
計画推進の基盤づくり
（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

(508)(508)(508)(508) ○○○○ 広域行政の推進等に要する経費広域行政の推進等に要する経費広域行政の推進等に要する経費広域行政の推進等に要する経費

地地地地 方方方方 分分分分 権権権権 推推推推 進進進進 費費費費

 484  484  484  484 

(3,329)(3,329)(3,329)(3,329) ○○○○ 広報体制推進費広報体制推進費広報体制推進費広報体制推進費

広広広広 報報報報 推推推推 進進進進 費費費費

 3,197  3,197  3,197  3,197 

○○○○ 全戸配布広報紙発行経費全戸配布広報紙発行経費全戸配布広報紙発行経費全戸配布広報紙発行経費 163,057163,057163,057163,057

○○○○ グラフふくおか、点字ふくおか等の発行経費グラフふくおか、点字ふくおか等の発行経費グラフふくおか、点字ふくおか等の発行経費グラフふくおか、点字ふくおか等の発行経費 27,00127,00127,00127,001

○○○○ 新聞紙面による県政広報経費新聞紙面による県政広報経費新聞紙面による県政広報経費新聞紙面による県政広報経費 63,89363,89363,89363,893

○○○○ 県外向けの県政広報経費県外向けの県政広報経費県外向けの県政広報経費県外向けの県政広報経費 16,42716,42716,42716,427

(93,573)(93,573)(93,573)(93,573) ○○○○ テレビ、ラジオによる県政広報経費テレビ、ラジオによる県政広報経費テレビ、ラジオによる県政広報経費テレビ、ラジオによる県政広報経費 89,79589,79589,79589,795

視視視視 聴聴聴聴 覚覚覚覚 広広広広 報報報報 費費費費 ○○○○ 視覚障害者への広報紙録音テープ発行経費視覚障害者への広報紙録音テープ発行経費視覚障害者への広報紙録音テープ発行経費視覚障害者への広報紙録音テープ発行経費 3,7783,7783,7783,778

 93,573  93,573  93,573  93,573 

○○○○ 県政モニター制度運営費県政モニター制度運営費県政モニター制度運営費県政モニター制度運営費 1,6021,6021,6021,602

○○○○ 知事のふるさと訪問事業費知事のふるさと訪問事業費知事のふるさと訪問事業費知事のふるさと訪問事業費 1,1321,1321,1321,132

○○○○ 地域行政相談窓口等運営費地域行政相談窓口等運営費地域行政相談窓口等運営費地域行政相談窓口等運営費 31,25131,25131,25131,251

○○○○ 県民の声データベースシステム運用費県民の声データベースシステム運用費県民の声データベースシステム運用費県民の声データベースシステム運用費 824824824824

(3,173)(3,173)(3,173)(3,173) ○○○○ 情報公開制度の運営等に要する経費情報公開制度の運営等に要する経費情報公開制度の運営等に要する経費情報公開制度の運営等に要する経費

情情情情 報報報報 公公公公 開開開開 費費費費

 3,197  3,197  3,197  3,197 

(2,379)(2,379)(2,379)(2,379) ○○○○ 個人情報保護制度の運営等に要する経費個人情報保護制度の運営等に要する経費個人情報保護制度の運営等に要する経費個人情報保護制度の運営等に要する経費

個個個個 人人人人 情情情情 報報報報 保保保保 護護護護 費費費費

 2,326  2,326  2,326  2,326 

(486,463)(486,463)(486,463)(486,463) ○○○○ 合併推進特例交付金合併推進特例交付金合併推進特例交付金合併推進特例交付金 289,000289,000289,000289,000

○○○○ 合併支援特例交付金合併支援特例交付金合併支援特例交付金合併支援特例交付金 105,000105,000105,000105,000

 394,419  394,419  394,419  394,419 ○○○○ 合併に関する情報発信等経費合併に関する情報発信等経費合併に関する情報発信等経費合併に関する情報発信等経費 419419419419

(6,049)(6,049)(6,049)(6,049) ○○○○ 圏域市町村における共同事務処理の試行事業に対する助成等圏域市町村における共同事務処理の試行事業に対する助成等圏域市町村における共同事務処理の試行事業に対する助成等圏域市町村における共同事務処理の試行事業に対する助成等

○○○○ 県から市町村への権限移譲などに伴う圏域市町村会議に要する経費県から市町村への権限移譲などに伴う圏域市町村会議に要する経費県から市町村への権限移譲などに伴う圏域市町村会議に要する経費県から市町村への権限移譲などに伴う圏域市町村会議に要する経費

 4,665  4,665  4,665  4,665 1,4611,4611,4611,461

○○○○ 市町村への権限移譲に伴う交付金市町村への権限移譲に伴う交付金市町村への権限移譲に伴う交付金市町村への権限移譲に伴う交付金 73,01973,01973,01973,019

