
３．高齢者や障害者が安心してはつらつと生活できること
（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

(13,271)(13,271)(13,271)(13,271) ○○○○

15,27015,27015,27015,270

 16,254  16,254  16,254  16,254 ○○○○ 　 認定後に行うフォローアップ研修の実施に要する経費　 認定後に行うフォローアップ研修の実施に要する経費　 認定後に行うフォローアップ研修の実施に要する経費　 認定後に行うフォローアップ研修の実施に要する経費 984984984984

○○○○ 70歳現役社会推進協議会の運営に要する経費70歳現役社会推進協議会の運営に要する経費70歳現役社会推進協議会の運営に要する経費70歳現役社会推進協議会の運営に要する経費 1,6431,6431,6431,643

(84,519)(84,519)(84,519)(84,519) ○○○○

○○○○ 70歳まで働ける企業等の開拓に要する経費70歳まで働ける企業等の開拓に要する経費70歳まで働ける企業等の開拓に要する経費70歳まで働ける企業等の開拓に要する経費 8,5488,5488,5488,548

 106,316  106,316  106,316  106,316 ○○○○ 70歳現役社会づくりモデル地域事業の実施に要する経費70歳現役社会づくりモデル地域事業の実施に要する経費70歳現役社会づくりモデル地域事業の実施に要する経費70歳現役社会づくりモデル地域事業の実施に要する経費 8,0488,0488,0488,048

○○○○ 　 北九州ブランチの設置、久留米・飯塚出張相談の実施　 北九州ブランチの設置、久留米・飯塚出張相談の実施　 北九州ブランチの設置、久留米・飯塚出張相談の実施　 北九州ブランチの設置、久留米・飯塚出張相談の実施 25,99125,99125,99125,991

シシシシ ルルルル ババババ ーーーー 人人人人 材材材材 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー (41,782)(41,782)(41,782)(41,782) ○○○○ シルバー人材センター運営費補助金　11か所シルバー人材センター運営費補助金　11か所シルバー人材センター運営費補助金　11か所シルバー人材センター運営費補助金　11か所 24,30024,30024,30024,300

○○○○ 福岡県シルバー人材センター連合会補助金福岡県シルバー人材センター連合会補助金福岡県シルバー人材センター連合会補助金福岡県シルバー人材センター連合会補助金 15,60015,60015,60015,600

育育育育 成成成成 ・・・・ 強強強強 化化化化 費費費費  39,982  39,982  39,982  39,982 ○○○○ シルバー人材センター指導費シルバー人材センター指導費シルバー人材センター指導費シルバー人材センター指導費 82828282

(22,533)(22,533)(22,533)(22,533) ○○○○

健健健健康康康康増増増増進進進進課課課課

 22,539  22,539  22,539  22,539 

(18,550)(18,550)(18,550)(18,550) ○○○○

 18,550  18,550  18,550  18,550 

○○○○ 医療給付費負担金医療給付費負担金医療給付費負担金医療給付費負担金 53,890,14153,890,14153,890,14153,890,141

○○○○ 高額医療費負担金高額医療費負担金高額医療費負担金高額医療費負担金 2,670,5292,670,5292,670,5292,670,529

○○○○ 保険基盤安定制度負担金保険基盤安定制度負担金保険基盤安定制度負担金保険基盤安定制度負担金 9,090,5939,090,5939,090,5939,090,593

○○○○ 財政安定化基金積立金財政安定化基金積立金財政安定化基金積立金財政安定化基金積立金 3,024,7703,024,7703,024,7703,024,770

(4,536,680)(4,536,680)(4,536,680)(4,536,680) ○○○○

 2,500,388  2,500,388  2,500,388  2,500,388 

(1,551,395)(1,551,395)(1,551,395)(1,551,395) ○○○○ 介護保険地域支援事業交付金介護保険地域支援事業交付金介護保険地域支援事業交付金介護保険地域支援事業交付金 1,573,6131,573,6131,573,6131,573,613

○○○○ 介護予防市町村評価支援事業費介護予防市町村評価支援事業費介護予防市町村評価支援事業費介護予防市町村評価支援事業費 11,53811,53811,53811,538

 1,585,151  1,585,151  1,585,151  1,585,151 

(27,000)(27,000)(27,000)(27,000) ○○○○

 25,000  25,000  25,000  25,000 

(13,953)(13,953)(13,953)(13,953) ○○○○ 高齢者総合センターの運営に要する経費高齢者総合センターの運営に要する経費高齢者総合センターの運営に要する経費高齢者総合センターの運営に要する経費

 11,471  11,471  11,471  11,471 

(3,565)(3,565)(3,565)(3,565) ○○○○

 2,724  2,724  2,724  2,724 

○○○○ 地域包括支援センター職員研修費地域包括支援センター職員研修費地域包括支援センター職員研修費地域包括支援センター職員研修費 843843843843

○○○○ 市民後見制度に関する研修費等市民後見制度に関する研修費等市民後見制度に関する研修費等市民後見制度に関する研修費等 713713713713

○○○○ 認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワーク構築事業費認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワーク構築事業費認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワーク構築事業費認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワーク構築事業費 7,4237,4237,4237,423

○○○○ 訪問介護員等認知症対応力向上研修費訪問介護員等認知症対応力向上研修費訪問介護員等認知症対応力向上研修費訪問介護員等認知症対応力向上研修費 2,4922,4922,4922,492

(93,925)(93,925)(93,925)(93,925) ○○○○

 46,480  46,480  46,480  46,480 
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市町村が行う見守り活動等の育成支援に対する助成市町村が行う見守り活動等の育成支援に対する助成市町村が行う見守り活動等の育成支援に対する助成市町村が行う見守り活動等の育成支援に対する助成

高齢者及び障害者に配慮した住宅改造に対する助成高齢者及び障害者に配慮した住宅改造に対する助成高齢者及び障害者に配慮した住宅改造に対する助成高齢者及び障害者に配慮した住宅改造に対する助成

高高高高齢齢齢齢者者者者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

高高高高 齢齢齢齢 者者者者 在在在在 宅宅宅宅 生生生生 活活活活

移移移移 行行行行 支支支支 援援援援 費費費費

(26,844)(26,844)(26,844)(26,844)

 11,471  11,471  11,471  11,471 

高高高高 齢齢齢齢 者者者者 等等等等 地地地地 域域域域 支支支支 ええええ 合合合合 いいいい

体体体体 制制制制 づづづづ くくくく りりりり 事事事事 業業業業 費費費費

認認認認知知知知症症症症高高高高齢齢齢齢者者者者地地地地域域域域支支支支援援援援費費費費

保険料の増加抑制のための広域連合に対する交付金保険料の増加抑制のための広域連合に対する交付金保険料の増加抑制のための広域連合に対する交付金保険料の増加抑制のための広域連合に対する交付金

