
１０．豊かな文化を楽しみ、幅広い分野の国際交流を実感できること
（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

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

公公公公 文文文文 書書書書 館館館館 運運運運 営営営営 費費費費

 108,232  108,232  108,232  108,232 

(1,362)(1,362)(1,362)(1,362) ○○○○

平平平平 和和和和 文文文文 化化化化 事事事事 業業業業 費費費費

 1,362  1,362  1,362  1,362 

(36,723)(36,723)(36,723)(36,723) ○○○○ 「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文化遺産登録推進費「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文化遺産登録推進費「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文化遺産登録推進費「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文化遺産登録推進費

○○○○ 「九州・山口近代化遺産群」の世界文化遺産登録推進費「九州・山口近代化遺産群」の世界文化遺産登録推進費「九州・山口近代化遺産群」の世界文化遺産登録推進費「九州・山口近代化遺産群」の世界文化遺産登録推進費 13,29613,29613,29613,296

 59,528  59,528  59,528  59,528 

(246,202)(246,202)(246,202)(246,202) ○○○○ 自主文化事業等に要する経費自主文化事業等に要する経費自主文化事業等に要する経費自主文化事業等に要する経費

 244,893  244,893  244,893  244,893 

○○○○ 福岡県文化賞に要する経費福岡県文化賞に要する経費福岡県文化賞に要する経費福岡県文化賞に要する経費 3,9533,9533,9533,953

○○○○ 文化余暇行政推進費文化余暇行政推進費文化余暇行政推進費文化余暇行政推進費 681681681681

○○○○ (財)地域創造負担金(財)地域創造負担金(財)地域創造負担金(財)地域創造負担金 8,3478,3478,3478,347

○○○○ 青少年のための能楽講座開催に対する助成等青少年のための能楽講座開催に対する助成等青少年のための能楽講座開催に対する助成等青少年のための能楽講座開催に対する助成等 2,0062,0062,0062,006

(162,000)(162,000)(162,000)(162,000) ○○○○ (財)九州交響楽団に対する運営費助成(財)九州交響楽団に対する運営費助成(財)九州交響楽団に対する運営費助成(財)九州交響楽団に対する運営費助成

九九九九 州州州州 交交交交 響響響響 楽楽楽楽 団団団団 助助助助 成成成成 費費費費

 162,000  162,000  162,000  162,000 

(43,203)(43,203)(43,203)(43,203) ○○○○ 県民文化祭開催費県民文化祭開催費県民文化祭開催費県民文化祭開催費 35,99335,99335,99335,993

県県県県 民民民民 文文文文 化化化化 振振振振 興興興興 事事事事 業業業業 費費費費 ○○○○ 福岡県文化団体連合会に対する助成福岡県文化団体連合会に対する助成福岡県文化団体連合会に対する助成福岡県文化団体連合会に対する助成 12,27812,27812,27812,278

 48,271  48,271  48,271  48,271 

(777,949)(777,949)(777,949)(777,949) ○○○○ 九州国立博物館（アジア文化交流センター）の管理運営に要する経費九州国立博物館（アジア文化交流センター）の管理運営に要する経費九州国立博物館（アジア文化交流センター）の管理運営に要する経費九州国立博物館（アジア文化交流センター）の管理運営に要する経費

九九九九 州州州州 国国国国 立立立立 博博博博 物物物物 館館館館 運運運運 営営営営 費費費費

 645,369  645,369  645,369  645,369 

(81,962)(81,962)(81,962)(81,962) ○○○○ ももち文化センターの管理運営に要する経費ももち文化センターの管理運営に要する経費ももち文化センターの管理運営に要する経費ももち文化センターの管理運営に要する経費

 81,776  81,776  81,776  81,776 

(6,904)(6,904)(6,904)(6,904) ○○○○ 全国青年大会派遣費全国青年大会派遣費全国青年大会派遣費全国青年大会派遣費 2,1882,1882,1882,188

生生生生涯涯涯涯ススススポポポポーーーーツツツツ振振振振興興興興助助助助成成成成費費費費 ○○○○ 生涯スポーツ団体に対する助成生涯スポーツ団体に対する助成生涯スポーツ団体に対する助成生涯スポーツ団体に対する助成 3,8013,8013,8013,801

 5,989  5,989  5,989  5,989 

(5,346)(5,346)(5,346)(5,346) ○○○○ スポーツフェスタふくおか開催費スポーツフェスタふくおか開催費スポーツフェスタふくおか開催費スポーツフェスタふくおか開催費

　開催地：北九州市・京築地区　開催地：北九州市・京築地区　開催地：北九州市・京築地区　開催地：北九州市・京築地区

 6,144  6,144  6,144  6,144 

(43,217)(43,217)(43,217)(43,217) ○○○○ ねんりんスポーツ・文化祭の開催に要する経費ねんりんスポーツ・文化祭の開催に要する経費ねんりんスポーツ・文化祭の開催に要する経費ねんりんスポーツ・文化祭の開催に要する経費

