用，市町村補助金，屋根貸し事業）・再生可能エネルギー導入促進事業　（再生可能エネルギー導入支援システムの運用，市町村補助金，屋根貸し事業）・再生可能エネルギー導入促進事業　（再生可能エネルギー導入支援システムの運用，市町村補助金，屋根貸し事業）・再生可能エネルギー導入促進事業　（再生可能エネルギー導入支援システムの運用，市町村補助金，屋根貸し事業） 　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部 　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室 289,744289,744289,744289,744 ----

継続継続継続継続 ・再生可能エネルギー発電事業等の創出に向けた総合相談窓口の設置・再生可能エネルギー発電事業等の創出に向けた総合相談窓口の設置・再生可能エネルギー発電事業等の創出に向けた総合相談窓口の設置・再生可能エネルギー発電事業等の創出に向けた総合相談窓口の設置 　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部 　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室 ---- ----

継続継続継続継続 ・防災拠点等再生可能エネルギー導入推進　（市町村・民間施設への導入支援）・防災拠点等再生可能エネルギー導入推進　（市町村・民間施設への導入支援）・防災拠点等再生可能エネルギー導入推進　（市町村・民間施設への導入支援）・防災拠点等再生可能エネルギー導入推進　（市町村・民間施設への導入支援） 　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部 　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室 1,046,4931,046,4931,046,4931,046,493 ----

継続継続継続継続 ・中小水力発電導入促進事業（市町村等への導入支援）・中小水力発電導入促進事業（市町村等への導入支援）・中小水力発電導入促進事業（市町村等への導入支援）・中小水力発電導入促進事業（市町村等への導入支援） 　県土整備部　県土整備部　県土整備部　県土整備部 　河川課　河川課　河川課　河川課 ---- ----

継続継続継続継続 ・森林整備加速化・林業再生事業（うち、木質バイオマス利用施設等の整備）・森林整備加速化・林業再生事業（うち、木質バイオマス利用施設等の整備）・森林整備加速化・林業再生事業（うち、木質バイオマス利用施設等の整備）・森林整備加速化・林業再生事業（うち、木質バイオマス利用施設等の整備） 　農林水産部　農林水産部　農林水産部　農林水産部 　林業振興課　林業振興課　林業振興課　林業振興課 77,00077,00077,00077,000 ----

開発・実証開発・実証開発・実証開発・実証 継続継続継続継続 ・営農用電力自給モデル事業（農村の地域資源（水力、太陽光等）を活用した営農用電力自給モデルの構築）・営農用電力自給モデル事業（農村の地域資源（水力、太陽光等）を活用した営農用電力自給モデルの構築）・営農用電力自給モデル事業（農村の地域資源（水力、太陽光等）を活用した営農用電力自給モデルの構築）・営農用電力自給モデル事業（農村の地域資源（水力、太陽光等）を活用した営農用電力自給モデルの構築） 　農林水産部　農林水産部　農林水産部　農林水産部 　農山漁村振興課　農山漁村振興課　農山漁村振興課　農山漁村振興課 12,68712,68712,68712,687 ----

継続継続継続継続 ・再生可能エネルギー導入促進事業　（ホームページ「ふくおかのエネルギー」の運営，県民シンポジウムの開催）・再生可能エネルギー導入促進事業　（ホームページ「ふくおかのエネルギー」の運営，県民シンポジウムの開催）・再生可能エネルギー導入促進事業　（ホームページ「ふくおかのエネルギー」の運営，県民シンポジウムの開催）・再生可能エネルギー導入促進事業　（ホームページ「ふくおかのエネルギー」の運営，県民シンポジウムの開催） 　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部 　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室 2,2752,2752,2752,275 ----

新規新規新規新規 ・コージェネレーションシステム導入促進事業　（燃料電池・コジェネ導入セミナーの開催）・コージェネレーションシステム導入促進事業　（燃料電池・コジェネ導入セミナーの開催）・コージェネレーションシステム導入促進事業　（燃料電池・コジェネ導入セミナーの開催）・コージェネレーションシステム導入促進事業　（燃料電池・コジェネ導入セミナーの開催） 　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部 　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室 1,4901,4901,4901,490 ----

新規新規新規新規 ・住宅情報提供推進事業 （次世代につなぐ住まいづくり情報発信事業）・住宅情報提供推進事業 （次世代につなぐ住まいづくり情報発信事業）・住宅情報提供推進事業 （次世代につなぐ住まいづくり情報発信事業）・住宅情報提供推進事業 （次世代につなぐ住まいづくり情報発信事業） 　建築都市部　建築都市部　建築都市部　建築都市部 　住宅計画課　住宅計画課　住宅計画課　住宅計画課 9,5829,5829,5829,582 ----

