
４．女性がいきいきと働き活躍できること
（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

項項項項 目目目目

(438)(438)(438)(438) ○○○○ 企業・団体等のリーダー層に対する男女共同参画の理解を促進する企業・団体等のリーダー層に対する男女共同参画の理解を促進する企業・団体等のリーダー層に対する男女共同参画の理解を促進する企業・団体等のリーダー層に対する男女共同参画の理解を促進する

ための経費ための経費ための経費ための経費

 439  439  439  439 

(1,627)(1,627)(1,627)(1,627) ○○○○ 男女共同参画の日記念事業費男女共同参画の日記念事業費男女共同参画の日記念事業費男女共同参画の日記念事業費 452452452452

○○○○ 年次報告書作成費年次報告書作成費年次報告書作成費年次報告書作成費 1,1741,1741,1741,174

 1,626  1,626  1,626  1,626 

(1,904)(1,904)(1,904)(1,904) ○○○○ 男女共同参画審議会の開催等に要する経費男女共同参画審議会の開催等に要する経費男女共同参画審議会の開催等に要する経費男女共同参画審議会の開催等に要する経費

 1,840  1,840  1,840  1,840 

○○○○ 女性研修の翼事業に要する経費女性研修の翼事業に要する経費女性研修の翼事業に要する経費女性研修の翼事業に要する経費

　時　　期：平成24年11月　時　　期：平成24年11月　時　　期：平成24年11月　時　　期：平成24年11月

　研 修 先：欧州等　研 修 先：欧州等　研 修 先：欧州等　研 修 先：欧州等

　参加人員：20名　参加人員：20名　参加人員：20名　参加人員：20名

(79,680)(79,680)(79,680)(79,680) ○○○○ 福岡県男女共同参画センターの運営費福岡県男女共同参画センターの運営費福岡県男女共同参画センターの運営費福岡県男女共同参画センターの運営費

 72,706  72,706  72,706  72,706 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 「ふくおか女性いきいき塾」の開催に要する経費「ふくおか女性いきいき塾」の開催に要する経費「ふくおか女性いきいき塾」の開催に要する経費「ふくおか女性いきいき塾」の開催に要する経費 6,5826,5826,5826,582

ふふふふ くくくく おおおお かかかか 女女女女 性性性性 ○○○○ 女性の目標となるロールモデルの発掘・紹介に要する経費女性の目標となるロールモデルの発掘・紹介に要する経費女性の目標となるロールモデルの発掘・紹介に要する経費女性の目標となるロールモデルの発掘・紹介に要する経費 2,1342,1342,1342,134

いいいい きききき いいいい きききき 事事事事 業業業業 費費費費  8,716  8,716  8,716  8,716 

(12,448)(12,448)(12,448)(12,448) ○○○○ 女性相談所電話相談員の配置に要する経費女性相談所電話相談員の配置に要する経費女性相談所電話相談員の配置に要する経費女性相談所電話相談員の配置に要する経費 6,1526,1526,1526,152

○○○○ 地域配偶者暴力相談支援センターの運営に要する経費地域配偶者暴力相談支援センターの運営に要する経費地域配偶者暴力相談支援センターの運営に要する経費地域配偶者暴力相談支援センターの運営に要する経費 931931931931

 11,582  11,582  11,582  11,582 ○○○○ 広報啓発費等広報啓発費等広報啓発費等広報啓発費等 4,4994,4994,4994,499

(190,890)(190,890)(190,890)(190,890) ○○○○ 被害者等の保護に要する経費被害者等の保護に要する経費被害者等の保護に要する経費被害者等の保護に要する経費

 189,620  189,620  189,620  189,620 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 医療関係者向けの被害者対応マニュアルの作成等に要する経費医療関係者向けの被害者対応マニュアルの作成等に要する経費医療関係者向けの被害者対応マニュアルの作成等に要する経費医療関係者向けの被害者対応マニュアルの作成等に要する経費

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被被被被害害害害者者者者

支支支支 援援援援 体体体体 制制制制 強強強強 化化化化 事事事事 業業業業 費費費費  2,103  2,103  2,103  2,103 

(2,519)(2,519)(2,519)(2,519) ○○○○ 配偶者からの暴力被害者の自助グループ活動を支援する団体の育成配偶者からの暴力被害者の自助グループ活動を支援する団体の育成配偶者からの暴力被害者の自助グループ活動を支援する団体の育成配偶者からの暴力被害者の自助グループ活動を支援する団体の育成

に要する経費に要する経費に要する経費に要する経費

 2,522  2,522  2,522  2,522 

(11,456)(11,456)(11,456)(11,456) ○○○○ 犯罪被害者等に対する支援・相談窓口の運営等に要する経費犯罪被害者等に対する支援・相談窓口の運営等に要する経費犯罪被害者等に対する支援・相談窓口の運営等に要する経費犯罪被害者等に対する支援・相談窓口の運営等に要する経費