　期　間：平成24年11月17日～18日　期　間：平成24年11月17日～18日　期　間：平成24年11月17日～18日　期　間：平成24年11月17日～18日

 48,381  48,381  48,381  48,381 　場　所：石橋文化センター等　場　所：石橋文化センター等　場　所：石橋文化センター等　場　所：石橋文化センター等

(1,934)(1,934)(1,934)(1,934) ○○○○ 世代・種目を越えてスポーツを楽しむクラブの設立支援に要する経費世代・種目を越えてスポーツを楽しむクラブの設立支援に要する経費世代・種目を越えてスポーツを楽しむクラブの設立支援に要する経費世代・種目を越えてスポーツを楽しむクラブの設立支援に要する経費

 1,934  1,934  1,934  1,934 

(86,610)(86,610)(86,610)(86,610) ○○○○

 80,419  80,419  80,419  80,419 

(100,329)(100,329)(100,329)(100,329) ○○○○ 指定文化財の保存整備等に対する助成指定文化財の保存整備等に対する助成指定文化財の保存整備等に対する助成指定文化財の保存整備等に対する助成

文文文文 化化化化 財財財財 保保保保 護護護護 事事事事 業業業業 助助助助 成成成成 費費費費 ・国指定文化財・国指定文化財・国指定文化財・国指定文化財 84,13784,13784,13784,137

 96,137  96,137  96,137  96,137 ・県指定文化財・県指定文化財・県指定文化財・県指定文化財 12,00012,00012,00012,000

(14,918)(14,918)(14,918)(14,918)

 14,987  14,987  14,987  14,987 
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ももももももももちちちち文文文文化化化化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

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

戦時資料展の開催等に要する経費戦時資料展の開催等に要する経費戦時資料展の開催等に要する経費戦時資料展の開催等に要する経費

県と市町村が共同で設置運営する公文書館の運営費県と市町村が共同で設置運営する公文書館の運営費県と市町村が共同で設置運営する公文書館の運営費県と市町村が共同で設置運営する公文書館の運営費

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

文文文文 化化化化 余余余余 暇暇暇暇 対対対対 策策策策 費費費費

アアアア クククク ロロロロ スススス 福福福福 岡岡岡岡 事事事事 業業業業 費費費費

４４４４

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
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県県県県 民民民民 文文文文 化化化化

ススススポポポポーーーーツツツツ課課課課

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

１１１１５５５５

労労労労働働働働政政政政策策策策課課課課 ５５５５ ７７７７

総総総総合合合合政政政政策策策策課課課課 ２２２２ ２２２２

文文文文 化化化化 財財財財

保保保保 護護護護 課課課課
10101010 ６６６６ ３３３３

北九州勤労青少年文化センターの管理運営に要する経費北九州勤労青少年文化センターの管理運営に要する経費北九州勤労青少年文化センターの管理運営に要する経費北九州勤労青少年文化センターの管理運営に要する経費北北北北 九九九九 州州州州 勤勤勤勤 労労労労 青青青青 少少少少 年年年年

文文文文 化化化化 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

スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ フフフフ ェェェェ スススス タタタタ

ふふふふ くくくく おおおお かかかか 開開開開 催催催催 費費費費

ねねねねんんんんりりりりんんんんススススポポポポーーーーツツツツ・・・・文文文文化化化化祭祭祭祭

開開開開 催催催催 費費費費

総総総総合合合合型型型型地地地地域域域域ススススポポポポーーーーツツツツククククララララブブブブ

設設設設 立立立立 推推推推 進進進進 費費費費

３３３３

46,23246,23246,23246,232

63



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

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

(216,466)(216,466)(216,466)(216,466) ○○○○ 大宰府史跡の公有化に対する助成大宰府史跡の公有化に対する助成大宰府史跡の公有化に対する助成大宰府史跡の公有化に対する助成 161,161161,161161,161161,161

○○○○ 伝統的建造物群の保存修理等に対する助成伝統的建造物群の保存修理等に対する助成伝統的建造物群の保存修理等に対する助成伝統的建造物群の保存修理等に対する助成 17,60017,60017,60017,600

 212,356  212,356  212,356  212,356 ○○○○ 大宰府史跡の発掘調査及び整備に要する経費大宰府史跡の発掘調査及び整備に要する経費大宰府史跡の発掘調査及び整備に要する経費大宰府史跡の発掘調査及び整備に要する経費 33,59533,59533,59533,595

(27,911)(27,911)(27,911)(27,911) ○○○○ 求菩提資料館、甘木歴史資料館、柳川古文書館の運営費求菩提資料館、甘木歴史資料館、柳川古文書館の運営費求菩提資料館、甘木歴史資料館、柳川古文書館の運営費求菩提資料館、甘木歴史資料館、柳川古文書館の運営費