高高高高 齢齢齢齢 者者者者

支支支支 援援援援 課課課課
３３３３ ６６６６ ２２２２ 在宅移行支援アドバイザーの派遣等に要する経費在宅移行支援アドバイザーの派遣等に要する経費在宅移行支援アドバイザーの派遣等に要する経費在宅移行支援アドバイザーの派遣等に要する経費

介介介介 護護護護 保保保保 険険険険 地地地地 域域域域 支支支支 援援援援

事事事事 業業業業 費費費費

住住住住 宅宅宅宅 改改改改 造造造造 助助助助 成成成成 事事事事 業業業業 費費費費

１１１１

後後後後 期期期期 高高高高 齢齢齢齢 者者者者 医医医医 療療療療 負負負負 担担担担 金金金金

(64,622,664)(64,622,664)(64,622,664)(64,622,664)

 68,676,033  68,676,033  68,676,033  68,676,033 

後後後後 期期期期 高高高高 齢齢齢齢 者者者者 医医医医 療療療療

財財財財 政政政政 安安安安 定定定定 化化化化 事事事事 業業業業 費費費費

３３３３ ２２２２ 公公公公 衆衆衆衆 浴浴浴浴 場場場場 対対対対 策策策策 費費費費

老人無料入浴事業費補助金老人無料入浴事業費補助金老人無料入浴事業費補助金老人無料入浴事業費補助金

５５５５ 認認認認 知知知知 症症症症 医医医医 療療療療 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー 費費費費

認知症医療センター（５か所）の運営に要する経費認知症医療センター（５か所）の運営に要する経費認知症医療センター（５か所）の運営に要する経費認知症医療センター（５か所）の運営に要する経費

ふくおか子育てマイスターの認定研修、活動支援に要する経費ふくおか子育てマイスターの認定研修、活動支援に要する経費ふくおか子育てマイスターの認定研修、活動支援に要する経費ふくおか子育てマイスターの認定研修、活動支援に要する経費

70歳現役応援センターの運営及び啓発事業等に要する経費70歳現役応援センターの運営及び啓発事業等に要する経費70歳現役応援センターの運営及び啓発事業等に要する経費70歳現役応援センターの運営及び啓発事業等に要する経費

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
款款款款

１１１１

７７７７ ００００ 歳歳歳歳 現現現現 役役役役 社社社社 会会会会 推推推推 進進進進 費費費費

高高高高齢齢齢齢者者者者子子子子育育育育てててて支支支支援援援援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

子子子子 育育育育 てててて

支支支支 援援援援 課課課課
５５５５ ３３３３ １１１１高高高高

齢齢齢齢
者者者者
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

医医医医療療療療保保保保険険険険課課課課 ３３３３ ５５５５

新新新新 雇雇雇雇 用用用用

開開開開 発発発発 課課課課
５５５５ ９９９９

３３３３ ２２２２

保保保保健健健健衛衛衛衛生生生生課課課課 ３３３３

新新新新

62,08662,08662,08662,086

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

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

 5,000  5,000  5,000  5,000 

(2,180,909)(2,180,909)(2,180,909)(2,180,909) ○○○○

・経過的軽費老人ホーム　15施設　平均  808人/月・経過的軽費老人ホーム　15施設　平均  808人/月・経過的軽費老人ホーム　15施設　平均  808人/月・経過的軽費老人ホーム　15施設　平均  808人/月

 2,244,729  2,244,729  2,244,729  2,244,729 ・軽費老人ホーム　　　　55施設　平均2,065人/月・軽費老人ホーム　　　　55施設　平均2,065人/月・軽費老人ホーム　　　　55施設　平均2,065人/月・軽費老人ホーム　　　　55施設　平均2,065人/月

(12,597)(12,597)(12,597)(12,597) ○○○○ 宅老所の防災設備の設置に対する助成等宅老所の防災設備の設置に対する助成等宅老所の防災設備の設置に対する助成等宅老所の防災設備の設置に対する助成等

 14,357  14,357  14,357  14,357 

(33,097)(33,097)(33,097)(33,097) ○○○○

日日日日常常常常生生生生活活活活自自自自立立立立支支支支援援援援事事事事業業業業費費費費 ・日常生活自立支援センター運営費・日常生活自立支援センター運営費・日常生活自立支援センター運営費・日常生活自立支援センター運営費 13,91313,91313,91313,913

 35,261  35,261  35,261  35,261 ・自立生活支援専門員等経費・自立生活支援専門員等経費・自立生活支援専門員等経費・自立生活支援専門員等経費 21,34821,34821,34821,348

○○○○ 老人クラブ助成事業費老人クラブ助成事業費老人クラブ助成事業費老人クラブ助成事業費 106,572106,572106,572106,572

○○○○ 老人クラブ活動推進員設置費老人クラブ活動推進員設置費老人クラブ活動推進員設置費老人クラブ活動推進員設置費 4,0684,0684,0684,068

○○○○ 市町村老人クラブ連合会健康づくり事業費市町村老人クラブ連合会健康づくり事業費市町村老人クラブ連合会健康づくり事業費市町村老人クラブ連合会健康づくり事業費 6,1706,1706,1706,170

○○○○ 県老人クラブ連合会運営費補助金県老人クラブ連合会運営費補助金県老人クラブ連合会運営費補助金県老人クラブ連合会運営費補助金 9,0009,0009,0009,000

○○○○ 高齢者相互支援推進・啓発事業費高齢者相互支援推進・啓発事業費高齢者相互支援推進・啓発事業費高齢者相互支援推進・啓発事業費 1,5021,5021,5021,502

○○○○ 新しい老人クラブ活動づくり支援事業費新しい老人クラブ活動づくり支援事業費新しい老人クラブ活動づくり支援事業費新しい老人クラブ活動づくり支援事業費 7,3357,3357,3357,335

(4,866)(4,866)(4,866)(4,866) ○○○○

老老老老 人人人人 のののの 日日日日 記記記記 念念念念 品品品品 費費費費 　新100歳　新100歳　新100歳　新100歳

 4,831  4,831  4,831  4,831 

(4,307)(4,307)(4,307)(4,307) ○○○○

費費費費

 4,016  4,016  4,016  4,016 

(3,019)(3,019)(3,019)(3,019) ○○○○

福福福福祉祉祉祉ササササーーーービビビビスススス評評評評価価価価事事事事業業業業費費費費

 3,019  3,019  3,019  3,019 

(80,119)(80,119)(80,119)(80,119) ○○○○ 建設費補助金建設費補助金建設費補助金建設費補助金 75,64375,64375,64375,643

○○○○ 家賃対策補助金家賃対策補助金家賃対策補助金家賃対策補助金 4,4394,4394,4394,439

 80,082  80,082  80,082  80,082 

(1,219,922)(1,219,922)(1,219,922)(1,219,922) ○○○○ 特別養護老人ホーム等の開設準備経費に対する助成特別養護老人ホーム等の開設準備経費に対する助成特別養護老人ホーム等の開設準備経費に対する助成特別養護老人ホーム等の開設準備経費に対する助成

