
６．子ども・若者が夢を抱き、将来に向かってはばたけること
（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

○○○○

・県立高等学校・県立高等学校・県立高等学校・県立高等学校 50,00050,00050,00050,000

・県立特別支援学校・県立特別支援学校・県立特別支援学校・県立特別支援学校 5,0005,0005,0005,000

・県立学校の広報費・県立学校の広報費・県立学校の広報費・県立学校の広報費 6,7996,7996,7996,799

(4,295)(4,295)(4,295)(4,295) ○○○○

 4,004  4,004  4,004  4,004 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

高高高高 校校校校 生生生生 知知知知 のののの 創創創創 造造造造 力力力力 費費費費

育育育育 成成成成 セセセセ ミミミミ ナナナナ ーーーー 事事事事 業業業業 費費費費  6,413  6,413  6,413  6,413 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

次次次次 世世世世 代代代代 のののの 科科科科 学学学学 技技技技 術術術術 をををを

担担担担 うううう 人人人人 材材材材 育育育育 成成成成 費費費費  7,769  7,769  7,769  7,769 

○○○○ 学力実態調査事業費学力実態調査事業費学力実態調査事業費学力実態調査事業費 84,75084,75084,75084,750

　対象：小学校6年生、中学校3年生　対象：小学校6年生、中学校3年生　対象：小学校6年生、中学校3年生　対象：小学校6年生、中学校3年生

○○○○

る助成等る助成等る助成等る助成等 5,6695,6695,6695,669

○○○○

83,67083,67083,67083,670

○○○○ 巡回算数・数学強化講座の実施巡回算数・数学強化講座の実施巡回算数・数学強化講座の実施巡回算数・数学強化講座の実施 3,1113,1113,1113,111

○○○○ 先端科学技術体験合宿の実施先端科学技術体験合宿の実施先端科学技術体験合宿の実施先端科学技術体験合宿の実施 2,3512,3512,3512,351

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 英語体験活動の実施に要する経費英語体験活動の実施に要する経費英語体験活動の実施に要する経費英語体験活動の実施に要する経費

英英英英語語語語でででで世世世世界界界界ににににチチチチャャャャレレレレンンンンジジジジ

すすすす るるるる 小小小小 中中中中 学学学学 生生生生 育育育育 成成成成 費費費費  9,992  9,992  9,992  9,992 

(4,352)(4,352)(4,352)(4,352) ○○○○

 5,540  5,540  5,540  5,540 

(2,112)(2,112)(2,112)(2,112) ○○○○ 小、中、高等学校との交流事業費小、中、高等学校との交流事業費小、中、高等学校との交流事業費小、中、高等学校との交流事業費

障障障障 害害害害 児児児児 理理理理 解解解解 啓啓啓啓 発発発発 推推推推 進進進進 費費費費

 2,103  2,103  2,103  2,103 

(450)(450)(450)(450) ○○○○ 幼児期からの就学相談による適正就学指導費幼児期からの就学相談による適正就学指導費幼児期からの就学相談による適正就学指導費幼児期からの就学相談による適正就学指導費

  相談会場　　６会場  相談会場　　６会場  相談会場　　６会場  相談会場　　６会場

 450  450  450  450   相 談 員    ５ 人  相 談 員    ５ 人  相 談 員    ５ 人  相 談 員    ５ 人

(15,930)(15,930)(15,930)(15,930) ○○○○

遣等に要する経費遣等に要する経費遣等に要する経費遣等に要する経費

 15,458  15,458  15,458  15,458 

○○○○ 子どもの体力向上方策の実施に要する経費子どもの体力向上方策の実施に要する経費子どもの体力向上方策の実施に要する経費子どもの体力向上方策の実施に要する経費

(5,123)(5,123)(5,123)(5,123) ・中・高等学校運動・スポーツ指導者セミナー等の実施・中・高等学校運動・スポーツ指導者セミナー等の実施・中・高等学校運動・スポーツ指導者セミナー等の実施・中・高等学校運動・スポーツ指導者セミナー等の実施

・小学校への体力向上指導者派遣事業・小学校への体力向上指導者派遣事業・小学校への体力向上指導者派遣事業・小学校への体力向上指導者派遣事業 728728728728

 13,216  13,216  13,216  13,216 ・体力・運動能力調査の実施  ・体力・運動能力調査の実施  ・体力・運動能力調査の実施  ・体力・運動能力調査の実施  2,8522,8522,8522,852

・　 地域スポーツ人材の活用に関する調査研究・　 地域スポーツ人材の活用に関する調査研究・　 地域スポーツ人材の活用に関する調査研究・　 地域スポーツ人材の活用に関する調査研究 8,0988,0988,0988,098

(31,594)(31,594)(31,594)(31,594) ○○○○ 中学校、高等学校等の各体育連盟に対する助成中学校、高等学校等の各体育連盟に対する助成中学校、高等学校等の各体育連盟に対する助成中学校、高等学校等の各体育連盟に対する助成

学学学学 校校校校 体体体体 育育育育 振振振振 興興興興 助助助助 成成成成 費費費費

 29,574  29,574  29,574  29,574 

○○○○ 高校生の学業継続を支援する学習施設への助成高校生の学業継続を支援する学習施設への助成高校生の学業継続を支援する学習施設への助成高校生の学業継続を支援する学習施設への助成 10,00010,00010,00010,000

学学学学 事事事事 課課課課 ８８８８ ４４４４ (52,774)(52,774)(52,774)(52,774) ○○○○ 児童生徒の学校復帰や社会的自立を支援するフリースクールへの助成児童生徒の学校復帰や社会的自立を支援するフリースクールへの助成児童生徒の学校復帰や社会的自立を支援するフリースクールへの助成児童生徒の学校復帰や社会的自立を支援するフリースクールへの助成

18,00018,00018,00018,000

私私私私学学学学振振振振興興興興課課課課 ９９９９ ２２２２  52,774  52,774  52,774  52,774 ○○○○ 県立大学の不登校・ひきこもりサポートセンターの運営に要する経費県立大学の不登校・ひきこもりサポートセンターの運営に要する経費県立大学の不登校・ひきこもりサポートセンターの運営に要する経費県立大学の不登校・ひきこもりサポートセンターの運営に要する経費

24,77424,77424,77424,774

不不不不 登登登登 校校校校 ・・・・ 中中中中 途途途途 退退退退 学学学学

対対対対 策策策策 事事事事 業業業業 費費費費
10101010

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

７７７７10101010

発発発発 達達達達 障障障障 害害害害 児児児児 等等等等

教教教教 育育育育 継継継継 続続続続 支支支支 援援援援 費費費費

１１１１ ４４４４義義義義務務務務教教教教育育育育課課課課 10101010

幼稚園、保育園、小・中・高等学校への発達障害に関する専門家の派幼稚園、保育園、小・中・高等学校への発達障害に関する専門家の派幼稚園、保育園、小・中・高等学校への発達障害に関する専門家の派幼稚園、保育園、小・中・高等学校への発達障害に関する専門家の派