歴歴歴歴 史史史史 資資資資 料料料料 館館館館 等等等等 運運運運 営営営営 費費費費

 27,874  27,874  27,874  27,874 

(115,776)(115,776)(115,776)(115,776) ○○○○ 運営費運営費運営費運営費 114,264114,264114,264114,264

九九九九 州州州州 歴歴歴歴 史史史史 資資資資 料料料料 館館館館 運運運運 営営営営 費費費費 〇〇〇〇 　 長崎街道開通400年記念特別展開催費　 長崎街道開通400年記念特別展開催費　 長崎街道開通400年記念特別展開催費　 長崎街道開通400年記念特別展開催費 5,3045,3045,3045,304

 119,568  119,568  119,568  119,568 

社社社社 会会会会 教教教教 育育育育 指指指指 導導導導 者者者者 等等等等 (1,535)(1,535)(1,535)(1,535) ○○○○ 青少年団体、ＰＴＡ指導者等研修費青少年団体、ＰＴＡ指導者等研修費青少年団体、ＰＴＡ指導者等研修費青少年団体、ＰＴＡ指導者等研修費

研研研研 修修修修 事事事事 業業業業 費費費費  1,438  1,438  1,438  1,438 

(36,457)(36,457)(36,457)(36,457) ○○○○ 社会教育関係団体に対する助成社会教育関係団体に対する助成社会教育関係団体に対する助成社会教育関係団体に対する助成

社社社社会会会会教教教教育育育育関関関関係係係係団団団団体体体体育育育育成成成成費費費費

 32,389  32,389  32,389  32,389 

(48,432)(48,432)(48,432)(48,432) ○○○○ 運営費運営費運営費運営費 46,41746,41746,41746,417

英英英英 彦彦彦彦 山山山山 青青青青 年年年年 のののの 家家家家 運運運運 営営営営 費費費費 ○○○○ 地下貯蔵タンク改修工事費等地下貯蔵タンク改修工事費等地下貯蔵タンク改修工事費等地下貯蔵タンク改修工事費等 5,1075,1075,1075,107

 51,524  51,524  51,524  51,524 

(38,704)(38,704)(38,704)(38,704) ○○○○ 運営費運営費運営費運営費

 38,435  38,435  38,435  38,435 

(94,117)(94,117)(94,117)(94,117) ○○○○ 運営費運営費運営費運営費 81,92181,92181,92181,921

○○○○ 照明制御設備及び中央監視設備更新工事費等照明制御設備及び中央監視設備更新工事費等照明制御設備及び中央監視設備更新工事費等照明制御設備及び中央監視設備更新工事費等 31,41831,41831,41831,418

 113,339  113,339  113,339  113,339 

(204,168)(204,168)(204,168)(204,168) ○○○○

青青青青 少少少少 年年年年 科科科科 学学学学 館館館館 運運運運 営営営営 費費費費

 198,778  198,778  198,778  198,778 

(35,899)(35,899)(35,899)(35,899) ○○○○ 運営費運営費運営費運営費

ふふふふ れれれれ ああああ いいいい のののの 家家家家 運運運運 営営営営 費費費費

 34,772  34,772  34,772  34,772 

(4,146)(4,146)(4,146)(4,146) ○○○○ 社会教育に関する情報を提供するための経費社会教育に関する情報を提供するための経費社会教育に関する情報を提供するための経費社会教育に関する情報を提供するための経費

社社社社 会会会会 教教教教 育育育育 広広広広 報報報報 費費費費

 4,138  4,138  4,138  4,138 

(60,331)(60,331)(60,331)(60,331) ○○○○ 運営費運営費運営費運営費

美美美美 術術術術 館館館館 運運運運 営営営営 費費費費

 60,148  60,148  60,148  60,148 

(29,046)(29,046)(29,046)(29,046) ○○○○ 県展に要する経費県展に要する経費県展に要する経費県展に要する経費 3,2083,2083,2083,208

美美美美 術術術術 展展展展 覧覧覧覧 会会会会 開開開開 催催催催 費費費費 ○○○○ 展覧会に要する経費展覧会に要する経費展覧会に要する経費展覧会に要する経費 25,51025,51025,51025,510

 28,830  28,830  28,830  28,830 ○○○○ 企画展調査費企画展調査費企画展調査費企画展調査費 112112112112

(240)(240)(240)(240) ○○○○ 新県立美術館の整備手法（ＰＦＩ等）の検討に要する経費新県立美術館の整備手法（ＰＦＩ等）の検討に要する経費新県立美術館の整備手法（ＰＦＩ等）の検討に要する経費新県立美術館の整備手法（ＰＦＩ等）の検討に要する経費

新新新新県県県県立立立立美美美美術術術術館館館館整整整整備備備備検検検検討討討討費費費費

 216  216  216  216 

(150,210)(150,210)(150,210)(150,210) ○○○○ 市町村立図書館や図書館未設置市町村の支援に要する経費市町村立図書館や図書館未設置市町村の支援に要する経費市町村立図書館や図書館未設置市町村の支援に要する経費市町村立図書館や図書館未設置市町村の支援に要する経費