 1,086,600  1,086,600  1,086,600  1,086,600 

(9,241)(9,241)(9,241)(9,241) ○○○○

 8,685  8,685  8,685  8,685 

○○○○ 介護実習・普及センター運営費介護実習・普及センター運営費介護実習・普及センター運営費介護実習・普及センター運営費 47,72247,72247,72247,722

○○○○ 身体拘束廃止推進費身体拘束廃止推進費身体拘束廃止推進費身体拘束廃止推進費 1,3911,3911,3911,391

○○○○ 外国人介護福祉士候補者研修体制支援費外国人介護福祉士候補者研修体制支援費外国人介護福祉士候補者研修体制支援費外国人介護福祉士候補者研修体制支援費 2,3502,3502,3502,350

○○○○ 介護職員たん吸引等研修費介護職員たん吸引等研修費介護職員たん吸引等研修費介護職員たん吸引等研修費 26,32226,32226,32226,322

(4,526,000)(4,526,000)(4,526,000)(4,526,000) ○○○○ 特別養護老人ホーム等の施設整備に対する助成特別養護老人ホーム等の施設整備に対する助成特別養護老人ホーム等の施設整備に対する助成特別養護老人ホーム等の施設整備に対する助成

・第６次計画分（特別養護老人ホーム等） 685床・第６次計画分（特別養護老人ホーム等） 685床・第６次計画分（特別養護老人ホーム等） 685床・第６次計画分（特別養護老人ホーム等） 685床

 3,186,400  3,186,400  3,186,400  3,186,400 ・特別養護老人ホーム等の改築等　　　　７か所・特別養護老人ホーム等の改築等　　　　７か所・特別養護老人ホーム等の改築等　　　　７か所・特別養護老人ホーム等の改築等　　　　７か所

(3,165,145)(3,165,145)(3,165,145)(3,165,145) ○○○○ 地域密着型特別養護老人ホーム等の介護施設整備に対する助成地域密着型特別養護老人ホーム等の介護施設整備に対する助成地域密着型特別養護老人ホーム等の介護施設整備に対する助成地域密着型特別養護老人ホーム等の介護施設整備に対する助成

 2,484,339  2,484,339  2,484,339  2,484,339 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 代替職員の確保による現任介護職員等の研修支援に要する経費代替職員の確保による現任介護職員等の研修支援に要する経費代替職員の確保による現任介護職員等の研修支援に要する経費代替職員の確保による現任介護職員等の研修支援に要する経費

 42,973  42,973  42,973  42,973 

介介介介 護護護護 施施施施 設設設設 等等等等 緊緊緊緊 急急急急 整整整整 備備備備 費費費費

介介介介護護護護職職職職員員員員等等等等技技技技能能能能向向向向上上上上支支支支援援援援費費費費

在在在在 宅宅宅宅 老老老老 人人人人 福福福福 祉祉祉祉 対対対対 策策策策 費費費費

(76,823)(76,823)(76,823)(76,823)

 77,785  77,785  77,785  77,785 

高高高高齢齢齢齢者者者者福福福福祉祉祉祉施施施施設設設設等等等等整整整整備備備備費費費費

福祉サービスに関する苦情処理体制の整備に要する経費福祉サービスに関する苦情処理体制の整備に要する経費福祉サービスに関する苦情処理体制の整備に要する経費福祉サービスに関する苦情処理体制の整備に要する経費

３３３３ ６６６６ １１１１
福福福福 祉祉祉祉 ササササ ーーーー ビビビビ スススス 苦苦苦苦 情情情情 解解解解 決決決決

事事事事 業業業業 費費費費

表彰対象者表彰対象者表彰対象者表彰対象者

ひひひひ とととと りりりり 暮暮暮暮 らららら しししし 高高高高 齢齢齢齢 者者者者

見見見見 守守守守 りりりり 活活活活 動動動動 推推推推 進進進進 費費費費

市町村の見守り活動推進員に対する養成研修、実地指導等に要する経市町村の見守り活動推進員に対する養成研修、実地指導等に要する経市町村の見守り活動推進員に対する養成研修、実地指導等に要する経市町村の見守り活動推進員に対する養成研修、実地指導等に要する経

社会福祉サービスの第三者評価体制の整備に要する経費社会福祉サービスの第三者評価体制の整備に要する経費社会福祉サービスの第三者評価体制の整備に要する経費社会福祉サービスの第三者評価体制の整備に要する経費

住住住住宅宅宅宅計計計計画画画画課課課課 ８８８８

認知症高齢者等の福祉サービス利用の支援に要する経費認知症高齢者等の福祉サービス利用の支援に要する経費認知症高齢者等の福祉サービス利用の支援に要する経費認知症高齢者等の福祉サービス利用の支援に要する経費

高高高高 齢齢齢齢 者者者者 団団団団 体体体体 支支支支 援援援援 事事事事 業業業業 費費費費

(139,120)(139,120)(139,120)(139,120)

 134,647  134,647  134,647  134,647 

高高高高

齢齢齢齢

者者者者

がががが

安安安安

心心心心

しししし

てててて

生生生生

活活活活

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

施施施施 設設設設 老老老老 人人人人 福福福福 祉祉祉祉 対対対対 策策策策 費費費費

６６６６ ２２２２
地地地地域域域域高高高高齢齢齢齢者者者者向向向向けけけけ優優優優良良良良賃賃賃賃貸貸貸貸

住住住住 宅宅宅宅 供供供供 給給給給 促促促促 進進進進 事事事事 業業業業 費費費費

介介介介 護護護護 職職職職 員員員員 処処処処 遇遇遇遇 改改改改 善善善善 等等等等

事事事事 業業業業 費費費費

適適適適

切切切切

なななな

介介介介

護護護護

ササササ

ーーーー

ビビビビ

スススス

をををを

受受受受

けけけけ

らららら

れれれれ

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

高高高高 齢齢齢齢 者者者者

支支支支 援援援援 課課課課

介介介介 護護護護 予予予予 防防防防 ポポポポ イイイイ ンンンン トトトト
普普普普 及及及及 促促促促 進進進進 費費費費

市町村が行う介護予防ポイント制度の立ち上げに対する助成市町村が行う介護予防ポイント制度の立ち上げに対する助成市町村が行う介護予防ポイント制度の立ち上げに対する助成市町村が行う介護予防ポイント制度の立ち上げに対する助成

軽費老人ホーム運営費補助金軽費老人ホーム運営費補助金軽費老人ホーム運営費補助金軽費老人ホーム運営費補助金

３３３３

宅宅宅宅 老老老老 所所所所 支支支支 援援援援 費費費費

３３３３ ５５５５ ３３３３

３３３３

３３３３ ６６６６ ３３３３

６６６６ ２２２２

６６６６ ２２２２

福福福福祉祉祉祉総総総総務務務務課課課課 ５５５５ ２２２２ １１１１

高高高高 齢齢齢齢 者者者者

支支支支 援援援援 課課課課

３３３３ ６６６６ ３３３３

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

○○○○ 介護支援専門員実務研修受講試験・養成研修費介護支援専門員実務研修受講試験・養成研修費介護支援専門員実務研修受講試験・養成研修費介護支援専門員実務研修受講試験・養成研修費 12,57812,57812,57812,578