障障障障害害害害児児児児巡巡巡巡回回回回就就就就学学学学相相相相談談談談活活活活動動動動費費費費

(61,774)(61,774)(61,774)(61,774)
生徒が主体となって計画立案した体験活動等の実施に要する経費生徒が主体となって計画立案した体験活動等の実施に要する経費生徒が主体となって計画立案した体験活動等の実施に要する経費生徒が主体となって計画立案した体験活動等の実施に要する経費

未未未未来来来来をををを切切切切りりりり拓拓拓拓くくくく人人人人材材材材育育育育成成成成費費費費

 61,799  61,799  61,799  61,799 

ものづくりコンテスト、高校生産業教育フェアの実施に要する経費ものづくりコンテスト、高校生産業教育フェアの実施に要する経費ものづくりコンテスト、高校生産業教育フェアの実施に要する経費ものづくりコンテスト、高校生産業教育フェアの実施に要する経費

「科学の甲子園」福岡県大会の実施等に要する経費「科学の甲子園」福岡県大会の実施等に要する経費「科学の甲子園」福岡県大会の実施等に要する経費「科学の甲子園」福岡県大会の実施等に要する経費

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

特特特特 別別別別 支支支支 援援援援 学学学学 校校校校

体体体体 験験験験 学学学学 習習習習 推推推推 進進進進 費費費費

県立特別支援学校の児童生徒の体験学習に要する経費県立特別支援学校の児童生徒の体験学習に要する経費県立特別支援学校の児童生徒の体験学習に要する経費県立特別支援学校の児童生徒の体験学習に要する経費

個個個個

性性性性

やややや

能能能能

力力力力

にににに

富富富富

みみみみ

、、、、

学学学学

力力力力

・・・・

体体体体

力力力力

をををを

備備備備

ええええ

たたたた

子子子子

どどどど

もももも

をををを

育育育育

てててて

るるるる

10101010 ７７７７ ２２２２

１１１１

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

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

款款款款
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

ふふふふくくくくおおおおかかかか体体体体力力力力アアアアッッッッププププ推推推推進進進進費費費費

学力強化が特に必要な市町村への非常勤講師の派遣に要する経費学力強化が特に必要な市町村への非常勤講師の派遣に要する経費学力強化が特に必要な市町村への非常勤講師の派遣に要する経費学力強化が特に必要な市町村への非常勤講師の派遣に要する経費

学力強化が特に必要な市町村が実施する学力向上プランの推進に対す学力強化が特に必要な市町村が実施する学力向上プランの推進に対す学力強化が特に必要な市町村が実施する学力向上プランの推進に対す学力強化が特に必要な市町村が実施する学力向上プランの推進に対す
(195,368)(195,368)(195,368)(195,368)

ふふふふくくくくおおおおかかかか学学学学力力力力アアアアッッッッププププ推推推推進進進進費費費費

 179,551  179,551  179,551  179,551 

大学教授と高校生がディスカッションを行う合宿の実施等に要する経大学教授と高校生がディスカッションを行う合宿の実施等に要する経大学教授と高校生がディスカッションを行う合宿の実施等に要する経大学教授と高校生がディスカッションを行う合宿の実施等に要する経

1,5381,5381,5381,538

新新新新

新新新新

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

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

款款款款
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

(31,089)(31,089)(31,089)(31,089) ○○○○ 青年の翼事業に要する経費青年の翼事業に要する経費青年の翼事業に要する経費青年の翼事業に要する経費 7,9797,9797,9797,979

アアアアジジジジアアアア青青青青少少少少年年年年交交交交流流流流事事事事業業業業費費費費 ○○○○ 高校・大学等が実施する海外体験プログラムに対する助成高校・大学等が実施する海外体験プログラムに対する助成高校・大学等が実施する海外体験プログラムに対する助成高校・大学等が実施する海外体験プログラムに対する助成

 28,547  28,547  28,547  28,547 ○○○○ バンコク都からの高校生受入事業に要する経費バンコク都からの高校生受入事業に要する経費バンコク都からの高校生受入事業に要する経費バンコク都からの高校生受入事業に要する経費 981981981981

(1,646)(1,646)(1,646)(1,646) ○○○○ 運営費運営費運営費運営費 746746746746

○○○○ 青年リーダー養成事業費青年リーダー養成事業費青年リーダー養成事業費青年リーダー養成事業費 650650650650

 1,646  1,646  1,646  1,646 ○○○○ ジュニアリーダー養成事業費ジュニアリーダー養成事業費ジュニアリーダー養成事業費ジュニアリーダー養成事業費 250250250250

○○○○ 県民会議運営費県民会議運営費県民会議運営費県民会議運営費 24,14524,14524,14524,145

○○○○ 市町村民会議活動補助金市町村民会議活動補助金市町村民会議活動補助金市町村民会議活動補助金 5,2145,2145,2145,214

○○○○ 少年野営訓練事業費少年野営訓練事業費少年野営訓練事業費少年野営訓練事業費 546546546546

○○○○ 福岡県少年の主張大会費福岡県少年の主張大会費福岡県少年の主張大会費福岡県少年の主張大会費 524524524524

○○○○ 青少年育成センター活動費青少年育成センター活動費青少年育成センター活動費青少年育成センター活動費 1,0861,0861,0861,086

○○○○ 青少年囲碁交流事業費青少年囲碁交流事業費青少年囲碁交流事業費青少年囲碁交流事業費 1,0001,0001,0001,000

(2,524)(2,524)(2,524)(2,524) ○○○○ いじめストップ啓発事業費等いじめストップ啓発事業費等いじめストップ啓発事業費等いじめストップ啓発事業費等 2,3522,3522,3522,352

○○○○ 青少年・育成団体等功労表彰費青少年・育成団体等功労表彰費青少年・育成団体等功労表彰費青少年・育成団体等功労表彰費 165165165165

 5,264  5,264  5,264  5,264 ○○○○    青少年プラン策定費　　　　　　　　　　　   青少年プラン策定費　　　　　　　　　　　   青少年プラン策定費　　　　　　　　　　　   青少年プラン策定費　　　　　　　　　　　 2,7472,7472,7472,747

○○○○ 非行少年等の自立サポート事業費非行少年等の自立サポート事業費非行少年等の自立サポート事業費非行少年等の自立サポート事業費 6,9586,9586,9586,958