図図図図 書書書書 館館館館 運運運運 営営営営 費費費費 ○○○○ 読書の普及推進のための研修会の開催等に要する経費読書の普及推進のための研修会の開催等に要する経費読書の普及推進のための研修会の開催等に要する経費読書の普及推進のための研修会の開催等に要する経費 530530530530

 149,825  149,825  149,825  149,825 ○○○○ 運営費運営費運営費運営費 145,570145,570145,570145,570

(72,136)(72,136)(72,136)(72,136) ○○○○ 県立図書館図書資料整備費県立図書館図書資料整備費県立図書館図書資料整備費県立図書館図書資料整備費

図図図図 書書書書 資資資資 料料料料 購購購購 入入入入 費費費費

 72,136  72,136  72,136  72,136 

青少年科学館の管理運営に要する経費青少年科学館の管理運営に要する経費青少年科学館の管理運営に要する経費青少年科学館の管理運営に要する経費

大大大大 規規規規 模模模模 遺遺遺遺 跡跡跡跡 総総総総 合合合合 整整整整 備備備備 費費費費

少少少少年年年年自自自自然然然然のののの家家家家「「「「玄玄玄玄海海海海のののの家家家家」」」」

運運運運 営営営営 費費費費

社社社社 会会会会 教教教教 育育育育 総総総総 合合合合 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

文文文文 化化化化 財財財財

保保保保 護護護護 課課課課

10101010 ６６６６ ３３３３

10101010 ６６６６ ４４４４

６６６６ １１１１

２２２２６６６６

６６６６ ６６６６

６６６６ ７７７７

文文文文

化化化化

・・・・

スススス

ポポポポ

ーーーー

ツツツツ

なななな

どどどど

のののの

活活活活

動動動動

をををを

盛盛盛盛

んんんん

にににに

すすすす

るるるる

10101010

社社社社会会会会教教教教育育育育課課課課

10101010

10101010

10101010

新新新新

3,7253,7253,7253,725
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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
予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名

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

(78,181)(78,181)(78,181)(78,181) ○○○○ 国民体育大会派遣費国民体育大会派遣費国民体育大会派遣費国民体育大会派遣費 57,32557,32557,32557,325

○○○○ 国民体育大会九州ブロック大会派遣費国民体育大会九州ブロック大会派遣費国民体育大会九州ブロック大会派遣費国民体育大会九州ブロック大会派遣費 43,96743,96743,96743,967

 124,337  124,337  124,337  124,337 ○○○○ 体育団体等に対する助成体育団体等に対する助成体育団体等に対する助成体育団体等に対する助成 23,04523,04523,04523,045

(120,290)(120,290)(120,290)(120,290) ○○○○ 遠征、合宿等の選手強化事業に対する助成等遠征、合宿等の選手強化事業に対する助成等遠征、合宿等の選手強化事業に対する助成等遠征、合宿等の選手強化事業に対する助成等

競競競競技技技技ススススポポポポーーーーツツツツ振振振振興興興興事事事事業業業業費費費費

 116,490  116,490  116,490  116,490 

(144)(144)(144)(144) ○○○○ 世界選手権等の入賞者に対する知事表彰に要する経費世界選手権等の入賞者に対する知事表彰に要する経費世界選手権等の入賞者に対する知事表彰に要する経費世界選手権等の入賞者に対する知事表彰に要する経費

福福福福 岡岡岡岡 県県県県 スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ 顕顕顕顕 彰彰彰彰 費費費費

 144  144  144  144 

(10,191)(10,191)(10,191)(10,191) ○○○○

○○○○ 養成した指導者の競技団体への派遣に要する経費養成した指導者の競技団体への派遣に要する経費養成した指導者の競技団体への派遣に要する経費養成した指導者の競技団体への派遣に要する経費 633633633633

 10,135  10,135  10,135  10,135 

全全全全国国国国高高高高等等等等学学学学校校校校総総総総合合合合体体体体育育育育大大大大会会会会 (6,979)(6,979)(6,979)(6,979) ○○○○

　開催：平成２５年度　開催：平成２５年度　開催：平成２５年度　開催：平成２５年度

開開開開 催催催催 準準準準 備備備備 費費費費  72,139  72,139  72,139  72,139 

(22,135)(22,135)(22,135)(22,135) ○○○○ 馬術競技場の馬場改修工事に要する経費馬術競技場の馬場改修工事に要する経費馬術競技場の馬場改修工事に要する経費馬術競技場の馬場改修工事に要する経費

 41,770  41,770  41,770  41,770 

(381,752)(381,752)(381,752)(381,752) ○○○○

 393,672  393,672  393,672  393,672 

○○○○ 県立久留米スポーツセンター体育館等の基本構想の検討に要する経費県立久留米スポーツセンター体育館等の基本構想の検討に要する経費県立久留米スポーツセンター体育館等の基本構想の検討に要する経費県立久留米スポーツセンター体育館等の基本構想の検討に要する経費

