
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

(439)(439)(439)(439) ○○○○ 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

めの経費めの経費めの経費めの経費

 439  439  439  439 

(1,626)(1,626)(1,626)(1,626) ○○○○ 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 386386386386

○○○○ 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 1,1641,1641,1641,164

 1,550  1,550  1,550  1,550 

(1,840)(1,840)(1,840)(1,840) ○○○○ 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

 1,789  1,789  1,789  1,789 

○○○○ 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25年11月　時　　期：平成25年11月　時　　期：平成25年11月　時　　期：平成25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

(72,706)(72,706)(72,706)(72,706) ○○○○ 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

 74,058  74,058  74,058  74,058 

(8,716)(8,716)(8,716)(8,716) ○○○○ 「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 6,1806,1806,1806,180

○○○○ 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

 8,314  8,314  8,314  8,314 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 社内研修会へのアドバイザー派遣、女性活躍フォーラムの開催等に要社内研修会へのアドバイザー派遣、女性活躍フォーラムの開催等に要社内研修会へのアドバイザー派遣、女性活躍フォーラムの開催等に要社内研修会へのアドバイザー派遣、女性活躍フォーラムの開催等に要

する経費する経費する経費する経費 4,2264,2264,2264,226

 5,375  5,375  5,375  5,375 ○○○○ 大学と連携した学生向けシンポジウムの開催等に要する経費大学と連携した学生向けシンポジウムの開催等に要する経費大学と連携した学生向けシンポジウムの開催等に要する経費大学と連携した学生向けシンポジウムの開催等に要する経費

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

 3,391  3,391  3,391  3,391 

(11,582)(11,582)(11,582)(11,582) ○○○○ 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 6,2146,2146,2146,214

○○○○ 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 901901901901

 13,262  13,262  13,262  13,262 ○○○○ 広報啓発費等広報啓発費等広報啓発費等広報啓発費等 6,1476,1476,1476,147

(189,620)(189,620)(189,620)(189,620) ○○○○ 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

 193,172  193,172  193,172  193,172 

(2,103)(2,103)(2,103)(2,103) ○○○○ 医療関係者の研修会への講師派遣等に要する経費医療関係者の研修会への講師派遣等に要する経費医療関係者の研修会への講師派遣等に要する経費医療関係者の研修会への講師派遣等に要する経費

 1,025  1,025  1,025  1,025 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 女性相談所（一時保護所）の改築に係る基本・実施設計費女性相談所（一時保護所）の改築に係る基本・実施設計費女性相談所（一時保護所）の改築に係る基本・実施設計費女性相談所（一時保護所）の改築に係る基本・実施設計費

・工期：平成２５～２６年度・工期：平成２５～２６年度・工期：平成２５～２６年度・工期：平成２５～２６年度

 34,149  34,149  34,149  34,149 

(11,450)(11,450)(11,450)(11,450) ○○○○ 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

・福岡犯罪被害者総合サポートセンター運営費等・福岡犯罪被害者総合サポートセンター運営費等・福岡犯罪被害者総合サポートセンター運営費等・福岡犯罪被害者総合サポートセンター運営費等

 33,746  33,746  33,746  33,746 ・　 性犯罪被害者支援センター（仮称）の設置費等・　 性犯罪被害者支援センター（仮称）の設置費等・　 性犯罪被害者支援センター（仮称）の設置費等・　 性犯罪被害者支援センター（仮称）の設置費等 22,32722,32722,32722,327

(874,231)(874,231)(874,231)(874,231) ○○○○ 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

 388,688  388,688  388,688  388,688 

(27,701)(27,701)(27,701)(27,701) ○○○○

 30,408  30,408  30,408  30,408 
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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
５５５５ １１１１ ２２２２

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

雇雇雇雇用用用用均均均均等等等等・・・・仕仕仕仕事事事事とととと家家家家庭庭庭庭のののの

両両両両 立立立立 実実実実 態態態態 調調調調 査査査査 費費費費

民間事業所における就業実態調査等に要する経費民間事業所における就業実態調査等に要する経費民間事業所における就業実態調査等に要する経費民間事業所における就業実態調査等に要する経費新新新新 雇雇雇雇 用用用用

開開開開 発発発発 課課課課
５５５５ ７７７７ ３３３３

児児児児童童童童家家家家庭庭庭庭課課課課

１１１１５５５５

５５５５ ３３３３

(2,786)(2,786)(2,786)(2,786)

 2,789  2,789  2,789  2,789 

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

５５５５ １１１１

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 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

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 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

２２２２

ふふふふ くくくく おおおお かかかか 女女女女 性性性性

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

女女女女 性性性性 のののの 活活活活 躍躍躍躍 推推推推 進進進進 費費費費

１１１１

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

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

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

女女女女 性性性性 相相相相 談談談談 所所所所 整整整整 備備備備 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

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

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

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

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

新新新新

11,41911,41911,41911,419

新新新新

新新新新

1,1491,1491,1491,149
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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

(5,959)(5,959)(5,959)(5,959) ○○○○

○○○○ 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 4,7554,7554,7554,755

 4,821  4,821  4,821  4,821 

(9,801)(9,801)(9,801)(9,801) ○○○○ 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 4,7344,7344,7344,734

○○○○ 貸付金貸付金貸付金貸付金 3,0003,0003,0003,000

 7,734  7,734  7,734  7,734 

(902,357)(902,357)(902,357)(902,357) ○○○○

・貸付金・貸付金・貸付金・貸付金 1,055,1071,055,1071,055,1071,055,107

 1,070,898  1,070,898  1,070,898  1,070,898 ・事務費・事務費・事務費・事務費 15,79115,79115,79115,791

(23,421)(23,421)(23,421)(23,421) ○○○○

 2,231  2,231  2,231  2,231 

(2,270)(2,270)(2,270)(2,270) ○○○○

 2,272  2,272  2,272  2,272 

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

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 ９９９９ ２２２２ ２２２２

５５５５ ３３３３ １１１１

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

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

特別会計特別会計特別会計特別会計

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

貸貸貸貸 付付付付 事事事事 業業業業 費費費費

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

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

性犯罪取締り強化のための捜査用資機材の整備等に要する経費性犯罪取締り強化のための捜査用資機材の整備等に要する経費性犯罪取締り強化のための捜査用資機材の整備等に要する経費性犯罪取締り強化のための捜査用資機材の整備等に要する経費

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　　66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　　66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　　66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　　66
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