継続継続継続継続 ・【再掲】 県有施設における率先した再生可能エネルギーの導入・省エネルギー対策の推進・【再掲】 県有施設における率先した再生可能エネルギーの導入・省エネルギー対策の推進・【再掲】 県有施設における率先した再生可能エネルギーの導入・省エネルギー対策の推進・【再掲】 県有施設における率先した再生可能エネルギーの導入・省エネルギー対策の推進 ---- ----

継続継続継続継続 ・環境保全実行計画の推進（県庁における省エネ・節電対策の推進等）・環境保全実行計画の推進（県庁における省エネ・節電対策の推進等）・環境保全実行計画の推進（県庁における省エネ・節電対策の推進等）・環境保全実行計画の推進（県庁における省エネ・節電対策の推進等） 　環境部　環境部　環境部　環境部 　環境保全課　環境保全課　環境保全課　環境保全課 ---- ----

　企画・地域振興部エネルギー政策室，　環境部環境保全課　企画・地域振興部エネルギー政策室，　環境部環境保全課　企画・地域振興部エネルギー政策室，　環境部環境保全課　企画・地域振興部エネルギー政策室，　環境部環境保全課

導入支援導入支援導入支援導入支援

    
なななな
    
エエエエ
    

ネネネネ
    

ルルルル
    

ギギギギ
    
ーーーー
    
をををを
    

確確確確
    

保保保保
    

多様なエネルギーの確保多様なエネルギーの確保多様なエネルギーの確保多様なエネルギーの確保
（分散型エネルギーの導入）（分散型エネルギーの導入）（分散型エネルギーの導入）（分散型エネルギーの導入）

1,799,112千円1,799,112千円1,799,112千円1,799,112千円

啓発事業啓発事業啓発事業啓発事業
（情報発信）（情報発信）（情報発信）（情報発信）

継続継続継続継続 ・環境保全実行計画の推進（県庁における省エネ・節電対策の推進等）・環境保全実行計画の推進（県庁における省エネ・節電対策の推進等）・環境保全実行計画の推進（県庁における省エネ・節電対策の推進等）・環境保全実行計画の推進（県庁における省エネ・節電対策の推進等） 　環境部　環境部　環境部　環境部 　環境保全課　環境保全課　環境保全課　環境保全課 ---- ----

継続継続継続継続 ・総合庁舎等の空調機改修・総合庁舎等の空調機改修・総合庁舎等の空調機改修・総合庁舎等の空調機改修 　総務部　総務部　総務部　総務部 　財産活用課　財産活用課　財産活用課　財産活用課 144,682144,682144,682144,682 ----

継続継続継続継続 ・総合庁舎等の照明改修・総合庁舎等の照明改修・総合庁舎等の照明改修・総合庁舎等の照明改修 　総務部　総務部　総務部　総務部 　財産活用課　財産活用課　財産活用課　財産活用課 102,135102,135102,135102,135 ----

継続継続継続継続 ・クローバープラザの照明改修・クローバープラザの照明改修・クローバープラザの照明改修・クローバープラザの照明改修 　福祉労働部　福祉労働部　福祉労働部　福祉労働部 　福祉総務課　福祉総務課　福祉総務課　福祉総務課 31,82931,82931,82931,829 ----

継続継続継続継続 ・障害者リハビリテーションセンターの照明改修・障害者リハビリテーションセンターの照明改修・障害者リハビリテーションセンターの照明改修・障害者リハビリテーションセンターの照明改修 　福祉労働部　福祉労働部　福祉労働部　福祉労働部 　障害者福祉課　障害者福祉課　障害者福祉課　障害者福祉課 34,98834,98834,98834,988 ----

継続継続継続継続 ・道路照明のLED化・道路照明のLED化・道路照明のLED化・道路照明のLED化 　県土整備部　県土整備部　県土整備部　県土整備部 　道路維持課　道路維持課　道路維持課　道路維持課 225,420225,420225,420225,420 ----

継続継続継続継続 ・下水道施設の照明改修・下水道施設の照明改修・下水道施設の照明改修・下水道施設の照明改修 　建築都市部　建築都市部　建築都市部　建築都市部 　下水道課　下水道課　下水道課　下水道課 4,9504,9504,9504,950 ----

継続継続継続継続 ・県立図書館、社会教育総合センターの照明改修・県立図書館、社会教育総合センターの照明改修・県立図書館、社会教育総合センターの照明改修・県立図書館、社会教育総合センターの照明改修 　教育庁　教育庁　教育庁　教育庁 　社会教育課　社会教育課　社会教育課　社会教育課 144,431144,431144,431144,431 ----