県県県県 立立立立 久久久久 留留留留 米米米米 スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ

セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー 体体体体 育育育育 館館館館 等等等等

基基基基 本本本本 構構構構 想想想想 検検検検 討討討討 費費費費

アアアアジジジジアアアア太太太太平平平平洋洋洋洋ここここどどどどもももも会会会会議議議議 (16,500)(16,500)(16,500)(16,500) ○○○○

イイイイ ンンンン 福福福福 岡岡岡岡 事事事事 業業業業 費費費費  16,500  16,500  16,500  16,500 

県県県県 民民民民 文文文文 化化化化 ○○○○ 20周年記念式典等の開催に要する経費20周年記念式典等の開催に要する経費20周年記念式典等の開催に要する経費20周年記念式典等の開催に要する経費 17,29917,29917,29917,299

ススススポポポポーーーーツツツツ課課課課 ２２２２ ○○○○ 南京博物院展の開催に要する経費南京博物院展の開催に要する経費南京博物院展の開催に要する経費南京博物院展の開催に要する経費 15,94015,94015,94015,940

１１１１ ○○○○ 日中友好都市卓球大会参加の支援に要する経費日中友好都市卓球大会参加の支援に要する経費日中友好都市卓球大会参加の支援に要する経費日中友好都市卓球大会参加の支援に要する経費 827827827827

交交交交流流流流第第第第一一一一課課課課 ３３３３ ○○○○ 江蘇省における県展入賞等作品展の開催に要する経費江蘇省における県展入賞等作品展の開催に要する経費江蘇省における県展入賞等作品展の開催に要する経費江蘇省における県展入賞等作品展の開催に要する経費 9,2939,2939,2939,293

社社社社会会会会教教教教育育育育課課課課 ６６６６ ６６６６

(46,862)(46,862)(46,862)(46,862) ○○○○

アアアア ジジジジ アアアア ンンンン ビビビビ ーーーー トトトト 推推推推 進進進進 費費費費 ○○○○    アジア若者文化交流イベントの開催に要する経費   アジア若者文化交流イベントの開催に要する経費   アジア若者文化交流イベントの開催に要する経費   アジア若者文化交流イベントの開催に要する経費 8,0618,0618,0618,061

 36,739  36,739  36,739  36,739 ○○○○ クロスメディア展開に要する経費クロスメディア展開に要する経費クロスメディア展開に要する経費クロスメディア展開に要する経費 4,4674,4674,4674,467

(54,899)(54,899)(54,899)(54,899) ○○○○ 国連ハビタット福岡本部支援経費国連ハビタット福岡本部支援経費国連ハビタット福岡本部支援経費国連ハビタット福岡本部支援経費

国国国国 連連連連 機機機機 関関関関 活活活活 動動動動 支支支支 援援援援 費費費費

 46,536  46,536  46,536  46,536 

(17,503)(17,503)(17,503)(17,503) ○○○○ 外国青年を招致し、地域の交流活動への協力・助言等による本県の国外国青年を招致し、地域の交流活動への協力・助言等による本県の国外国青年を招致し、地域の交流活動への協力・助言等による本県の国外国青年を招致し、地域の交流活動への協力・助言等による本県の国

外外外外 国国国国 青青青青 年年年年 招招招招 致致致致 事事事事 業業業業 費費費費 際化の推進に要する経費際化の推進に要する経費際化の推進に要する経費際化の推進に要する経費

 17,208  17,208  17,208  17,208 

(24,576)(24,576)(24,576)(24,576) ○○○○ 国際交流の推進に要する経費国際交流の推進に要する経費国際交流の推進に要する経費国際交流の推進に要する経費 2,5272,5272,5272,527

国国国国 際際際際 交交交交 流流流流 業業業業 務務務務 推推推推 進進進進 費費費費 ○○○○ (財)自治体国際化協会負担金(財)自治体国際化協会負担金(財)自治体国際化協会負担金(財)自治体国際化協会負担金 23,00023,00023,00023,000

 25,527  25,527  25,527  25,527 

(1,275)(1,275)(1,275)(1,275) ○○○○ 小・中・高校及びアンビシャス広場等における青少年国際理解教室の小・中・高校及びアンビシャス広場等における青少年国際理解教室の小・中・高校及びアンビシャス広場等における青少年国際理解教室の小・中・高校及びアンビシャス広場等における青少年国際理解教室の

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

 1,378  1,378  1,378  1,378 

アジア太平洋こども会議イン福岡事業に対する助成アジア太平洋こども会議イン福岡事業に対する助成アジア太平洋こども会議イン福岡事業に対する助成アジア太平洋こども会議イン福岡事業に対する助成