○○○○ 介護支援専門員支援事業費介護支援専門員支援事業費介護支援専門員支援事業費介護支援専門員支援事業費 22,68622,68622,68622,686

○○○○ 介護サービス事業者指導・育成事業費介護サービス事業者指導・育成事業費介護サービス事業者指導・育成事業費介護サービス事業者指導・育成事業費 13,15013,15013,15013,150

○○○○ 認定調査員・審査会委員養成研修費認定調査員・審査会委員養成研修費認定調査員・審査会委員養成研修費認定調査員・審査会委員養成研修費 4,0204,0204,0204,020

○○○○ 介護保険審査会運営費介護保険審査会運営費介護保険審査会運営費介護保険審査会運営費 2,5342,5342,5342,534

○○○○ 介護保険制度施行対策事業費介護保険制度施行対策事業費介護保険制度施行対策事業費介護保険制度施行対策事業費 12,85612,85612,85612,856

○○○○ 介護保険制度低所得者特別対策事業費介護保険制度低所得者特別対策事業費介護保険制度低所得者特別対策事業費介護保険制度低所得者特別対策事業費 19,11519,11519,11519,115

○○○○ 介護サービス公表事業費介護サービス公表事業費介護サービス公表事業費介護サービス公表事業費 6,7216,7216,7216,721

(48,939,195)(48,939,195)(48,939,195)(48,939,195) ○○○○

介介介介 護護護護 給給給給 付付付付 費費費費 負負負負 担担担担 金金金金

 50,651,350  50,651,350  50,651,350  50,651,350 

(89,130)(89,130)(89,130)(89,130) ○○○○

 135,433  135,433  135,433  135,433 

(8,017)(8,017)(8,017)(8,017) ○○○○ 要介護認定審査アドバイザー派遣に要する経費要介護認定審査アドバイザー派遣に要する経費要介護認定審査アドバイザー派遣に要する経費要介護認定審査アドバイザー派遣に要する経費 533533533533

○○○○ 認定審査セミナー開催費認定審査セミナー開催費認定審査セミナー開催費認定審査セミナー開催費 883883883883

 3,256  3,256  3,256  3,256 ○○○○ ケアプランチェック研修会等に要する経費ケアプランチェック研修会等に要する経費ケアプランチェック研修会等に要する経費ケアプランチェック研修会等に要する経費 1,8401,8401,8401,840

(33,295)(33,295)(33,295)(33,295) ○○○○ 介護職員確保・定着セミナー開催費介護職員確保・定着セミナー開催費介護職員確保・定着セミナー開催費介護職員確保・定着セミナー開催費 8,2238,2238,2238,223

○○○○ 介護職員初任者・技術向上研修開催費介護職員初任者・技術向上研修開催費介護職員初任者・技術向上研修開催費介護職員初任者・技術向上研修開催費 14,54914,54914,54914,549

 30,030  30,030  30,030  30,030 ○○○○ 介護職員の意欲向上に資するための介護技術発表大会開催費介護職員の意欲向上に資するための介護技術発表大会開催費介護職員の意欲向上に資するための介護技術発表大会開催費介護職員の意欲向上に資するための介護技術発表大会開催費

(23,000)(23,000)(23,000)(23,000) ○○○○ 精神障害者の社会適応訓練に要する経費精神障害者の社会適応訓練に要する経費精神障害者の社会適応訓練に要する経費精神障害者の社会適応訓練に要する経費

　対象者　在宅者　62人　対象者　在宅者　62人　対象者　在宅者　62人　対象者　在宅者　62人

 18,359  18,359  18,359  18,359 

(52,912)(52,912)(52,912)(52,912) ○○○○ 夜間及び休日の昼間における精神科救急医療体制の整備費夜間及び休日の昼間における精神科救急医療体制の整備費夜間及び休日の昼間における精神科救急医療体制の整備費夜間及び休日の昼間における精神科救急医療体制の整備費

 51,943  51,943  51,943  51,943 

○○○○ 自立支援関係機関会議等に要する経費自立支援関係機関会議等に要する経費自立支援関係機関会議等に要する経費自立支援関係機関会議等に要する経費 2,4002,4002,4002,400

(3,903)(3,903)(3,903)(3,903) ○○○○ 　 精神障害者の地域定着のための見守り体制の構築等に要する経費　 精神障害者の地域定着のための見守り体制の構築等に要する経費　 精神障害者の地域定着のための見守り体制の構築等に要する経費　 精神障害者の地域定着のための見守り体制の構築等に要する経費

 5,276  5,276  5,276  5,276 ○○○○ 　 精神障害者に対する医師同行による訪問指導の強化に要する経費　 精神障害者に対する医師同行による訪問指導の強化に要する経費　 精神障害者に対する医師同行による訪問指導の強化に要する経費　 精神障害者に対する医師同行による訪問指導の強化に要する経費

1,4911,4911,4911,491

(3,975)(3,975)(3,975)(3,975) ○○○○ 精神保健福祉対策の充実強化に要する経費精神保健福祉対策の充実強化に要する経費精神保健福祉対策の充実強化に要する経費精神保健福祉対策の充実強化に要する経費

 3,975  3,975  3,975  3,975 

(11,689)(11,689)(11,689)(11,689) ○○○○ 夜間・休日相談窓口の設置等に要する経費夜間・休日相談窓口の設置等に要する経費夜間・休日相談窓口の設置等に要する経費夜間・休日相談窓口の設置等に要する経費

精精精精神神神神障障障障害害害害者者者者地地地地域域域域生生生生活活活活支支支支援援援援費費費費

 11,148  11,148  11,148  11,148 

地地地地 域域域域 精精精精 神神神神 保保保保 健健健健 福福福福 祉祉祉祉 (4,781)(4,781)(4,781)(4,781) ○○○○

対対対対 策策策策 促促促促 進進進進 費費費費  3,838  3,838  3,838  3,838 

(5,495,221)(5,495,221)(5,495,221)(5,495,221) ○○○○ 通院患者経費通院患者経費通院患者経費通院患者経費 5,916,9845,916,9845,916,9845,916,984

精精精精 神神神神 保保保保 健健健健 医医医医 療療療療 費費費費 ○○○○ 措置患者経費等措置患者経費等措置患者経費等措置患者経費等 210,761210,761210,761210,761