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 非行少年等の就労体験事業費　　非行少年等の就労体験事業費　　非行少年等の就労体験事業費　　非行少年等の就労体験事業費　　 2,3662,3662,3662,366

非非非非行行行行防防防防止止止止・・・・絆絆絆絆ププププロロロロジジジジェェェェククククトトトト ○○○○ 非行防止地域ミーティング開催費　　非行防止地域ミーティング開催費　　非行防止地域ミーティング開催費　　非行防止地域ミーティング開催費　　 1,7561,7561,7561,756

推推推推 進進進進 費費費費  14,975  14,975  14,975  14,975 ○○○○ 非行少年の立ち直り支援県民フォーラム開催費非行少年の立ち直り支援県民フォーラム開催費非行少年の立ち直り支援県民フォーラム開催費非行少年の立ち直り支援県民フォーラム開催費 862862862862

○○○○ 青少年の携帯電話安全利用促進事業費青少年の携帯電話安全利用促進事業費青少年の携帯電話安全利用促進事業費青少年の携帯電話安全利用促進事業費 3,0333,0333,0333,033

○○○○ 青少年アンビシャス運動事業の実施に要する経費青少年アンビシャス運動事業の実施に要する経費青少年アンビシャス運動事業の実施に要する経費青少年アンビシャス運動事業の実施に要する経費

・家庭のしつけ推進事業費・家庭のしつけ推進事業費・家庭のしつけ推進事業費・家庭のしつけ推進事業費 2,0022,0022,0022,002

・アンビシャス広場づくり事業費・アンビシャス広場づくり事業費・アンビシャス広場づくり事業費・アンビシャス広場づくり事業費 48,36048,36048,36048,360

・サマーキャンプ事業費・サマーキャンプ事業費・サマーキャンプ事業費・サマーキャンプ事業費 1,7121,7121,7121,712

・青少年アンビシャスの翼事業費・青少年アンビシャスの翼事業費・青少年アンビシャスの翼事業費・青少年アンビシャスの翼事業費 15,43515,43515,43515,435

・青少年アンビシャス運動啓発事業費・青少年アンビシャス運動啓発事業費・青少年アンビシャス運動啓発事業費・青少年アンビシャス運動啓発事業費 10,25210,25210,25210,252

・アンビシャス・青年リーダー養成事業費・アンビシャス・青年リーダー養成事業費・アンビシャス・青年リーダー養成事業費・アンビシャス・青年リーダー養成事業費 1,9391,9391,9391,939

・アンビシャス幼児読書推進事業費・アンビシャス幼児読書推進事業費・アンビシャス幼児読書推進事業費・アンビシャス幼児読書推進事業費 4,8284,8284,8284,828

・   アンビシャス広場学生ボランティア派遣事業費・   アンビシャス広場学生ボランティア派遣事業費・   アンビシャス広場学生ボランティア派遣事業費・   アンビシャス広場学生ボランティア派遣事業費 1,8741,8741,8741,874

・   アンビシャス体験フェスティバル事業費・   アンビシャス体験フェスティバル事業費・   アンビシャス体験フェスティバル事業費・   アンビシャス体験フェスティバル事業費 1,6971,6971,6971,697

(10,918)(10,918)(10,918)(10,918) ○○○○ 青少年アンビシャス運動の企画運営に要する経費青少年アンビシャス運動の企画運営に要する経費青少年アンビシャス運動の企画運営に要する経費青少年アンビシャス運動の企画運営に要する経費

 5,600  5,600  5,600  5,600 

(5,258)(5,258)(5,258)(5,258) ○○○○ 日本の次世代リーダー養成塾の開催負担金等日本の次世代リーダー養成塾の開催負担金等日本の次世代リーダー養成塾の開催負担金等日本の次世代リーダー養成塾の開催負担金等

 5,258  5,258  5,258  5,258 

(11,982)(11,982)(11,982)(11,982) ○○○○

１１１１ １１１１ ササササイイイイエエエエンンンンススススママママンンンンスススス開開開開催催催催費費費費 ・体験型科学実験等の実施経費・体験型科学実験等の実施経費・体験型科学実験等の実施経費・体験型科学実験等の実施経費 6,0806,0806,0806,080

 11,682  11,682  11,682  11,682 ・サイエンスマンス啓発事業費・サイエンスマンス啓発事業費・サイエンスマンス啓発事業費・サイエンスマンス啓発事業費 5,6025,6025,6025,602

(3,319)(3,319)(3,319)(3,319) ○○○○ 大学生ボランティアによる立ち直り支援等に要する経費大学生ボランティアによる立ち直り支援等に要する経費大学生ボランティアによる立ち直り支援等に要する経費大学生ボランティアによる立ち直り支援等に要する経費 2,6632,6632,6632,663

１１１１ ２２２２ ○○○○ 　 指導カードを活用した街頭補導活動の強化等に要する経費　 指導カードを活用した街頭補導活動の強化等に要する経費　 指導カードを活用した街頭補導活動の強化等に要する経費　 指導カードを活用した街頭補導活動の強化等に要する経費

 3,292  3,292  3,292  3,292 

１１１１ ２２２２ (49,455)(49,455)(49,455)(49,455) ○○○○ 少年補導員等活動費少年補導員等活動費少年補導員等活動費少年補導員等活動費 29,34529,34529,34529,345

２２２２ １１１１ 少少少少 年年年年 補補補補 導導導導 員員員員 等等等等 活活活活 動動動動 費費費費 ○○○○ 少年補導員連絡協議会補助金少年補導員連絡協議会補助金少年補導員連絡協議会補助金少年補導員連絡協議会補助金 17,03417,03417,03417,034

２２２２  49,453  49,453  49,453  49,453 ○○○○ 少年相談専門員配置費少年相談専門員配置費少年相談専門員配置費少年相談専門員配置費 3,0743,0743,0743,074

(1,191)(1,191)(1,191)(1,191) ○○○○ 少年柔剣道合宿研修等に要する経費少年柔剣道合宿研修等に要する経費少年柔剣道合宿研修等に要する経費少年柔剣道合宿研修等に要する経費

少少少少 年年年年 健健健健 全全全全 育育育育 成成成成 活活活活 動動動動 費費費費

 1,190  1,190  1,190  1,190 

(1,860)(1,860)(1,860)(1,860) ○○○○

青青青青少少少少年年年年ハハハハーーーートトトトケケケケアアアア推推推推進進進進費費費費

 1,860  1,860  1,860  1,860 
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てててて

るるるる

警警警警 察察察察 本本本本 部部部部

商商商商工工工工政政政政策策策策課課課課

１１１１
民間サポーターによる家庭訪問等に要する経費民間サポーターによる家庭訪問等に要する経費民間サポーターによる家庭訪問等に要する経費民間サポーターによる家庭訪問等に要する経費