・企画・地域振興部所管・企画・地域振興部所管・企画・地域振興部所管・企画・地域振興部所管 212212212212

・保健医療介護部所管・保健医療介護部所管・保健医療介護部所管・保健医療介護部所管 29,14929,14929,14929,149

・福祉労働部所管・福祉労働部所管・福祉労働部所管・福祉労働部所管 10,21410,21410,21410,214

(79,917)(79,917)(79,917)(79,917) ・環境部所管・環境部所管・環境部所管・環境部所管 14,18114,18114,18114,181

・商工部所管・商工部所管・商工部所管・商工部所管 793793793793

 73,307  73,307  73,307  73,307 ・農林水産部所管・農林水産部所管・農林水産部所管・農林水産部所管 791791791791

・県土整備部所管・県土整備部所管・県土整備部所管・県土整備部所管 325325325325

・建築都市部所管・建築都市部所管・建築都市部所管・建築都市部所管 16,72716,72716,72716,727

・教育委員会所管・教育委員会所管・教育委員会所管・教育委員会所管 627627627627

○○○○ その他その他その他その他 288288288288

(20,807)(20,807)(20,807)(20,807) ○○○○ 政策の企画立案機能の充実及び広域行政に関する調査研究に要する経政策の企画立案機能の充実及び広域行政に関する調査研究に要する経政策の企画立案機能の充実及び広域行政に関する調査研究に要する経政策の企画立案機能の充実及び広域行政に関する調査研究に要する経

議議議議会会会会政政政政策策策策立立立立案案案案機機機機能能能能強強強強化化化化費費費費 費費費費

 6,236  6,236  6,236  6,236 

(8,931)(8,931)(8,931)(8,931) ○○○○    議会広報紙の発行に要する経費   議会広報紙の発行に要する経費   議会広報紙の発行に要する経費   議会広報紙の発行に要する経費 95,54895,54895,54895,548

議議議議 会会会会 広広広広 報報報報 費費費費 ○○○○ 議会ホームページ、会議録検索システム及びインターネット映像配信議会ホームページ、会議録検索システム及びインターネット映像配信議会ホームページ、会議録検索システム及びインターネット映像配信議会ホームページ、会議録検索システム及びインターネット映像配信

 104,479  104,479  104,479  104,479 システムの運営に要する経費システムの運営に要する経費システムの運営に要する経費システムの運営に要する経費 8,9318,9318,9318,931

(14,167)(14,167)(14,167)(14,167) ○○○○ 行政改革大綱推進費行政改革大綱推進費行政改革大綱推進費行政改革大綱推進費 7,4627,4627,4627,462

行行行行 政政政政 改改改改 革革革革 推推推推 進進進進 費費費費 ○○○○ 職員提案等実施事業費職員提案等実施事業費職員提案等実施事業費職員提案等実施事業費 2,0082,0082,0082,008

 9,470  9,470  9,470  9,470 

議議議議会会会会事事事事務務務務局局局局

総総総総 務務務務 課課課課
１１１１ １１１１ １１１１

１１１１
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
２２２２ １１１１

１１１１ ４４４４２２２２

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

２２２２ １１１１ ３３３３

権権権権 限限限限 移移移移 譲譲譲譲 推推推推 進進進進 費費費費

市市市市 町町町町 村村村村 合合合合 併併併併 支支支支 援援援援 事事事事 業業業業 費費費費

地地地地方方方方分分分分権権権権改改改改革革革革支支支支援援援援事事事事業業業業費費費費

市市市市 町町町町 村村村村

支支支支 援援援援 課課課課
２２２２ ４４４４ ２２２２

２２２２

外外外外

４４４４ ２２２２

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
款款款款

(36,182)(36,182)(36,182)(36,182)

 34,809  34,809  34,809  34,809 

印印印印 刷刷刷刷 広広広広 報報報報 費費費費

(270,548)(270,548)(270,548)(270,548)

 270,378  270,378  270,378  270,378 

広広広広 聴聴聴聴 推推推推 進進進進 費費費費

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

地地地地

方方方方

分分分分

権権権権

のののの

推推推推

進進進進

市市市市 町町町町 村村村村
支支支支 援援援援 課課課課

外外外外 14141414 課課課課

財財財財 政政政政 課課課課 ２２２２ １１１１ １１１１

3,2043,2043,2043,204

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

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

(65,849)(65,849)(65,849)(65,849) ○○○○ 基本研修　　　　　1,770人基本研修　　　　　1,770人基本研修　　　　　1,770人基本研修　　　　　1,770人

職職職職 員員員員 研研研研 修修修修 費費費費 ○○○○ 専門、特別研修　　1,315人専門、特別研修　　1,315人専門、特別研修　　1,315人専門、特別研修　　1,315人