 6,127,745  6,127,745  6,127,745  6,127,745 

(4,159)(4,159)(4,159)(4,159) ○○○○

障障障障害害害害者者者者「「「「１１１１１１１１００００番番番番」」」」運運運運営営営営費費費費

 4,159  4,159  4,159  4,159 

(5,342)(5,342)(5,342)(5,342) ○○○○

障障障障害害害害者者者者ＩＩＩＩＴＴＴＴササササポポポポーーーートトトト事事事事業業業業費費費費

 5,342  5,342  5,342  5,342 

障害者「１１０番」の運営に要する経費障害者「１１０番」の運営に要する経費障害者「１１０番」の運営に要する経費障害者「１１０番」の運営に要する経費

パソコンの操作指導ボランティアの養成等に要する経費パソコンの操作指導ボランティアの養成等に要する経費パソコンの操作指導ボランティアの養成等に要する経費パソコンの操作指導ボランティアの養成等に要する経費

３３３３

５５５５

２２２２

４４４４

５５５５

３３３３

３３３３

５５５５

２２２２

４４４４

５５５５

１１１１

精神障害者の社会復帰を促進するための経費精神障害者の社会復帰を促進するための経費精神障害者の社会復帰を促進するための経費精神障害者の社会復帰を促進するための経費

介護給付等に要する費用の法定負担金介護給付等に要する費用の法定負担金介護給付等に要する費用の法定負担金介護給付等に要する費用の法定負担金

介介介介 護護護護 保保保保 険険険険 財財財財 政政政政 安安安安 定定定定 化化化化

基基基基 金金金金 積積積積 立立立立 金金金金

介護保険財政の安定化に資するための基金積み立てに要する経費介護保険財政の安定化に資するための基金積み立てに要する経費介護保険財政の安定化に資するための基金積み立てに要する経費介護保険財政の安定化に資するための基金積み立てに要する経費

(90,415)(90,415)(90,415)(90,415)

 93,660  93,660  93,660  93,660 

介介介介護護護護ササササーーーービビビビスススス適適適適正正正正化化化化事事事事業業業業費費費費

介介介介護護護護職職職職員員員員確確確確保保保保定定定定着着着着促促促促進進進進費費費費

精精精精 神神神神 障障障障 害害害害 者者者者 社社社社 会会会会

適適適適 応応応応 訓訓訓訓 練練練練 事事事事 業業業業 費費費費

精精精精 神神神神 科科科科 救救救救 急急急急 医医医医 療療療療

シシシシ スススス テテテテ ムムムム 事事事事 業業業業 費費費費

精精精精神神神神障障障障害害害害者者者者社社社社会会会会復復復復帰帰帰帰促促促促進進進進費費費費

介介介介 護護護護 保保保保 険険険険 対対対対 策策策策 事事事事 業業業業 費費費費

精精精精 神神神神 保保保保 健健健健 福福福福 祉祉祉祉 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー

デデデデ イイイイ ケケケケ アアアア 事事事事 業業業業 費費費費

障障障障 害害害害 者者者者

福福福福 祉祉祉祉 課課課課
５５５５ ４４４４ １１１１

健健健健康康康康増増増増進進進進課課課課

障障障障 害害害害 者者者者
福福福福 祉祉祉祉 課課課課

障障障障

害害害害

者者者者

がががが

自自自自

立立立立

しししし

てててて

生生生生

活活活活

でででで

きききき

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

適適適適

切切切切

なななな

介介介介

護護護護

ササササ

ーーーー

ビビビビ

スススス

をををを

受受受受

けけけけ

らららら

れれれれ

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

健健健健康康康康増増増増進進進進課課課課

介介介介護護護護保保保保険険険険課課課課 ３３３３ ５５５５ ３３３３

３３３３ ２２２２ ５５５５

7,2587,2587,2587,258

新新新新新新新新

新新新新

1,3851,3851,3851,385
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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

○○○○ 音声機能障害者発声訓練指導者養成費音声機能障害者発声訓練指導者養成費音声機能障害者発声訓練指導者養成費音声機能障害者発声訓練指導者養成費 1,1571,1571,1571,157

○○○○ 視覚障害者生活訓練費視覚障害者生活訓練費視覚障害者生活訓練費視覚障害者生活訓練費 1,9291,9291,9291,929

○○○○

○○○○ ガイドヘルパーネットワーク事業費ガイドヘルパーネットワーク事業費ガイドヘルパーネットワーク事業費ガイドヘルパーネットワーク事業費 101101101101

○○○○ 点字情報ネットワーク事業費点字情報ネットワーク事業費点字情報ネットワーク事業費点字情報ネットワーク事業費 1,8251,8251,8251,825

○○○○ 手話通訳者設置費手話通訳者設置費手話通訳者設置費手話通訳者設置費 2,2202,2202,2202,220

○○○○ 手話通訳者等派遣費手話通訳者等派遣費手話通訳者等派遣費手話通訳者等派遣費 5,8485,8485,8485,848

○○○○ 手話技術者養成費手話技術者養成費手話技術者養成費手話技術者養成費 1,2791,2791,2791,279

○○○○ 字幕入り映像ライブラリー事業費字幕入り映像ライブラリー事業費字幕入り映像ライブラリー事業費字幕入り映像ライブラリー事業費 602602602602

○○○○ 障害者社会参加促進センター運営費補助金障害者社会参加促進センター運営費補助金障害者社会参加促進センター運営費補助金障害者社会参加促進センター運営費補助金 5,6865,6865,6865,686

○○○○ 障害者理解・地域交流促進事業費補助金障害者理解・地域交流促進事業費補助金障害者理解・地域交流促進事業費補助金障害者理解・地域交流促進事業費補助金 150150150150

○○○○ スポーツ教室開催費スポーツ教室開催費スポーツ教室開催費スポーツ教室開催費 3,2403,2403,2403,240

(504)(504)(504)(504) ○○○○

障障障障 害害害害 者者者者 福福福福 祉祉祉祉 啓啓啓啓 発発発発 事事事事 業業業業 費費費費

 284  284  284  284 

(24,527)(24,527)(24,527)(24,527) ○○○○ 福岡県障害者スポーツ協会運営費に対する助成福岡県障害者スポーツ協会運営費に対する助成福岡県障害者スポーツ協会運営費に対する助成福岡県障害者スポーツ協会運営費に対する助成 19,26219,26219,26219,262

○○○○ 障害者スポーツ事業費障害者スポーツ事業費障害者スポーツ事業費障害者スポーツ事業費 5,2655,2655,2655,265

 24,527  24,527  24,527  24,527 

(386)(386)(386)(386) ○○○○

障障障障 害害害害 者者者者 文文文文 化化化化 祭祭祭祭 事事事事 業業業業 費費費費

 386  386  386  386 

(389,492)(389,492)(389,492)(389,492) ○○○○

心心心心 身身身身 障障障障 害害害害 者者者者 扶扶扶扶 養養養養 共共共共 済済済済 費費費費

 398,166  398,166  398,166  398,166 

(5,789)(5,789)(5,789)(5,789) ○○○○ 市町村支援事業費市町村支援事業費市町村支援事業費市町村支援事業費 525525525525

障障障障 害害害害 者者者者 自自自自 立立立立 支支支支 援援援援 推推推推 進進進進 費費費費 ○○○○ 事業者指定、指導、監督事業費事業者指定、指導、監督事業費事業者指定、指導、監督事業費事業者指定、指導、監督事業費 1,4531,4531,4531,453