サイエンスマンス2012に要する経費サイエンスマンス2012に要する経費サイエンスマンス2012に要する経費サイエンスマンス2012に要する経費

７７７７

非非非非 行行行行 少少少少 年年年年 をををを 生生生生 まままま なななな いいいい

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
９９９９

９９９９

９９９９ ２２２２

(32,461)(32,461)(32,461)(32,461)

 32,515  32,515  32,515  32,515 

青青青青 少少少少 年年年年 育育育育 成成成成 環環環環 境境境境 改改改改 善善善善

対対対対 策策策策 事事事事 業業業業 費費費費

青青青青少少少少年年年年アアアアンンンンビビビビシシシシャャャャスススス運運運運動動動動

推推推推 進進進進 費費費費

(96,818)(96,818)(96,818)(96,818)

 88,099  88,099  88,099  88,099 

青青青青 少少少少 年年年年 課課課課 ５５５５ １１１１ ２２２２

福福福福 岡岡岡岡 県県県県 青青青青 少少少少 年年年年 団団団団 体体体体

活活活活 動動動動 強強強強 化化化化 推推推推 進進進進 費費費費

青青青青少少少少年年年年育育育育成成成成県県県県民民民民運運運運動動動動推推推推進進進進費費費費

青青青青少少少少年年年年アアアアンンンンビビビビシシシシャャャャスススス運運運運動動動動

企企企企 画画画画 運運運運 営営営営 費費費費

日日日日 本本本本 のののの 次次次次 世世世世 代代代代 リリリリ ーーーー ダダダダ ーーーー

養養養養 成成成成 塾塾塾塾 事事事事 業業業業 費費費費

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

19,58719,58719,58719,587

629629629629
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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

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

款款款款
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

○○○○ シンナー等乱用防止総合対策事業費シンナー等乱用防止総合対策事業費シンナー等乱用防止総合対策事業費シンナー等乱用防止総合対策事業費 671671671671

○○○○ 有害環境浄化活動費有害環境浄化活動費有害環境浄化活動費有害環境浄化活動費 4,3404,3404,3404,340

○○○○ 学校警察連絡協議会費学校警察連絡協議会費学校警察連絡協議会費学校警察連絡協議会費 568568568568

○○○○ 思春期サポート活動費等思春期サポート活動費等思春期サポート活動費等思春期サポート活動費等 1,6851,6851,6851,685

(26,787)(26,787)(26,787)(26,787) ○○○○ 共同危険行為等暴走事件の取締りに要する経費共同危険行為等暴走事件の取締りに要する経費共同危険行為等暴走事件の取締りに要する経費共同危険行為等暴走事件の取締りに要する経費

２２２２ ３３３３
 23,418  23,418  23,418  23,418 

○○○○

○○○○

する経費する経費する経費する経費 10,36210,36210,36210,362

○○○○ 通学合宿の実施に要する経費通学合宿の実施に要する経費通学合宿の実施に要する経費通学合宿の実施に要する経費 6,0006,0006,0006,000

(267,715)(267,715)(267,715)(267,715) ○○○○

の配置に対する助成の配置に対する助成の配置に対する助成の配置に対する助成

 271,149  271,149  271,149  271,149 

(7,526)(7,526)(7,526)(7,526) ○○○○

 7,003  7,003  7,003  7,003 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

子子子子 どどどど もももも のののの 社社社社 会会会会 力力力力 経費経費経費経費

育育育育 成成成成 推推推推 進進進進 費費費費  2,400  2,400  2,400  2,400 

(3,143)(3,143)(3,143)(3,143) ○○○○

家家家家 庭庭庭庭 教教教教 育育育育 充充充充 実実実実 事事事事 業業業業 費費費費

 3,125  3,125  3,125  3,125 

(2,761)(2,761)(2,761)(2,761) ○○○○

の促進に要する経費の促進に要する経費の促進に要する経費の促進に要する経費

 2,761  2,761  2,761  2,761 

(422,738)(422,738)(422,738)(422,738) ○○○○

英英英英 語語語語 教教教教 育育育育 充充充充 実実実実 費費費費 ・高等学校　71名・高等学校　71名・高等学校　71名・高等学校　71名

 397,102  397,102  397,102  397,102 ・小中学校  17名・小中学校  17名・小中学校  17名・小中学校  17名

(22,502)(22,502)(22,502)(22,502) ○○○○

世世世世 界界界界 にににに 挑挑挑挑 むむむむ 人人人人 材材材材 育育育育 成成成成 費費費費

 21,758  21,758  21,758  21,758 

○○○○

・教育相談システム構築事業費・教育相談システム構築事業費・教育相談システム構築事業費・教育相談システム構築事業費 549549549549

・子どもホットライン24相談事業費・子どもホットライン24相談事業費・子どもホットライン24相談事業費・子どもホットライン24相談事業費 35,36035,36035,36035,360

(303,883)(303,883)(303,883)(303,883) ・スクールカウンセラー活用事業費・スクールカウンセラー活用事業費・スクールカウンセラー活用事業費・スクールカウンセラー活用事業費 228,848228,848228,848228,848

１１１１ ４４４４ ・不登校生徒等地域支援事業費・不登校生徒等地域支援事業費・不登校生徒等地域支援事業費・不登校生徒等地域支援事業費 3,0973,0973,0973,097

 302,026  302,026  302,026  302,026 ・学校・学級適応促進事業費・学校・学級適応促進事業費・学校・学級適応促進事業費・学校・学級適応促進事業費 7,2737,2737,2737,273

・不登校児童支援費・不登校児童支援費・不登校児童支援費・不登校児童支援費 4,1684,1684,1684,168

・不登校中学生復帰支援費・不登校中学生復帰支援費・不登校中学生復帰支援費・不登校中学生復帰支援費 6,8436,8436,8436,843

・高等学校不登校・中途退学防止支援費・高等学校不登校・中途退学防止支援費・高等学校不登校・中途退学防止支援費・高等学校不登校・中途退学防止支援費 15,88815,88815,88815,888

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

保保保保 護護護護 者者者者 とととと 学学学学 ぶぶぶぶ 児児児児 童童童童 要する経費要する経費要する経費要する経費

生生生生 徒徒徒徒 のののの 規規規規 範範範範 意意意意 識識識識 育育育育 成成成成 費費費費  12,305  12,305  12,305  12,305 

(13,073)(13,073)(13,073)(13,073) ○○○○

ーの派遣に要する経費ーの派遣に要する経費ーの派遣に要する経費ーの派遣に要する経費

 9,187  9,187  9,187  9,187 
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・・・・
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をををを