 11,450  11,450  11,450  11,450 

(872,715)(872,715)(872,715)(872,715) ○○○○ 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

 874,231  874,231  874,231  874,231 

母母母母 子子子子 家家家家 庭庭庭庭 等等等等 就就就就 業業業業 ・・・・ 自自自自 立立立立 (27,680)(27,680)(27,680)(27,680) ○○○○

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  27,701  27,701  27,701  27,701 

(7,751)(7,751)(7,751)(7,751) ○○○○

母母母母 子子子子 福福福福 祉祉祉祉 指指指指 導導導導 費費費費 ○○○○ 母子福祉協力員の活動費母子福祉協力員の活動費母子福祉協力員の活動費母子福祉協力員の活動費 5,8805,8805,8805,880

 5,959  5,959  5,959  5,959 

(9,497)(9,497)(9,497)(9,497) ○○○○ 日常生活支援事業費日常生活支援事業費日常生活支援事業費日常生活支援事業費 4,8014,8014,8014,801

母母母母子子子子家家家家庭庭庭庭等等等等健健健健全全全全育育育育成成成成対対対対策策策策費費費費 ○○○○ 貸付金貸付金貸付金貸付金 5,0005,0005,0005,000

 9,801  9,801  9,801  9,801 
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女女女女 性性性性 研研研研 修修修修 のののの 翼翼翼翼 事事事事 業業業業 費費費費

款款款款

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

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

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

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被被被被害害害害者者者者

自自自自 立立立立 支支支支 援援援援 費費費費

生生生生活活活活安安安安全全全全課課課課 ５５５５ １１１１

(3,386)(3,386)(3,386)(3,386)

 2,786  2,786  2,786  2,786 

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

男男男男女女女女共共共共同同同同参参参参画画画画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

女女女女

性性性性

がががが

活活活活

躍躍躍躍

すすすす

るるるる

社社社社

会会会会

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

５５５５ １１１１ ２２２２

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

トトトトッッッッププププリリリリーーーーダダダダーーーー啓啓啓啓発発発発事事事事業業業業費費費費

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 条条条条 例例例例

事事事事 業業業業 費費費費

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

２２２２ 犯犯犯犯 罪罪罪罪 被被被被 害害害害 者者者者 支支支支 援援援援 費費費費

５５５５ １１１１ ２２２２

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被被被被害害害害者者者者等等等等

保保保保 護護護護 事事事事 業業業業 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

母子家庭等就業・自立支援センターの運営に要する経費母子家庭等就業・自立支援センターの運営に要する経費母子家庭等就業・自立支援センターの運営に要する経費母子家庭等就業・自立支援センターの運営に要する経費

母子相談員、母子福祉協力員の資質の向上を図るための研修費　　79母子相談員、母子福祉協力員の資質の向上を図るための研修費　　79母子相談員、母子福祉協力員の資質の向上を図るための研修費　　79母子相談員、母子福祉協力員の資質の向上を図るための研修費　　79

母母母母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

児児児児童童童童家家家家庭庭庭庭課課課課 ５５５５ ３３３３ １１１１

新新新新

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

項項項項 目目目目款款款款

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

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

母母母母 子子子子 寡寡寡寡 婦婦婦婦 福福福福 祉祉祉祉 資資資資 金金金金 (803,473)(803,473)(803,473)(803,473) ○○○○

・貸付金・貸付金・貸付金・貸付金 886,590886,590886,590886,590

貸貸貸貸 付付付付 事事事事 業業業業 費費費費  902,357  902,357  902,357  902,357 ・事務費・事務費・事務費・事務費 15,76715,76715,76715,767

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

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  23,421  23,421  23,421  23,421 

(2,939)(2,939)(2,939)(2,939) ○○○○

 2,270  2,270  2,270  2,270 

児児児児童童童童家家家家庭庭庭庭課課課課

警警警警 察察察察 本本本本 部部部部

ＤＤＤＤＶＶＶＶ・・・・スススストトトトーーーーカカカカーーーー対対対対策策策策費費費費

被害者の保護対策等に要する経費被害者の保護対策等に要する経費被害者の保護対策等に要する経費被害者の保護対策等に要する経費

特別会計特別会計特別会計特別会計

母子家庭の母及び寡婦に対する経済的自立を図るための貸付金母子家庭の母及び寡婦に対する経済的自立を図るための貸付金母子家庭の母及び寡婦に対する経済的自立を図るための貸付金母子家庭の母及び寡婦に対する経済的自立を図るための貸付金

９９９９ ２２２２ ２２２２

性犯罪取締り強化のための捜査情報基盤の整備等に要する経費性犯罪取締り強化のための捜査情報基盤の整備等に要する経費性犯罪取締り強化のための捜査情報基盤の整備等に要する経費性犯罪取締り強化のための捜査情報基盤の整備等に要する経費新新新新
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