 7,344  7,344  7,344  7,344 ○○○○ 障害者介護給付等不服審査会費等障害者介護給付等不服審査会費等障害者介護給付等不服審査会費等障害者介護給付等不服審査会費等 5,3665,3665,3665,366

障障障障害害害害者者者者ケケケケアアアアママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトト (5,690)(5,690)(5,690)(5,690) ○○○○

推推推推 進進進進 費費費費  6,100  6,100  6,100  6,100 

発発発発 達達達達 障障障障 害害害害 者者者者 支支支支 援援援援 (46,749)(46,749)(46,749)(46,749) ○○○○ 発達障害者支援センターの運営等に要する経費発達障害者支援センターの運営等に要する経費発達障害者支援センターの運営等に要する経費発達障害者支援センターの運営等に要する経費 45,17545,17545,17545,175

○○○○ 保護者に対する研修及び交流会の実施に要する経費保護者に対する研修及び交流会の実施に要する経費保護者に対する研修及び交流会の実施に要する経費保護者に対する研修及び交流会の実施に要する経費 2,1062,1062,1062,106

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  47,281  47,281  47,281  47,281 

(7,363)(7,363)(7,363)(7,363) ○○○○

要する経費要する経費要する経費要する経費

 4,712  4,712  4,712  4,712 

(4,534)(4,534)(4,534)(4,534) ○○○○

福福福福祉祉祉祉ののののままままちちちちづづづづくくくくりりりり推推推推進進進進費費費費

 1,831  1,831  1,831  1,831 

○○○○

・相談支援事業費・相談支援事業費・相談支援事業費・相談支援事業費 82,62282,62282,62282,622

・コミュニケーション支援事業費・コミュニケーション支援事業費・コミュニケーション支援事業費・コミュニケーション支援事業費 32,70232,70232,70232,702

・移動支援事業費・移動支援事業費・移動支援事業費・移動支援事業費 308,316308,316308,316308,316

・日常生活用具給付事業費・日常生活用具給付事業費・日常生活用具給付事業費・日常生活用具給付事業費 295,324295,324295,324295,324

・地域活動支援センター機能強化事業費・地域活動支援センター機能強化事業費・地域活動支援センター機能強化事業費・地域活動支援センター機能強化事業費 81,66181,66181,66181,661

・更生訓練費・就職支度金給付事業費・更生訓練費・就職支度金給付事業費・更生訓練費・就職支度金給付事業費・更生訓練費・就職支度金給付事業費 1,3711,3711,3711,371

・訪問入浴サービス事業・生活サポート事業費・訪問入浴サービス事業・生活サポート事業費・訪問入浴サービス事業・生活サポート事業費・訪問入浴サービス事業・生活サポート事業費 21,97221,97221,97221,972

・日中一時支援事業費・日中一時支援事業費・日中一時支援事業費・日中一時支援事業費 110,776110,776110,776110,776

・生活支援事業・社会参加促進事業費等・生活支援事業・社会参加促進事業費等・生活支援事業・社会参加促進事業費等・生活支援事業・社会参加促進事業費等 44,09144,09144,09144,091

高齢者、障害者を含めすべての人が暮らしやすく、社会参加のできる高齢者、障害者を含めすべての人が暮らしやすく、社会参加のできる高齢者、障害者を含めすべての人が暮らしやすく、社会参加のできる高齢者、障害者を含めすべての人が暮らしやすく、社会参加のできる

まちづくりを推進するために要する経費まちづくりを推進するために要する経費まちづくりを推進するために要する経費まちづくりを推進するために要する経費

５５５５ ４４４４ ２２２２ 地地地地 域域域域 生生生生 活活活活 支支支支 援援援援 事事事事 業業業業 費費費費

市町村が実施する障害者への地域生活支援事業に対する助成市町村が実施する障害者への地域生活支援事業に対する助成市町村が実施する障害者への地域生活支援事業に対する助成市町村が実施する障害者への地域生活支援事業に対する助成

(1,012,186)(1,012,186)(1,012,186)(1,012,186)

 978,835  978,835  978,835  978,835 

障害者ケアマネジメント従事者の養成等に要する経費障害者ケアマネジメント従事者の養成等に要する経費障害者ケアマネジメント従事者の養成等に要する経費障害者ケアマネジメント従事者の養成等に要する経費

障障障障害害害害者者者者虐虐虐虐待待待待防防防防止止止止対対対対策策策策事事事事業業業業費費費費

県民への啓発、市町村の体制整備への支援及び施設指導体制の強化に県民への啓発、市町村の体制整備への支援及び施設指導体制の強化に県民への啓発、市町村の体制整備への支援及び施設指導体制の強化に県民への啓発、市町村の体制整備への支援及び施設指導体制の強化に

　会　場：天神周辺（予定）　会　場：天神周辺（予定）　会　場：天神周辺（予定）　会　場：天神周辺（予定）

心身障害者扶養共済事業に要する経費心身障害者扶養共済事業に要する経費心身障害者扶養共済事業に要する経費心身障害者扶養共済事業に要する経費

　加入者　586人　加入者　586人　加入者　586人　加入者　586人

福岡県障害者施策推進協議会の運営に要する経費福岡県障害者施策推進協議会の運営に要する経費福岡県障害者施策推進協議会の運営に要する経費福岡県障害者施策推進協議会の運営に要する経費

福福福福 岡岡岡岡 県県県県 障障障障 害害害害 者者者者

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

障害者文化祭の開催に要する経費障害者文化祭の開催に要する経費障害者文化祭の開催に要する経費障害者文化祭の開催に要する経費

　時　期：平成25年12月（予定）　時　期：平成25年12月（予定）　時　期：平成25年12月（予定）　時　期：平成25年12月（予定）

身身身身体体体体障障障障害害害害者者者者社社社社会会会会参参参参加加加加促促促促進進進進費費費費

オストメイト（人工肛門、人工膀胱造設者）社会生活訓練費オストメイト（人工肛門、人工膀胱造設者）社会生活訓練費オストメイト（人工肛門、人工膀胱造設者）社会生活訓練費オストメイト（人工肛門、人工膀胱造設者）社会生活訓練費

(25,192)(25,192)(25,192)(25,192)

 25,192  25,192  25,192  25,192 
障障障障

害害害害

者者者者

がががが

自自自自

立立立立

しししし

てててて

生生生生

活活活活

でででで

きききき

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

障障障障 害害害害 者者者者

福福福福 祉祉祉祉 課課課課

５５５５ ４４４４ １１１１

1,1551,1551,1551,155
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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