育育育育

てててて

るるるる
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

社社社社会会会会教教教教育育育育課課課課

10101010 １１１１

いじめ及び不登校問題の予防・早期発見と解決を図るための経費いじめ及び不登校問題の予防・早期発見と解決を図るための経費いじめ及び不登校問題の予防・早期発見と解決を図るための経費いじめ及び不登校問題の予防・早期発見と解決を図るための経費

高高高高校校校校教教教教育育育育課課課課

義義義義務務務務教教教教育育育育課課課課

いいいい じじじじ めめめめ ・・・・ 不不不不 登登登登 校校校校

総総総総 合合合合 対対対対 策策策策 事事事事 業業業業 費費費費
10101010

４４４４

児童生徒及び保護者が参加する規範意識育成学習会への講師の派遣に児童生徒及び保護者が参加する規範意識育成学習会への講師の派遣に児童生徒及び保護者が参加する規範意識育成学習会への講師の派遣に児童生徒及び保護者が参加する規範意識育成学習会への講師の派遣に

緊緊緊緊急急急急ススススククククーーーールルルルカカカカウウウウンンンンセセセセララララーーーー

派派派派 遣遣遣遣 事事事事 業業業業 費費費費

避難幼児児童生徒・保護者への助言・援助を行うスクールカウンセラ避難幼児児童生徒・保護者への助言・援助を行うスクールカウンセラ避難幼児児童生徒・保護者への助言・援助を行うスクールカウンセラ避難幼児児童生徒・保護者への助言・援助を行うスクールカウンセラ

英語指導助手の配置に要する経費英語指導助手の配置に要する経費英語指導助手の配置に要する経費英語指導助手の配置に要する経費

高校生の留学経費に対する助成高校生の留学経費に対する助成高校生の留学経費に対する助成高校生の留学経費に対する助成
10101010 １１１１ ４４４４

10101010 ６６６６ ２２２２

家庭教育に関する相談体制の整備費家庭教育に関する相談体制の整備費家庭教育に関する相談体制の整備費家庭教育に関する相談体制の整備費

規規規規 則則則則 正正正正 しししし いいいい 生生生生 活活活活

習習習習 慣慣慣慣 づづづづ くくくく りりりり 推推推推 進進進進 費費費費

幼児及び小学校１年生を対象とした規則正しい生活習慣づくりの取組幼児及び小学校１年生を対象とした規則正しい生活習慣づくりの取組幼児及び小学校１年生を対象とした規則正しい生活習慣づくりの取組幼児及び小学校１年生を対象とした規則正しい生活習慣づくりの取組

「福岡の教育ビジョン」を県民運動として推進するための経費「福岡の教育ビジョン」を県民運動として推進するための経費「福岡の教育ビジョン」を県民運動として推進するための経費「福岡の教育ビジョン」を県民運動として推進するための経費

　 鍛えよう！ほめよう！学校の教育力向上プロジェクトの実施に要　 鍛えよう！ほめよう！学校の教育力向上プロジェクトの実施に要　 鍛えよう！ほめよう！学校の教育力向上プロジェクトの実施に要　 鍛えよう！ほめよう！学校の教育力向上プロジェクトの実施に要

１１１１

地地地地 域域域域 活活活活 動動動動 指指指指 導導導導 員員員員

設設設設 置置置置 事事事事 業業業業 助助助助 成成成成 費費費費

子どもたちの体験・学習活動等の企画・指導等を行う地域活動指導員子どもたちの体験・学習活動等の企画・指導等を行う地域活動指導員子どもたちの体験・学習活動等の企画・指導等を行う地域活動指導員子どもたちの体験・学習活動等の企画・指導等を行う地域活動指導員

小小小小 学学学学 生生生生 読読読読 書書書書 リリリリ ーーーー ダダダダ ーーーー

活活活活 動動動動 推推推推 進進進進 費費費費

読書運動を推進する小学生読書リーダーの養成等に要する経費読書運動を推進する小学生読書リーダーの養成等に要する経費読書運動を推進する小学生読書リーダーの養成等に要する経費読書運動を推進する小学生読書リーダーの養成等に要する経費

地域のボランティア活動を行う「子ども地域貢献隊」の養成に要する地域のボランティア活動を行う「子ども地域貢献隊」の養成に要する地域のボランティア活動を行う「子ども地域貢献隊」の養成に要する地域のボランティア活動を行う「子ども地域貢献隊」の養成に要する

(24,221)(24,221)(24,221)(24,221)

 22,932  22,932  22,932  22,932 

暴暴暴暴 走走走走 族族族族 取取取取 締締締締 費費費費

企企企企画画画画調調調調整整整整課課課課 10101010 １１１１ ２２２２
教教教教 育育育育 力力力力 向向向向 上上上上 福福福福 岡岡岡岡

県県県県 民民民民 運運運運 動動動動 推推推推 進進進進 費費費費

９９９９

警警警警 察察察察 本本本本 部部部部

９９９９ ２２２２

１１１１ (7,555)(7,555)(7,555)(7,555)

少少少少 年年年年 非非非非 行行行行 防防防防 止止止止 対対対対 策策策策 費費費費

２２２２  7,264  7,264  7,264  7,264 

10101010 ６６６６

新新新新

新新新新

新新新新

6,5706,5706,5706,570
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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

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

款款款款
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

体体体体 育育育育 (6,509)(6,509)(6,509)(6,509) ○○○○

スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ 健健健健 康康康康 教教教教 育育育育 推推推推 進進進進 費費費費

健健健健 康康康康 課課課課  4,745  4,745  4,745  4,745 

２２２２ (3,749,956)(3,749,956)(3,749,956)(3,749,956) ○○○○ 福岡女子大学福岡女子大学福岡女子大学福岡女子大学 1,312,8911,312,8911,312,8911,312,891

３３３３ ○○○○ 九州歯科大学九州歯科大学九州歯科大学九州歯科大学 1,614,5321,614,5321,614,5321,614,532

４４４４  4,092,660  4,092,660  4,092,660  4,092,660 ○○○○ 福岡県立大学福岡県立大学福岡県立大学福岡県立大学 1,165,2371,165,2371,165,2371,165,237

(354,554)(354,554)(354,554)(354,554) ○○○○ 福岡女子大学の建設等に要する経費福岡女子大学の建設等に要する経費福岡女子大学の建設等に要する経費福岡女子大学の建設等に要する経費

福福福福岡岡岡岡女女女女子子子子大大大大学学学学施施施施設設設設整整整整備備備備費費費費

 1,866,903  1,866,903  1,866,903  1,866,903 

債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為  5,108,648  5,108,648  5,108,648  5,108,648 