継続継続継続継続 ・LED信号機への更新・LED信号機への更新・LED信号機への更新・LED信号機への更新   警察本部  警察本部  警察本部  警察本部 　交通規制課　交通規制課　交通規制課　交通規制課 2,553,4442,553,4442,553,4442,553,444 ----

継続継続継続継続 ・医療施設近代化施設整備（医療施設における空調改修）・医療施設近代化施設整備（医療施設における空調改修）・医療施設近代化施設整備（医療施設における空調改修）・医療施設近代化施設整備（医療施設における空調改修） 　保健医療介護部　保健医療介護部　保健医療介護部　保健医療介護部 　医療指導課　医療指導課　医療指導課　医療指導課 62,04062,04062,04062,040 ----

継続継続継続継続 ・活力ある高収益型園芸産地育成事業 （うち、内張カーテンなど省エネ設備の導入）・活力ある高収益型園芸産地育成事業 （うち、内張カーテンなど省エネ設備の導入）・活力ある高収益型園芸産地育成事業 （うち、内張カーテンなど省エネ設備の導入）・活力ある高収益型園芸産地育成事業 （うち、内張カーテンなど省エネ設備の導入） 　農林水産部　農林水産部　農林水産部　農林水産部 　園芸振興課　園芸振興課　園芸振興課　園芸振興課 (1,400,000の内数)(1,400,000の内数)(1,400,000の内数)(1,400,000の内数) ----

継続継続継続継続 ・ふくおかの畜産競争力強化対策事業 （うち、ＬＥＤ照明など省エネ設備の導入）・ふくおかの畜産競争力強化対策事業 （うち、ＬＥＤ照明など省エネ設備の導入）・ふくおかの畜産競争力強化対策事業 （うち、ＬＥＤ照明など省エネ設備の導入）・ふくおかの畜産競争力強化対策事業 （うち、ＬＥＤ照明など省エネ設備の導入） 　農林水産部　農林水産部　農林水産部　農林水産部 　畜産課　畜産課　畜産課　畜産課 4,0004,0004,0004,000 ----

継続継続継続継続 ・長期優良住宅普及促進事業・長期優良住宅普及促進事業・長期優良住宅普及促進事業・長期優良住宅普及促進事業   建築都市部  建築都市部  建築都市部  建築都市部 　住宅計画課　住宅計画課　住宅計画課　住宅計画課 3,0583,0583,0583,058 ----

継続継続継続継続 ・エコライフ促進事業・エコライフ促進事業・エコライフ促進事業・エコライフ促進事業 　環境部　環境部　環境部　環境部 　環境保全課　環境保全課　環境保全課　環境保全課 3,1173,1173,1173,117 ----
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エネルギーの効率的利用エネルギーの効率的利用エネルギーの効率的利用エネルギーの効率的利用
（省エネルギー・節電対策）（省エネルギー・節電対策）（省エネルギー・節電対策）（省エネルギー・節電対策）

3,355,781千円3,355,781千円3,355,781千円3,355,781千円

率先導入率先導入率先導入率先導入

導入支援導入支援導入支援導入支援

継続継続継続継続 ・エコライフ促進事業・エコライフ促進事業・エコライフ促進事業・エコライフ促進事業 　環境部　環境部　環境部　環境部 　環境保全課　環境保全課　環境保全課　環境保全課 3,1173,1173,1173,117 ----

新規新規新規新規 ・【再掲】 住宅情報提供推進事業 （次世代につなぐ住まいづくり情報発信事業）・【再掲】 住宅情報提供推進事業 （次世代につなぐ住まいづくり情報発信事業）・【再掲】 住宅情報提供推進事業 （次世代につなぐ住まいづくり情報発信事業）・【再掲】 住宅情報提供推進事業 （次世代につなぐ住まいづくり情報発信事業） 　建築都市部　建築都市部　建築都市部　建築都市部 　住宅計画課　住宅計画課　住宅計画課　住宅計画課 【再掲】　9,582【再掲】　9,582【再掲】　9,582【再掲】　9,582 ----

継続継続継続継続 ・中小企業省エネ促進事業・中小企業省エネ促進事業・中小企業省エネ促進事業・中小企業省エネ促進事業 　環境部　環境部　環境部　環境部 　環境保全課　環境保全課　環境保全課　環境保全課 10,62310,62310,62310,623 ----

継続継続継続継続 ・地球温暖化対策推進事業・地球温暖化対策推進事業・地球温暖化対策推進事業・地球温暖化対策推進事業 　環境部　環境部　環境部　環境部 　環境保全課　環境保全課　環境保全課　環境保全課 7,1407,1407,1407,140 ----