文文文文

化化化化

・・・・

スススス

ポポポポ

ーーーー

ツツツツ

なななな

どどどど

のののの

活活活活

動動動動

をををを

盛盛盛盛

んんんん

にににに

すすすす

るるるる

５５５５ １１１１ ２２２２青青青青 少少少少 年年年年 課課課課

国国国国

際際際際

交交交交

流流流流

・・・・

連連連連

携携携携

をををを

深深深深

めめめめ

るるるる

交交交交流流流流第第第第一一一一課課課課 ５５５５ １１１１ ３３３３

ウェブサイト「ａｓｉａｎｂｅａｔ」の運営に要する経費等ウェブサイト「ａｓｉａｎｂｅａｔ」の運営に要する経費等ウェブサイト「ａｓｉａｎｂｅａｔ」の運営に要する経費等ウェブサイト「ａｓｉａｎｂｅａｔ」の運営に要する経費等

体体体体 育育育育 振振振振 興興興興 各各各各 種種種種

スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ 大大大大 会会会会 費費費費

 43,359  43,359  43,359  43,359 

中中中中 国国国国 江江江江 蘇蘇蘇蘇 省省省省 友友友友 好好好好 提提提提 携携携携

２２２２ ００００ 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

青青青青 少少少少 年年年年 国国国国 際際際際 理理理理 解解解解 促促促促 進進進進

支支支支 援援援援 事事事事 業業業業 費費費費

(   0)(   0)(   0)(   0)

10101010

５５５５

中高生スポーツ選手を育成する指導者の養成に要する経費中高生スポーツ選手を育成する指導者の養成に要する経費中高生スポーツ選手を育成する指導者の養成に要する経費中高生スポーツ選手を育成する指導者の養成に要する経費

全国高等学校総合体育大会の北部九州４県共同開催準備に要する経費全国高等学校総合体育大会の北部九州４県共同開催準備に要する経費全国高等学校総合体育大会の北部九州４県共同開催準備に要する経費全国高等学校総合体育大会の北部九州４県共同開催準備に要する経費

県県県県 立立立立 体体体体 育育育育 ・・・・ スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ

施施施施 設設設設 改改改改 修修修修 費費費費

スポーツ科学情報センター、総合プール、馬術競技場、総合射撃場及スポーツ科学情報センター、総合プール、馬術競技場、総合射撃場及スポーツ科学情報センター、総合プール、馬術競技場、総合射撃場及スポーツ科学情報センター、総合プール、馬術競技場、総合射撃場及

世世世世 界界界界 にににに 羽羽羽羽 ばばばば たたたた くくくく 中中中中 高高高高 生生生生

スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ 選選選選 手手手手 育育育育 成成成成 費費費費

び久留米スポーツセンターの管理運営に要する経費び久留米スポーツセンターの管理運営に要する経費び久留米スポーツセンターの管理運営に要する経費び久留米スポーツセンターの管理運営に要する経費

７７７７ ２２２２

10101010

(   0)(   0)(   0)(   0)

 8,018  8,018  8,018  8,018 

県県県県立立立立体体体体育育育育・・・・ススススポポポポーーーーツツツツ施施施施設設設設費費費費
７７７７ ３３３３

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

9,5029,5029,5029,502

新新新新

新新新新

新新新新

24,21124,21124,21124,211
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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
予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名

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

(33,054)(33,054)(33,054)(33,054) ○○○○ 大学、経済界、行政による運営費大学、経済界、行政による運営費大学、経済界、行政による運営費大学、経済界、行政による運営費

 30,080  30,080  30,080  30,080 

(3,223)(3,223)(3,223)(3,223) ○○○○ 中国との交流推進に要する経費中国との交流推進に要する経費中国との交流推進に要する経費中国との交流推進に要する経費 696696696696

中中中中 国国国国 交交交交 流流流流 推推推推 進進進進 費費費費 ○○○○ 江蘇省との友好交流事業費江蘇省との友好交流事業費江蘇省との友好交流事業費江蘇省との友好交流事業費 1,6011,6011,6011,601

 2,297  2,297  2,297  2,297 

(3,884)(3,884)(3,884)(3,884) ○○○○ 韓国との交流推進に要する経費韓国との交流推進に要する経費韓国との交流推進に要する経費韓国との交流推進に要する経費 1,4381,4381,4381,438

韓韓韓韓 国国国国 交交交交 流流流流 推推推推 進進進進 費費費費 ○○○○ 日韓海峡沿岸県市道交流事業負担金日韓海峡沿岸県市道交流事業負担金日韓海峡沿岸県市道交流事業負担金日韓海峡沿岸県市道交流事業負担金 2,6162,6162,6162,616

 4,054  4,054  4,054  4,054 

(110,756)(110,756)(110,756)(110,756) ○○○○ 国際交流センター事業に対する助成国際交流センター事業に対する助成国際交流センター事業に対する助成国際交流センター事業に対する助成