○○○○ 私立高等学校運営費補助金私立高等学校運営費補助金私立高等学校運営費補助金私立高等学校運営費補助金 19,180,31619,180,31619,180,31619,180,316

○○○○ 私立高等学校等就学支援金補助金私立高等学校等就学支援金補助金私立高等学校等就学支援金補助金私立高等学校等就学支援金補助金 8,418,6988,418,6988,418,6988,418,698

○○○○ 私立小・中学校運営費補助金私立小・中学校運営費補助金私立小・中学校運営費補助金私立小・中学校運営費補助金 2,954,2402,954,2402,954,2402,954,240

○○○○ 私立幼稚園運営費補助金私立幼稚園運営費補助金私立幼稚園運営費補助金私立幼稚園運営費補助金 10,909,52210,909,52210,909,52210,909,522

○○○○ 私立専修学校高等課程運営費補助金私立専修学校高等課程運営費補助金私立専修学校高等課程運営費補助金私立専修学校高等課程運営費補助金 13,50013,50013,50013,500

○○○○ 預かり保育推進事業費補助金預かり保育推進事業費補助金預かり保育推進事業費補助金預かり保育推進事業費補助金 275,591275,591275,591275,591

○○○○ 私立専修学校・各種学校設備整備費補助金私立専修学校・各種学校設備整備費補助金私立専修学校・各種学校設備整備費補助金私立専修学校・各種学校設備整備費補助金 45,00045,00045,00045,000

(42,596,118)(42,596,118)(42,596,118)(42,596,118) ○○○○ 私立幼稚園教育振興事業費補助金私立幼稚園教育振興事業費補助金私立幼稚園教育振興事業費補助金私立幼稚園教育振興事業費補助金 140,040140,040140,040140,040

９９９９ ２２２２ 私私私私 立立立立 学学学学 校校校校 振振振振 興興興興 対対対対 策策策策 費費費費 ○○○○ 外国人学校教育振興事業費補助金外国人学校教育振興事業費補助金外国人学校教育振興事業費補助金外国人学校教育振興事業費補助金 8,0008,0008,0008,000

43,638,82943,638,82943,638,82943,638,829 ○○○○ 私立学校振興・共済事業団補助金私立学校振興・共済事業団補助金私立学校振興・共済事業団補助金私立学校振興・共済事業団補助金 352,980352,980352,980352,980

○○○○ 私学協会補助金私学協会補助金私学協会補助金私学協会補助金 31,11331,11331,11331,113

○○○○ 私学教育振興会補助金私学教育振興会補助金私学教育振興会補助金私学教育振興会補助金 527,545527,545527,545527,545

○○○○ 私立幼稚園退職金基金社団補助金私立幼稚園退職金基金社団補助金私立幼稚園退職金基金社団補助金私立幼稚園退職金基金社団補助金 345,764345,764345,764345,764

○○○○ 私立幼稚園振興協会補助金私立幼稚園振興協会補助金私立幼稚園振興協会補助金私立幼稚園振興協会補助金 9,0509,0509,0509,050

○○○○ 専修学校各種学校協会補助金専修学校各種学校協会補助金専修学校各種学校協会補助金専修学校各種学校協会補助金 1,9251,9251,9251,925

○○○○ 私立学校外国青年派遣事業費私立学校外国青年派遣事業費私立学校外国青年派遣事業費私立学校外国青年派遣事業費 9,7089,7089,7089,708

○○○○ 私学振興特別貸付金私学振興特別貸付金私学振興特別貸付金私学振興特別貸付金 415,837415,837415,837415,837

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

離離離離 島島島島 高高高高 校校校校 生生生生 修修修修 学学学学 支支支支 援援援援 費費費費

 6,900  6,900  6,900  6,900 

(21,029)(21,029)(21,029)(21,029) ○○○○

被被被被災災災災児児児児童童童童生生生生徒徒徒徒就就就就学学学学支支支支援援援援費費費費 対する助成対する助成対する助成対する助成

 22,663  22,663  22,663  22,663 

(5,335)(5,335)(5,335)(5,335) ○○○○

教教教教 員員員員 のののの 心心心心 のののの 健健健健 康康康康 推推推推 進進進進 費費費費

 5,335  5,335  5,335  5,335 

○○○○

・中学校・中学校・中学校・中学校 15,98715,98715,98715,987

・高等学校・高等学校・高等学校・高等学校 1,834,5461,834,5461,834,5461,834,546

３３３３ ２２２２ ・特別支援学校・特別支援学校・特別支援学校・特別支援学校 419,811419,811419,811419,811

２２２２ (283,141)(283,141)(283,141)(283,141) ○○○○

４４４４ ３３３３ 県県県県 立立立立 学学学学 校校校校 実実実実 験験験験 実実実実 習習習習 費費費費 ・高等学校・高等学校・高等学校・高等学校 277,985277,985277,985277,985

６６６６  286,619  286,619  286,619  286,619 ・特別支援学校・特別支援学校・特別支援学校・特別支援学校 8,6348,6348,6348,634

５５５５ １１１１ (108,247)(108,247)(108,247)(108,247) ○○○○

部部部部 活活活活 動動動動 推推推推 進進進進 費費費費

 107,296  107,296  107,296  107,296 

(8,525)(8,525)(8,525)(8,525) ○○○○

 7,028  7,028  7,028  7,028 

信信信信

頼頼頼頼

ささささ

れれれれ

るるるる

学学学学

校校校校

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

10101010 １１１１ ２２２２

財財財財 務務務務 課課課課

10101010 １１１１ ６６６６

学学学学 事事事事 課課課課

企企企企画画画画調調調調整整整整課課課課

県立学校の実験実習に要する経費県立学校の実験実習に要する経費県立学校の実験実習に要する経費県立学校の実験実習に要する経費

10101010

高等学校等の部活動の奨励充実費高等学校等の部活動の奨励充実費高等学校等の部活動の奨励充実費高等学校等の部活動の奨励充実費

公公公公 立立立立 専専専専 修修修修 学学学学 校校校校 就就就就 学学学学

支支支支 援援援援 事事事事 業業業業 費費費費

公立専修学校の生徒に対する就学支援金の助成公立専修学校の生徒に対する就学支援金の助成公立専修学校の生徒に対する就学支援金の助成公立専修学校の生徒に対する就学支援金の助成

県県県県 立立立立 学学学学 校校校校 運運運運 営営営営 費費費費

(2,300,022)(2,300,022)(2,300,022)(2,300,022)
県立学校の運営に要する経費県立学校の運営に要する経費県立学校の運営に要する経費県立学校の運営に要する経費