 65,849  65,849  65,849  65,849 

(2,145)(2,145)(2,145)(2,145) ○○○○

公公公公 益益益益 法法法法 人人人人 認認認認 定定定定 事事事事 務務務務 費費費費

 2,681  2,681  2,681  2,681 

(2,335)(2,335)(2,335)(2,335) ○○○○ 公社等外郭団体経営評価委員会の運営に要する経費公社等外郭団体経営評価委員会の運営に要する経費公社等外郭団体経営評価委員会の運営に要する経費公社等外郭団体経営評価委員会の運営に要する経費

公公公公社社社社等等等等外外外外郭郭郭郭団団団団体体体体改改改改革革革革推推推推進進進進費費費費

 2,335  2,335  2,335  2,335 

(10,352)(10,352)(10,352)(10,352) ○○○○ 他県、県内市町との交流派遣　　11人他県、県内市町との交流派遣　　11人他県、県内市町との交流派遣　　11人他県、県内市町との交流派遣　　11人

県県県県 職職職職 員員員員 派派派派 遣遣遣遣 研研研研 修修修修 費費費費 ○○○○ 企業、大学院等への派遣　　　　23人企業、大学院等への派遣　　　　23人企業、大学院等への派遣　　　　23人企業、大学院等への派遣　　　　23人

 10,806  10,806  10,806  10,806 

○○○○  　高額滞納事案対策強化事業費 　高額滞納事案対策強化事業費 　高額滞納事案対策強化事業費 　高額滞納事案対策強化事業費 5,7725,7725,7725,772

○○○○ 　 暴力団関与事案対策事業費　 暴力団関与事案対策事業費　 暴力団関与事案対策事業費　 暴力団関与事案対策事業費 6,4086,4086,4086,408

(82,300)(82,300)(82,300)(82,300) ○○○○ 自動車税コンビニ収納委託費自動車税コンビニ収納委託費自動車税コンビニ収納委託費自動車税コンビニ収納委託費 41,09841,09841,09841,098

○○○○ 地方税電子申告システム整備費地方税電子申告システム整備費地方税電子申告システム整備費地方税電子申告システム整備費 23,65523,65523,65523,655

 86,204  86,204  86,204  86,204 ○○○○ 滞納特別整理事業費滞納特別整理事業費滞納特別整理事業費滞納特別整理事業費 362362362362

○○○○ 収入確保推進費収入確保推進費収入確保推進費収入確保推進費 2,6262,6262,6262,626

○○○○ 軽油引取税不正軽油流通調査費軽油引取税不正軽油流通調査費軽油引取税不正軽油流通調査費軽油引取税不正軽油流通調査費 6,2836,2836,2836,283

○○○○ 自動車税のクレジット納付に要する経費自動車税のクレジット納付に要する経費自動車税のクレジット納付に要する経費自動車税のクレジット納付に要する経費 18,82518,82518,82518,825

○○○○ 初期滞納者への納付呼びかけのためのコールセンターの運用に要する初期滞納者への納付呼びかけのためのコールセンターの運用に要する初期滞納者への納付呼びかけのためのコールセンターの運用に要する初期滞納者への納付呼びかけのためのコールセンターの運用に要する

経費経費経費経費 27,91227,91227,91227,912

○○○○ 滞納情報の整理に要する経費滞納情報の整理に要する経費滞納情報の整理に要する経費滞納情報の整理に要する経費 25,55925,55925,55925,559

○○○○ 　 個人住民税捜索推進事業費　 個人住民税捜索推進事業費　 個人住民税捜索推進事業費　 個人住民税捜索推進事業費 5,1745,1745,1745,174

○○○○ 地区特別対策班に要する経費地区特別対策班に要する経費地区特別対策班に要する経費地区特別対策班に要する経費 11,80611,80611,80611,806

○○○○ 地方税収対策本部に要する経費地方税収対策本部に要する経費地方税収対策本部に要する経費地方税収対策本部に要する経費 6,6506,6506,6506,650

○○○○ 特別徴収制度の実施促進に要する経費特別徴収制度の実施促進に要する経費特別徴収制度の実施促進に要する経費特別徴収制度の実施促進に要する経費 2,2402,2402,2402,240

(564)(564)(564)(564) ○○○○ 総合計画審議会の運営及び県民意識調査に要する経費総合計画審議会の運営及び県民意識調査に要する経費総合計画審議会の運営及び県民意識調査に要する経費総合計画審議会の運営及び県民意識調査に要する経費

 4,765  4,765  4,765  4,765 

(2,487,178)(2,487,178)(2,487,178)(2,487,178) ○○○○ 旧嘉穂及び柳川病院運営費補助金旧嘉穂及び柳川病院運営費補助金旧嘉穂及び柳川病院運営費補助金旧嘉穂及び柳川病院運営費補助金