継続継続継続継続 ・電力需給問題への対応 （節電対策・連絡体制整備、HP「節電・省エネルギー情報サイト」の運営）・電力需給問題への対応 （節電対策・連絡体制整備、HP「節電・省エネルギー情報サイト」の運営）・電力需給問題への対応 （節電対策・連絡体制整備、HP「節電・省エネルギー情報サイト」の運営）・電力需給問題への対応 （節電対策・連絡体制整備、HP「節電・省エネルギー情報サイト」の運営） 　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部 　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室 ---- ----

継続継続継続継続 ・省エネ・節電推進事業・省エネ・節電推進事業・省エネ・節電推進事業・省エネ・節電推進事業 　環境部　環境部　環境部　環境部 　環境保全課　環境保全課　環境保全課　環境保全課 23,92423,92423,92423,924 ----

継続継続継続継続 ・（公財）福岡県中小企業振興センター等による省エネ・節電対策に関する相談対応・（公財）福岡県中小企業振興センター等による省エネ・節電対策に関する相談対応・（公財）福岡県中小企業振興センター等による省エネ・節電対策に関する相談対応・（公財）福岡県中小企業振興センター等による省エネ・節電対策に関する相談対応 　商工部　商工部　商工部　商工部 　中小企業振興課　中小企業振興課　中小企業振興課　中小企業振興課 ---- ----

継続継続継続継続 ・再生可能エネルギー導入促進事業 （先端技術展の開催）・再生可能エネルギー導入促進事業 （先端技術展の開催）・再生可能エネルギー導入促進事業 （先端技術展の開催）・再生可能エネルギー導入促進事業 （先端技術展の開催） 　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部　企画・地域振興部 　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室　エネルギー政策室 4,0004,0004,0004,000 ----

継続継続継続継続 ・水素エネルギー戦略事業・水素エネルギー戦略事業・水素エネルギー戦略事業・水素エネルギー戦略事業 　商工部　商工部　商工部　商工部 　新産業振興課　新産業振興課　新産業振興課　新産業振興課 110,847110,847110,847110,847 ----

　（新規）　燃料電池自動車市販車両の率先導入， 　燃料電池自動車導入促進事業　（新規）　燃料電池自動車市販車両の率先導入， 　燃料電池自動車導入促進事業　（新規）　燃料電池自動車市販車両の率先導入， 　燃料電池自動車導入促進事業　（新規）　燃料電池自動車市販車両の率先導入， 　燃料電池自動車導入促進事業

　（新規）　福岡モデル水素ステーション整備支援事業， 　九州大学水素ステーションの活用　（新規）　福岡モデル水素ステーション整備支援事業， 　九州大学水素ステーションの活用　（新規）　福岡モデル水素ステーション整備支援事業， 　九州大学水素ステーションの活用　（新規）　福岡モデル水素ステーション整備支援事業， 　九州大学水素ステーションの活用

新規新規新規新規 ・家庭用燃料電池の営業・販売に関する人材育成・家庭用燃料電池の営業・販売に関する人材育成・家庭用燃料電池の営業・販売に関する人材育成・家庭用燃料電池の営業・販売に関する人材育成 　商工部　商工部　商工部　商工部 　新産業振興課　新産業振興課　新産業振興課　新産業振興課 ---- 6,7306,7306,7306,730

継続継続継続継続 ・水素エネルギー製品研究試験センター事業・水素エネルギー製品研究試験センター事業・水素エネルギー製品研究試験センター事業・水素エネルギー製品研究試験センター事業 　商工部　商工部　商工部　商工部 　新産業振興課　新産業振興課　新産業振興課　新産業振興課 76,51576,51576,51576,515 ----
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啓発事業啓発事業啓発事業啓発事業
（情報発信）（情報発信）（情報発信）（情報発信）

エネルギー産業の支援・育成エネルギー産業の支援・育成エネルギー産業の支援・育成エネルギー産業の支援・育成

198,092千円198,092千円198,092千円198,092千円

合計合計合計合計 6,578,7146,578,7146,578,7146,578,714 21,88021,88021,88021,880

平成２６年度当初予算＋平成２５年度補正予算（緊急経済対策）計平成２６年度当初予算＋平成２５年度補正予算（緊急経済対策）計平成２６年度当初予算＋平成２５年度補正予算（緊急経済対策）計平成２６年度当初予算＋平成２５年度補正予算（緊急経済対策）計 6,600,5946,600,5946,600,5946,600,594 ※内数の予算は除く※内数の予算は除く※内数の予算は除く※内数の予算は除く