 2,270,344  2,270,344  2,270,344  2,270,344 

教員の精神性疾患の防止に要する経費教員の精神性疾患の防止に要する経費教員の精神性疾患の防止に要する経費教員の精神性疾患の防止に要する経費

４４４４

２２２２

離島の高校生を対象とした通学費、居住費に対する助成離島の高校生を対象とした通学費、居住費に対する助成離島の高校生を対象とした通学費、居住費に対する助成離島の高校生を対象とした通学費、居住費に対する助成

私私私私学学学学振振振振興興興興課課課課

義義義義務務務務教教教教育育育育課課課課
10101010

１１１１

９９９９

４４４４

２２２２

市町村等が行う避難幼児児童生徒を対象とした就園・就学支援事業に市町村等が行う避難幼児児童生徒を対象とした就園・就学支援事業に市町村等が行う避難幼児児童生徒を対象とした就園・就学支援事業に市町村等が行う避難幼児児童生徒を対象とした就園・就学支援事業に

１１１１

９９９９

総総総総 務務務務 課課課課

県県県県 設設設設 立立立立 公公公公 立立立立 大大大大 学学学学 法法法法 人人人人

運運運運 営営営営 費費費費 交交交交 付付付付 金金金金

10101010 ８８８８ ２２２２

10101010 ８８８８

私私私私学学学学振振振振興興興興課課課課 10101010

私私私私学学学学振振振振興興興興課課課課

高高高高校校校校教教教教育育育育課課課課
10101010

10101010 ７７７７ １１１１

児童・生徒の健康問題解決のための相談体制の整備に要する経費児童・生徒の健康問題解決のための相談体制の整備に要する経費児童・生徒の健康問題解決のための相談体制の整備に要する経費児童・生徒の健康問題解決のための相談体制の整備に要する経費

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

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

款款款款
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

(24,000)(24,000)(24,000)(24,000) ○○○○

小小小小 ・・・・ 中中中中 学学学学 校校校校 統統統統 合合合合 支支支支 援援援援 費費費費

 24,000  24,000  24,000  24,000 

(34,485)(34,485)(34,485)(34,485) ○○○○

 32,034  32,034  32,034  32,034 

(42,172)(42,172)(42,172)(42,172) ○○○○

県県県県 立立立立 学学学学 校校校校 情情情情 報報報報 化化化化 推推推推 進進進進 費費費費

 42,255  42,255  42,255  42,255 

(3,925,012)(3,925,012)(3,925,012)(3,925,012) ○○○○

奨奨奨奨 学学学学 事事事事 業業業業 助助助助 成成成成 費費費費

 3,526,524  3,526,524  3,526,524  3,526,524 

(138,557)(138,557)(138,557)(138,557) ○○○○

 99,401  99,401  99,401  99,401 

債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為  201,465  201,465  201,465  201,465 

３３３３ ２２２２ ○○○○

４４４４ ２２２２

４４４４

５５５５ ２２２２

(954,433)(954,433)(954,433)(954,433) ○○○○ 施設充実費施設充実費施設充実費施設充実費 336,594336,594336,594336,594

４４４４ ５５５５ ○○○○ 校地整備費校地整備費校地整備費校地整備費 306,459306,459306,459306,459

 663,907  663,907  663,907  663,907 ○○○○ 環境整備費等環境整備費等環境整備費等環境整備費等 20,85420,85420,85420,854

５５５５ ３３３３

債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為  69,736  69,736  69,736  69,736 

(1,537,735)(1,537,735)(1,537,735)(1,537,735) ○○○○

・平成２７年度開校分・平成２７年度開校分・平成２７年度開校分・平成２７年度開校分

 64,798  64,798  64,798  64,798 

(40,072)(40,072)(40,072)(40,072) ○○○○

 40,648  40,648  40,648  40,648 

(6,152)(6,152)(6,152)(6,152) ○○○○ 定時制高校活性化支援費定時制高校活性化支援費定時制高校活性化支援費定時制高校活性化支援費 3,4633,4633,4633,463

○○○○ 県立高等学校入試制度広報・啓発費県立高等学校入試制度広報・啓発費県立高等学校入試制度広報・啓発費県立高等学校入試制度広報・啓発費 939939939939

 6,036  6,036  6,036  6,036 ○○○○ 中学生進路相談事業費中学生進路相談事業費中学生進路相談事業費中学生進路相談事業費 1,6341,6341,6341,634

(20,763)(20,763)(20,763)(20,763) ○○○○

 20,580  20,580  20,580  20,580 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

英英英英語語語語教教教教員員員員指指指指導導導導力力力力向向向向上上上上事事事事業業業業費費費費

 5,264  5,264  5,264  5,264 

○○○○

・長期研修          47人・長期研修          47人・長期研修          47人・長期研修          47人

・短期研修　　   3,583人・短期研修　　   3,583人・短期研修　　   3,583人・短期研修　　   3,583人

・断続研修         157人・断続研修         157人・断続研修         157人・断続研修         157人

(35,874)(35,874)(35,874)(35,874) ○○○○

１１１１ ４４４４
 46,320  46,320  46,320  46,320 

信信信信

頼頼頼頼

ささささ

れれれれ

るるるる
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校校校校

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

特特特特 別別別別 支支支支 援援援援 学学学学 校校校校

医医医医 療療療療 的的的的 ケケケケ アアアア 体体体体 制制制制 整整整整 備備備備 費費費費

医療的ケアを必要とする児童生徒のための環境整備に要する経費医療的ケアを必要とする児童生徒のための環境整備に要する経費医療的ケアを必要とする児童生徒のための環境整備に要する経費医療的ケアを必要とする児童生徒のための環境整備に要する経費

10101010義義義義務務務務教教教教育育育育課課課課

情情情情 報報報報 教教教教 育育育育 総総総総 合合合合 推推推推 進進進進 費費費費

高度情報通信社会における情報活用能力の育成推進に要する経費高度情報通信社会における情報活用能力の育成推進に要する経費高度情報通信社会における情報活用能力の育成推進に要する経費高度情報通信社会における情報活用能力の育成推進に要する経費

県立高校英語教員の授業方法改善の研究に要する経費県立高校英語教員の授業方法改善の研究に要する経費県立高校英語教員の授業方法改善の研究に要する経費県立高校英語教員の授業方法改善の研究に要する経費

(10,903)(10,903)(10,903)(10,903)
教職員の研修に要する経費教職員の研修に要する経費教職員の研修に要する経費教職員の研修に要する経費

 9,996  9,996  9,996  9,996 

特特特特 別別別別 支支支支 援援援援 学学学学 校校校校 整整整整 備備備備 費費費費

県立特別支援学校整備計画に基づく施設整備に要する経費県立特別支援学校整備計画に基づく施設整備に要する経費県立特別支援学校整備計画に基づく施設整備に要する経費県立特別支援学校整備計画に基づく施設整備に要する経費