 631,507  631,507  631,507  631,507 

(1,723)(1,723)(1,723)(1,723) ○○○○ 監査機能の強化に要する経費監査機能の強化に要する経費監査機能の強化に要する経費監査機能の強化に要する経費

監監監監 査査査査 体体体体 制制制制 強強強強 化化化化 対対対対 策策策策 費費費費

 1,694  1,694  1,694  1,694 

(17,900)(17,900)(17,900)(17,900) ○○○○ 外部監査契約に基づく包括外部監査実施に要する経費外部監査契約に基づく包括外部監査実施に要する経費外部監査契約に基づく包括外部監査実施に要する経費外部監査契約に基づく包括外部監査実施に要する経費

外外外外 部部部部 監監監監 査査査査 費費費費

 17,160  17,160  17,160  17,160 

県県県県 民民民民 情情情情 報報報報 (16,624)(16,624)(16,624)(16,624) ○○○○ インターネット動画配信に要する経費インターネット動画配信に要する経費インターネット動画配信に要する経費インターネット動画配信に要する経費

イイイイ ンンンン タタタタ ーーーー ネネネネ ッッッッ トトトト 広広広広 報報報報 費費費費

広広広広 報報報報 課課課課  16,624  16,624  16,624  16,624 

○○○○ システム運用に要する経費システム運用に要する経費システム運用に要する経費システム運用に要する経費 682,889682,889682,889682,889

（電子申請、電子調達、税務等）（電子申請、電子調達、税務等）（電子申請、電子調達、税務等）（電子申請、電子調達、税務等）

○○○○ 庁内情報通信基盤の管理に要する経費庁内情報通信基盤の管理に要する経費庁内情報通信基盤の管理に要する経費庁内情報通信基盤の管理に要する経費 133,744133,744133,744133,744

○○○○ 情報システム運用業務のアウトソーシング等に要する経費情報システム運用業務のアウトソーシング等に要する経費情報システム運用業務のアウトソーシング等に要する経費情報システム運用業務のアウトソーシング等に要する経費

警警警警察察察察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 (128,615)(128,615)(128,615)(128,615) ○○○○

警警警警 察察察察 本本本本 部部部部 １１１１ ２２２２

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  127,896  127,896  127,896  127,896 

(1,165,930)(1,165,930)(1,165,930)(1,165,930)

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２２２２ １１１１ １１１１

警察本部における情報通信基盤の整備に要する経費警察本部における情報通信基盤の整備に要する経費警察本部における情報通信基盤の整備に要する経費警察本部における情報通信基盤の整備に要する経費

９９９９

行行行行

財財財財

政政政政

改改改改

革革革革

のののの

推推推推

進進進進

２２２２ １１１１ ３３３３

シシシシ スススス テテテテ ムムムム

管管管管 理理理理 課課課課

監監監監 査査査査 委委委委 員員員員
事事事事 務務務務 局局局局
総総総総 務務務務 課課課課

２２２２

 1,176,605  1,176,605  1,176,605  1,176,605 

９９９９ ２２２２

新新新新 総総総総 合合合合 計計計計 画画画画 推推推推 進進進進 費費費費

医医医医療療療療指指指指導導導導課課課課 ３３３３ ４４４４ １１１１ 県県県県立立立立病病病病院院院院改改改改革革革革特特特特別別別別対対対対策策策策費費費費

総総総総合合合合政政政政策策策策課課課課 ２２２２

税税税税 務務務務 課課課課

市市市市 町町町町 村村村村
支支支支 援援援援 課課課課

２２２２ ３３３３ ２２２２ 個個個個 人人人人 住住住住 民民民民 税税税税 対対対対 策策策策 強強強強 化化化化 費費費費

(21,025)(21,025)(21,025)(21,025)

２２２２ ２２２２

 25,870  25,870  25,870  25,870 

県県県県 税税税税 収収収収 入入入入 確確確確 保保保保 対対対対 策策策策 費費費費

早早早早 期期期期 納納納納 税税税税 確確確確 保保保保 対対対対 策策策策 費費費費

(72,443)(72,443)(72,443)(72,443)

 72,296  72,296  72,296  72,296 

税税税税 務務務務 課課課課

２２２２２２２２ １１１１

人人人人 事事事事 課課課課

２２２２ ３３３３ ２２２２

公益認定等審議会の運営費等公益認定等審議会の運営費等公益認定等審議会の運営費等公益認定等審議会の運営費等

２２２２ １１１１ １１１１

２２２２ １１１１

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

２２２２ １１１１ ２２２２

４４４４

ＩＩＩＩ

ＴＴＴＴ

化化化化

のののの

推推推推

進進進進

新新新新

新新新新

新新新新

359,972359,972359,972359,972
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