(173,981)(173,981)(173,981)(173,981) ○○○○

重重重重 度度度度 障障障障 害害害害 者者者者 福福福福 祉祉祉祉 事事事事 業業業業 費費費費

 173,032  173,032  173,032  173,032 

(61,660)(61,660)(61,660)(61,660) ○○○○ 心身障害児療育キャンプ事業等に要する経費心身障害児療育キャンプ事業等に要する経費心身障害児療育キャンプ事業等に要する経費心身障害児療育キャンプ事業等に要する経費 9,3069,3069,3069,306

在在在在 宅宅宅宅 心心心心 身身身身 障障障障 害害害害 児児児児 対対対対 策策策策 費費費費 ○○○○ 障害児等療育支援事業費障害児等療育支援事業費障害児等療育支援事業費障害児等療育支援事業費 54,98554,98554,98554,985

 64,291  64,291  64,291  64,291 

(2,280)(2,280)(2,280)(2,280) ○○○○

心心心心身身身身障障障障害害害害児児児児早早早早期期期期訓訓訓訓練練練練事事事事業業業業費費費費

 2,280  2,280  2,280  2,280 

○○○○ ホームヘルパー派遣事業費補助金ホームヘルパー派遣事業費補助金ホームヘルパー派遣事業費補助金ホームヘルパー派遣事業費補助金 2,178,7322,178,7322,178,7322,178,732

２２２２ (15,509,531)(15,509,531)(15,509,531)(15,509,531) ○○○○ 短期入所事業費補助金短期入所事業費補助金短期入所事業費補助金短期入所事業費補助金 205,864205,864205,864205,864

○○○○ 共同生活援助事業費補助金共同生活援助事業費補助金共同生活援助事業費補助金共同生活援助事業費補助金 1,195,8031,195,8031,195,8031,195,803

３３３３  17,820,389  17,820,389  17,820,389  17,820,389 ○○○○ 相談支援事業費補助金相談支援事業費補助金相談支援事業費補助金相談支援事業費補助金 25,05025,05025,05025,050

○○○○ 障害者施設訓練等給付費補助金障害者施設訓練等給付費補助金障害者施設訓練等給付費補助金障害者施設訓練等給付費補助金 14,214,94014,214,94014,214,94014,214,940

(2,424,237)(2,424,237)(2,424,237)(2,424,237) ○○○○

更更更更 生生生生 医医医医 療療療療 対対対対 策策策策 費費費費

 2,652,942  2,652,942  2,652,942  2,652,942 

(78,820)(78,820)(78,820)(78,820) ○○○○

身身身身 体体体体 障障障障 害害害害 児児児児 等等等等 対対対対 策策策策 費費費費

 42,991  42,991  42,991  42,991 

３３３３ (343,174)(343,174)(343,174)(343,174) ○○○○ 補装具給付費補助金補装具給付費補助金補装具給付費補助金補装具給付費補助金 295,151295,151295,151295,151

○○○○ 点字図書館運営費補助金点字図書館運営費補助金点字図書館運営費補助金点字図書館運営費補助金 25,93225,93225,93225,932

４４４４  345,450  345,450  345,450  345,450 ○○○○ 聴覚障害者情報提供施設運営費補助金聴覚障害者情報提供施設運営費補助金聴覚障害者情報提供施設運営費補助金聴覚障害者情報提供施設運営費補助金 24,36724,36724,36724,367

身身身身 体体体体 障障障障 害害害害 者者者者 リリリリ ハハハハ ビビビビ リリリリ (62,859)(62,859)(62,859)(62,859) ○○○○

テテテテ ーーーー シシシシ ョョョョ ンンンン セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー

管管管管 理理理理 運運運運 営営営営 費費費費  64,272  64,272  64,272  64,272 

(204,863)(204,863)(204,863)(204,863) ○○○○ 社会福祉法人等の施設整備等に対する助成社会福祉法人等の施設整備等に対する助成社会福祉法人等の施設整備等に対する助成社会福祉法人等の施設整備等に対する助成

障障障障 害害害害 者者者者 福福福福 祉祉祉祉 施施施施 設設設設 整整整整 備備備備 費費費費

 337,663  337,663  337,663  337,663 

(145,902)(145,902)(145,902)(145,902) ○○○○

粕粕粕粕 屋屋屋屋 新新新新 光光光光 園園園園 運運運運 営営営営 費費費費

 146,222  146,222  146,222  146,222 

(398,681)(398,681)(398,681)(398,681) ○○○○

粕粕粕粕 屋屋屋屋 新新新新 光光光光 園園園園 改改改改 築築築築 費費費費

 982,492  982,492  982,492  982,492 ・工　　期　平成２１～２８年度・工　　期　平成２１～２８年度・工　　期　平成２１～２８年度・工　　期　平成２１～２８年度

債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為  842,565  842,565  842,565  842,565 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 大規模販売会の開催に要する経費大規模販売会の開催に要する経費大規模販売会の開催に要する経費大規模販売会の開催に要する経費 4,0004,0004,0004,000

○○○○ 障害者施設と民間企業等との商談会の開催に要する経費障害者施設と民間企業等との商談会の開催に要する経費障害者施設と民間企業等との商談会の開催に要する経費障害者施設と民間企業等との商談会の開催に要する経費 1,7681,7681,7681,768

 8,981  8,981  8,981  8,981 ○○○○ 「まごころ製品」のポータルサイトの構築に要する経費「まごころ製品」のポータルサイトの構築に要する経費「まごころ製品」のポータルサイトの構築に要する経費「まごころ製品」のポータルサイトの構築に要する経費 3,2133,2133,2133,213

(50,686)(50,686)(50,686)(50,686) ○○○○ 「まごころ製品」の販路開拓等に要する経費「まごころ製品」の販路開拓等に要する経費「まごころ製品」の販路開拓等に要する経費「まごころ製品」の販路開拓等に要する経費

 18,369  18,369  18,369  18,369 

重重重重 度度度度 障障障障 害害害害 児児児児 （（（（ 者者者者 ）））） (2,946,390)(2,946,390)(2,946,390)(2,946,390) ○○○○ 重度障害児（者）医療費重度障害児（者）医療費重度障害児（者）医療費重度障害児（者）医療費

医医医医 療療療療 対対対対 策策策策 費費費費  2,870,151  2,870,151  2,870,151  2,870,151 

(1,831)(1,831)(1,831)(1,831) ○○○○ 障害者を対象とする合同就職面談会の開催に要する経費障害者を対象とする合同就職面談会の開催に要する経費障害者を対象とする合同就職面談会の開催に要する経費障害者を対象とする合同就職面談会の開催に要する経費 645645645645

障障障障 害害害害 者者者者 雇雇雇雇 用用用用 促促促促 進進進進 費費費費 ○○○○

 1,590  1,590  1,590  1,590 ○○○○ 雇用優良事業所、優秀勤労障害者の表彰等に要する経費雇用優良事業所、優秀勤労障害者の表彰等に要する経費雇用優良事業所、優秀勤労障害者の表彰等に要する経費雇用優良事業所、優秀勤労障害者の表彰等に要する経費 631631631631