国国国国際際際際交交交交流流流流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

 105,644  105,644  105,644  105,644 

○○○○ アジア諸地域との友好交流事業等に要する経費アジア諸地域との友好交流事業等に要する経費アジア諸地域との友好交流事業等に要する経費アジア諸地域との友好交流事業等に要する経費

  対象地域：タイ（バンコク都）  対象地域：タイ（バンコク都）  対象地域：タイ（バンコク都）  対象地域：タイ（バンコク都）

　　　　　　インド（デリー州）　　　　　　インド（デリー州）　　　　　　インド（デリー州）　　　　　　インド（デリー州）

　　　　　　ベトナム（ハノイ市）　　　　　　ベトナム（ハノイ市）　　　　　　ベトナム（ハノイ市）　　　　　　ベトナム（ハノイ市）

(9,214)(9,214)(9,214)(9,214) ○○○○ 海外福岡県人会後継者育成のための子弟等招へいに要する経費海外福岡県人会後継者育成のための子弟等招へいに要する経費海外福岡県人会後継者育成のための子弟等招へいに要する経費海外福岡県人会後継者育成のための子弟等招へいに要する経費

  時　期：平成24年７月  時　期：平成24年７月  時　期：平成24年７月  時　期：平成24年７月

 9,806  9,806  9,806  9,806   招へい：９か国21県人会32名  招へい：９か国21県人会32名  招へい：９か国21県人会32名  招へい：９か国21県人会32名

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

福福福福岡岡岡岡県県県県移移移移住住住住者者者者子子子子弟弟弟弟留留留留学学学学生生生生 費費費費

ネネネネ ッッッッ トトトト ワワワワ ーーーー クククク 推推推推 進進進進 費費費費  8,859  8,859  8,859  8,859 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

デデデデ リリリリ ーーーー 州州州州 友友友友 好好好好 提提提提 携携携携

５５５５ 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  17,437  17,437  17,437  17,437 

(23,844)(23,844)(23,844)(23,844) ○○○○

 18,166  18,166  18,166  18,166 

(1,474)(1,474)(1,474)(1,474) ○○○○ 日韓海峡沿岸環境技術交流協議会負担金等日韓海峡沿岸環境技術交流協議会負担金等日韓海峡沿岸環境技術交流協議会負担金等日韓海峡沿岸環境技術交流協議会負担金等

 1,127  1,127  1,127  1,127 

○○○○ アジア自治体間環境協力会議の運営等に要する経費アジア自治体間環境協力会議の運営等に要する経費アジア自治体間環境協力会議の運営等に要する経費アジア自治体間環境協力会議の運営等に要する経費 4,0464,0464,0464,046

○○○○ アジア環境交流フォーラム開催費アジア環境交流フォーラム開催費アジア環境交流フォーラム開催費アジア環境交流フォーラム開催費 4,8774,8774,8774,877

○○○○ 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 29,88729,88729,88729,887

○○○○ 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 23,31723,31723,31723,317

(7,913)(7,913)(7,913)(7,913) ○○○○ 若者文化産業の海外展開に向けた実演、体験及び展示販売等に要する若者文化産業の海外展開に向けた実演、体験及び展示販売等に要する若者文化産業の海外展開に向けた実演、体験及び展示販売等に要する若者文化産業の海外展開に向けた実演、体験及び展示販売等に要する

経費経費経費経費

 7,659  7,659  7,659  7,659 

(1,882)(1,882)(1,882)(1,882) ○○○○

６６６６ １１１１
 2,357  2,357  2,357  2,357 　　　　

交交交交流流流流第第第第一一一一課課課課 ３３３３

留留留留学学学学生生生生ササササポポポポーーーートトトト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

医医医医療療療療指指指指導導導導課課課課

国国国国

際際際際

交交交交

流流流流

・・・・

連連連連

携携携携

をををを

深深深深

めめめめ

るるるる

交交交交流流流流第第第第二二二二課課課課

漁漁漁漁業業業業管管管管理理理理課課課課

ブラジル県費留学生ＯＢ会設立記念式典への訪問団派遣等に要する経ブラジル県費留学生ＯＢ会設立記念式典への訪問団派遣等に要する経ブラジル県費留学生ＯＢ会設立記念式典への訪問団派遣等に要する経ブラジル県費留学生ＯＢ会設立記念式典への訪問団派遣等に要する経

「福岡プロモーション」の開催等に要する経費「福岡プロモーション」の開催等に要する経費「福岡プロモーション」の開催等に要する経費「福岡プロモーション」の開催等に要する経費

海海海海 外外外外 県県県県 人人人人 会会会会 子子子子 弟弟弟弟 招招招招 へへへへ いいいい

事事事事 業業業業 費費費費

５５５５ １１１１

アアアアジジジジアアアア地地地地域域域域連連連連携携携携促促促促進進進進事事事事業業業業費費費費

(8,143)(8,143)(8,143)(8,143)