高高高高校校校校生生生生自自自自助助助助とととと共共共共助助助助をををを学学学学ぶぶぶぶ

宿宿宿宿 泊泊泊泊 体体体体 験験験験 事事事事 業業業業 費費費費

集団宿泊体験活動に要する経費集団宿泊体験活動に要する経費集団宿泊体験活動に要する経費集団宿泊体験活動に要する経費

・県立中学校、中等教育学校、高等学校の新１年生・県立中学校、中等教育学校、高等学校の新１年生・県立中学校、中等教育学校、高等学校の新１年生・県立中学校、中等教育学校、高等学校の新１年生

県県県県 立立立立 学学学学 校校校校 等等等等 活活活活 性性性性 化化化化

総総総総 合合合合 推推推推 進進進進 費費費費

教教教教 育育育育 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー 研研研研 修修修修 費費費費

高高高高校校校校教教教教育育育育課課課課

10101010 １１１１ ４４４４

10101010 １１１１ ７７７７

施施施施 設設設設 課課課課

義義義義務務務務教教教教育育育育課課課課
10101010 ５５５５ ３３３３

産業教育、理科教育、定時制、特別支援教育等の設備整備費産業教育、理科教育、定時制、特別支援教育等の設備整備費産業教育、理科教育、定時制、特別支援教育等の設備整備費産業教育、理科教育、定時制、特別支援教育等の設備整備費

129,478129,478129,478129,478

高高高高 等等等等 学学学学 校校校校 施施施施 設設設設 整整整整 備備備備 費費費費

10101010

施施施施 設設設設 課課課課

10101010 県県県県 立立立立 学学学学 校校校校 設設設設 備備備備 費費費費

(134,143)(134,143)(134,143)(134,143)

福岡県教育文化奨学財団に対する奨学金の資金の貸付等福岡県教育文化奨学財団に対する奨学金の資金の貸付等福岡県教育文化奨学財団に対する奨学金の資金の貸付等福岡県教育文化奨学財団に対する奨学金の資金の貸付等

企企企企画画画画調調調調整整整整課課課課

10101010

企企企企画画画画調調調調整整整整課課課課

施施施施 設設設設 課課課課
10101010 ４４４４ ５５５５

高高高高 等等等等 学学学学 校校校校 再再再再 編編編編 整整整整 備備備備 費費費費

朝倉光陽高校朝倉光陽高校朝倉光陽高校朝倉光陽高校

社社社社会会会会教教教教育育育育課課課課 10101010 １１１１ ４４４４

１１１１ ４４４４
県立学校における教務用パソコン等の整備に要する経費県立学校における教務用パソコン等の整備に要する経費県立学校における教務用パソコン等の整備に要する経費県立学校における教務用パソコン等の整備に要する経費

10101010 １１１１ ２２２２

市町村が行う小・中学校統合事業に対する助成市町村が行う小・中学校統合事業に対する助成市町村が行う小・中学校統合事業に対する助成市町村が行う小・中学校統合事業に対する助成

県県県県 立立立立 高高高高 校校校校 教教教教 務務務務 支支支支 援援援援

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

総合学科、定時制単位制高校の教務支援システムの整備に要する経費総合学科、定時制単位制高校の教務支援システムの整備に要する経費総合学科、定時制単位制高校の教務支援システムの整備に要する経費総合学科、定時制単位制高校の教務支援システムの整備に要する経費

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

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

款款款款
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

(4,534)(4,534)(4,534)(4,534) ○○○○

特特特特別別別別支支支支援援援援学学学学校校校校設設設設備備備備充充充充実実実実費費費費

 4,519  4,519  4,519  4,519 

(890,118)(890,118)(890,118)(890,118) ○○○○

特特特特別別別別支支支支援援援援教教教教育育育育就就就就学学学学奨奨奨奨励励励励費費費費

 962,088  962,088  962,088  962,088 

１１１１ ４４４４ ○○○○

２２２２ １１１１ (132,827)(132,827)(132,827)(132,827) ・小　学　校      282 人・小　学　校      282 人・小　学　校      282 人・小　学　校      282 人

３３３３ １１１１ 初初初初 任任任任 者者者者 研研研研 修修修修 事事事事 業業業業 費費費費 ・中  学　校      147 人・中  学　校      147 人・中  学　校      147 人・中  学　校      147 人

４４４４ １１１１  237,477  237,477  237,477  237,477 ・高 等 学 校     137 人・高 等 学 校     137 人・高 等 学 校     137 人・高 等 学 校     137 人

５５５５ １１１１ ・特別支援学校     30 人・特別支援学校     30 人・特別支援学校     30 人・特別支援学校     30 人

(145,481)(145,481)(145,481)(145,481) ○○○○ 夜間定時制高校の給食実施に要する経費夜間定時制高校の給食実施に要する経費夜間定時制高校の給食実施に要する経費夜間定時制高校の給食実施に要する経費 101,748101,748101,748101,748

公公公公 立立立立 学学学学 校校校校 給給給給 食食食食 運運運運 営営営営 費費費費 ○○○○ 特別支援学校の給食実施に要する経費特別支援学校の給食実施に要する経費特別支援学校の給食実施に要する経費特別支援学校の給食実施に要する経費 40,13540,13540,13540,135

 141,883  141,883  141,883  141,883 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 防災教育に関する外部有識者の学校派遣に要する経費防災教育に関する外部有識者の学校派遣に要する経費防災教育に関する外部有識者の学校派遣に要する経費防災教育に関する外部有識者の学校派遣に要する経費

防防防防 災災災災 教教教教 育育育育 推推推推 進進進進 費費費費
 5,730  5,730  5,730  5,730 

体体体体 育育育育

スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ

健健健健 康康康康 課課課課

10101010 ７７７７ １１１１

特別支援学校の児童生徒の就学奨励費特別支援学校の児童生徒の就学奨励費特別支援学校の児童生徒の就学奨励費特別支援学校の児童生徒の就学奨励費

教教教教 職職職職 員員員員 課課課課

高高高高校校校校教教教教育育育育課課課課

義義義義務務務務教教教教育育育育課課課課

10101010

初任者研修事業実施に要する経費初任者研修事業実施に要する経費初任者研修事業実施に要する経費初任者研修事業実施に要する経費

義義義義務務務務教教教教育育育育課課課課 10101010 ５５５５ ２２２２

信信信信
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特別支援学校点字情報ネットワークシステムの運営に要する経費特別支援学校点字情報ネットワークシステムの運営に要する経費特別支援学校点字情報ネットワークシステムの運営に要する経費特別支援学校点字情報ネットワークシステムの運営に要する経費

新新新新
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