新新新新 雇雇雇雇 用用用用

開開開開 発発発発 課課課課

障障障障 害害害害 者者者者 まままま ごごごご ここここ ろろろろ 製製製製 品品品品
売売売売 上上上上 向向向向 上上上上 支支支支 援援援援 費費費費

障障障障 害害害害 者者者者 収収収収 入入入入 向向向向 上上上上 支支支支 援援援援 費費費費

法定雇用率未達成企業を対象とするセミナーの開催に要する経費 314法定雇用率未達成企業を対象とするセミナーの開催に要する経費 314法定雇用率未達成企業を対象とするセミナーの開催に要する経費 314法定雇用率未達成企業を対象とするセミナーの開催に要する経費 314５５５５ ９９９９ １１１１

５５５５ ６６６６ ２２２２

粕屋新光園の改築に要する経費粕屋新光園の改築に要する経費粕屋新光園の改築に要する経費粕屋新光園の改築に要する経費

・建物規模　5,140㎡・建物規模　5,140㎡・建物規模　5,140㎡・建物規模　5,140㎡

福岡県厚生事業団運営費及びリハビリテーションセンターの管理運営福岡県厚生事業団運営費及びリハビリテーションセンターの管理運営福岡県厚生事業団運営費及びリハビリテーションセンターの管理運営福岡県厚生事業団運営費及びリハビリテーションセンターの管理運営

費費費費

粕屋新光園の運営に要する経費粕屋新光園の運営に要する経費粕屋新光園の運営に要する経費粕屋新光園の運営に要する経費

５５５５ ４４４４

腎臓疾患患者の人工透析費用等の更生医療費腎臓疾患患者の人工透析費用等の更生医療費腎臓疾患患者の人工透析費用等の更生医療費腎臓疾患患者の人工透析費用等の更生医療費

育成医療及び結核児童療育医療費育成医療及び結核児童療育医療費育成医療及び結核児童療育医療費育成医療及び結核児童療育医療費

５５５５ ４４４４ 障障障障害害害害福福福福祉祉祉祉ササササーーーービビビビスススス事事事事業業業業費費費費

在宅の重度障害者に対する特別障害者手当等給付費在宅の重度障害者に対する特別障害者手当等給付費在宅の重度障害者に対する特別障害者手当等給付費在宅の重度障害者に対する特別障害者手当等給付費

肢体不自由児早期訓練事業費肢体不自由児早期訓練事業費肢体不自由児早期訓練事業費肢体不自由児早期訓練事業費障障障障

害害害害

者者者者

がががが

自自自自

立立立立

しししし

てててて

生生生生

活活活活

でででで

きききき

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

４４４４ ４４４４

身身身身 体体体体 障障障障 害害害害 者者者者 福福福福 祉祉祉祉 事事事事 業業業業 費費費費

障障障障 害害害害 者者者者

福福福福 祉祉祉祉 課課課課

５５５５ ４４４４ ２２２２

５５５５ ４４４４ ３３３３

５５５５

新新新新

36



（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

○○○○ 就職準備セミナー開催費就職準備セミナー開催費就職準備セミナー開催費就職準備セミナー開催費 99999999

○○○○ 知的障害者県職場体験実習事業費知的障害者県職場体験実習事業費知的障害者県職場体験実習事業費知的障害者県職場体験実習事業費 639639639639

○○○○ 　 特別支援学校生徒の技能発表会の開催等に要する経費　 特別支援学校生徒の技能発表会の開催等に要する経費　 特別支援学校生徒の技能発表会の開催等に要する経費　 特別支援学校生徒の技能発表会の開催等に要する経費 641641641641

○○○○ 障害者就業・生活支援センター運営費障害者就業・生活支援センター運営費障害者就業・生活支援センター運営費障害者就業・生活支援センター運営費 71,44171,44171,44171,441

○○○○ 障害者職業能力開発校運営費障害者職業能力開発校運営費障害者職業能力開発校運営費障害者職業能力開発校運営費 86,87886,87886,87886,878

・訓練科目　 ７科・訓練科目　 ７科・訓練科目　 ７科・訓練科目　 ７科

・訓練定員　170人・訓練定員　170人・訓練定員　170人・訓練定員　170人

○○○○ 身体障害者等職業訓練費身体障害者等職業訓練費身体障害者等職業訓練費身体障害者等職業訓練費 83,41583,41583,41583,415

(2,761,000)(2,761,000)(2,761,000)(2,761,000) ○○○○ 駅周辺等の既設歩道の拡幅、段差解消、勾配改善等に要する経費駅周辺等の既設歩道の拡幅、段差解消、勾配改善等に要する経費駅周辺等の既設歩道の拡幅、段差解消、勾配改善等に要する経費駅周辺等の既設歩道の拡幅、段差解消、勾配改善等に要する経費

 2,625,000  2,625,000  2,625,000  2,625,000 

(5,499)(5,499)(5,499)(5,499) ○○○○

義義義義務務務務教教教教育育育育課課課課 １１１１ ４４４４ る経費る経費る経費る経費

 5,026  5,026  5,026  5,026 

障障障障 害害害害 のののの ああああ るるるる 子子子子 どどどど もももも のののの

居居居居 住住住住 地地地地 校校校校 交交交交 流流流流 事事事事 業業業業 費費費費

特別支援学校児童生徒と居住地校との交流・共同学習等の実施に要す特別支援学校児童生徒と居住地校との交流・共同学習等の実施に要す特別支援学校児童生徒と居住地校との交流・共同学習等の実施に要す特別支援学校児童生徒と居住地校との交流・共同学習等の実施に要す

10101010

障障障障 害害害害 者者者者 職職職職 業業業業 訓訓訓訓 練練練練 費費費費

(168,609)(168,609)(168,609)(168,609)

 170,293  170,293  170,293  170,293 

３３３３
人人人人 にににに やややや ささささ しししし いいいい 歩歩歩歩 行行行行 空空空空 間間間間

整整整整 備備備備 事事事事 業業業業 費費費費

２２２２

道道道道路路路路維維維維持持持持課課課課 ８８８８ ２２２２

職職職職 業業業業 能能能能 力力力力

開開開開 発発発発 課課課課
５５５５ ８８８８

新新新新 雇雇雇雇 用用用用

開開開開 発発発発 課課課課
５５５５ ９９９９ １１１１ 障障障障害害害害者者者者就就就就業業業業・・・・生生生生活活活活支支支支援援援援費費費費

(72,314)(72,314)(72,314)(72,314)

 72,820  72,820  72,820  72,820 

障障障障

害害害害

者者者者

がががが

自自自自

立立立立

しししし

てててて

生生生生

活活活活

でででで

きききき

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

新新新新
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