 6,889  6,889  6,889  6,889 

福福福福 岡岡岡岡 アアアア ジジジジ アアアア 医医医医 療療療療

ササササポポポポーーーートトトト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

福岡アジア医療サポートセンターの運営に要する経費福岡アジア医療サポートセンターの運営に要する経費福岡アジア医療サポートセンターの運営に要する経費福岡アジア医療サポートセンターの運営に要する経費

環環環環境境境境問問問問題題題題国国国国際際際際協協協協力力力力推推推推進進進進費費費費

環環環環境境境境政政政政策策策策課課課課 ４４４４ １１１１

３３３３ ４４４４ ２２２２

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

(53,428)(53,428)(53,428)(53,428)

62,12762,12762,12762,127

国国国国 際際際際 経経経経 済済済済

観観観観 光光光光 課課課課
７７７７ １１１１ ３３３３

若若若若 者者者者 文文文文 化化化化 産産産産 業業業業

海海海海 外外外外 展展展展 開開開開 促促促促 進進進進 費費費費

１１１１

漁漁漁漁 業業業業 友友友友 好好好好 親親親親 善善善善 費費費費

漁業友好親善団（韓国）の派遣経費漁業友好親善団（韓国）の派遣経費漁業友好親善団（韓国）の派遣経費漁業友好親善団（韓国）の派遣経費

６６６６

　　　　

５５５５ １１１１ ３３３３

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

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

(86,254)(86,254)(86,254)(86,254) ○○○○ 留学生の受入れに要する経費留学生の受入れに要する経費留学生の受入れに要する経費留学生の受入れに要する経費 86,80286,80286,80286,802

○○○○ アジア地域大学コンソーシアム福岡の運営に要する経費アジア地域大学コンソーシアム福岡の運営に要する経費アジア地域大学コンソーシアム福岡の運営に要する経費アジア地域大学コンソーシアム福岡の運営に要する経費 9,6549,6549,6549,654

 97,285  97,285  97,285  97,285 ○○○○ 高校生イングリッシュキャンプの実施に要する経費高校生イングリッシュキャンプの実施に要する経費高校生イングリッシュキャンプの実施に要する経費高校生イングリッシュキャンプの実施に要する経費 829829829829

(9,592)(9,592)(9,592)(9,592) ○○○○ アジア経済研究所等との共同研究の実施に要する経費アジア経済研究所等との共同研究の実施に要する経費アジア経済研究所等との共同研究の実施に要する経費アジア経済研究所等との共同研究の実施に要する経費 5,9555,9555,9555,955

○○○○ アジア研究機関国際会議の開催に要する経費アジア研究機関国際会議の開催に要する経費アジア研究機関国際会議の開催に要する経費アジア研究機関国際会議の開催に要する経費 8,3298,3298,3298,329

 14,284  14,284  14,284  14,284 

(20,370)(20,370)(20,370)(20,370) ○○○○

 19,985  19,985  19,985  19,985 

ＩＩＩＩＬＬＬＬＣＣＣＣ（（（（大大大大型型型型直直直直線線線線加加加加速速速速器器器器）））） (20,354)(20,354)(20,354)(20,354) ○○○○ 国際リニアコライダーの広報活動に要する経費国際リニアコライダーの広報活動に要する経費国際リニアコライダーの広報活動に要する経費国際リニアコライダーの広報活動に要する経費 6,5956,5956,5956,595

○○○○ 先端基礎科学次世代加速器研究会の開催費等先端基礎科学次世代加速器研究会の開催費等先端基礎科学次世代加速器研究会の開催費等先端基礎科学次世代加速器研究会の開催費等 10,15710,15710,15710,157

研研研研 究究究究 拠拠拠拠 点点点点 化化化化 推推推推 進進進進 費費費費  16,752  16,752  16,752  16,752 

(財)九州大学学術研究都市推進機構に対する助成等(財)九州大学学術研究都市推進機構に対する助成等(財)九州大学学術研究都市推進機構に対する助成等(財)九州大学学術研究都市推進機構に対する助成等

10101010 ８８８８ ２２２２

２２２２ ２２２２ ２２２２

アアアア

ジジジジ

アアアア

のののの

知知知知

的的的的

拠拠拠拠

点点点点

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

九九九九 州州州州 大大大大 学学学学 学学学学 術術術術 研研研研 究究究究

都都都都 市市市市 構構構構 想想想想 推推推推 進進進進 費費費費

福福福福岡岡岡岡女女女女子子子子大大大大学学学学国国国国際際際際化化化化推推推推進進進進費費費費

アアアア ジジジジ アアアア 知知知知 的的的的 交交交交 流流流流 拠拠拠拠 点点点点

推推推推 進進進進 費費費費

新新新新 産産産産 業業業業 ・・・・

技技技技術術術術振振振振興興興興課課課課
７７７７ ２２２２ ６６６６

学学学学 事事事事 課課課課

総総総総合合合合政政政政策策策策課課課課
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