
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

(108,232)(108,232)(108,232)(108,232) ○○○○

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

 78,736  78,736  78,736  78,736 

(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

 1,158  1,158  1,158  1,158 

○○○○ 「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

・　 イコモス委員招へい事業費・　 イコモス委員招へい事業費・　 イコモス委員招へい事業費・　 イコモス委員招へい事業費 10,10110,10110,10110,101

・推薦書作成費等・推薦書作成費等・推薦書作成費等・推薦書作成費等 32,24132,24132,24132,241

○○○○ 「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 9,9949,9949,9949,994

(244,893)(244,893)(244,893)(244,893) ○○○○ 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

 244,943  244,943  244,943  244,943 

○○○○ 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 3,9193,9193,9193,919

○○○○ 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 637637637637

○○○○ (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 8,5248,5248,5248,524

○○○○ 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 

(48,271)(48,271)(48,271)(48,271) ○○○○ 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 34,49034,49034,49034,490

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 11,07811,07811,07811,078

 45,568  45,568  45,568  45,568 

(645,369)(645,369)(645,369)(645,369) ○○○○ 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

 624,553  624,553  624,553  624,553 

(81,776)(81,776)(81,776)(81,776) ○○○○ 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

 81,608  81,608  81,608  81,608 

(5,989)(5,989)(5,989)(5,989) ○○○○ 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 2,1872,1872,1872,187

スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ 推推推推 進進進進 助助助助 成成成成 費費費費 ○○○○ スポーツ団体等に対する助成スポーツ団体等に対する助成スポーツ団体等に対する助成スポーツ団体等に対する助成 4,8014,8014,8014,801

 6,988  6,988  6,988  6,988 

(6,144)(6,144)(6,144)(6,144) ○○○○ 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：北九州地区・筑豊地区　開催地：北九州地区・筑豊地区　開催地：北九州地区・筑豊地区　開催地：北九州地区・筑豊地区

 6,145  6,145  6,145  6,145 

(77,019)(77,019)(77,019)(77,019) ○○○○ 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25年11月　期　間：平成25年11月　期　間：平成25年11月　期　間：平成25年11月

 67,008  67,008  67,008  67,008 　開催地：北九州市　開催地：北九州市　開催地：北九州市　開催地：北九州市

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 第67回全国レクリエーション大会・福岡大会に対する助成第67回全国レクリエーション大会・福岡大会に対する助成第67回全国レクリエーション大会・福岡大会に対する助成第67回全国レクリエーション大会・福岡大会に対する助成

全全全全国国国国レレレレククククリリリリエエエエーーーーシシシショョョョンンンン大大大大会会会会   時　期：平成25年10月  時　期：平成25年10月  時　期：平成25年10月  時　期：平成25年10月

････ 福福福福 岡岡岡岡 大大大大 会会会会 助助助助 成成成成 費費費費  4,400  4,400  4,400  4,400 　開催地：北九州市、福岡市、久留米市、筑後市、春日市（予定）　開催地：北九州市、福岡市、久留米市、筑後市、春日市（予定）　開催地：北九州市、福岡市、久留米市、筑後市、春日市（予定）　開催地：北九州市、福岡市、久留米市、筑後市、春日市（予定）

○○○○ グランプリファイナル国際フィギュアスケート競技大会福岡大会に対グランプリファイナル国際フィギュアスケート競技大会福岡大会に対グランプリファイナル国際フィギュアスケート競技大会福岡大会に対グランプリファイナル国際フィギュアスケート競技大会福岡大会に対

ググググ ララララ ンンンン ププププ リリリリ フフフフ ァァァァ イイイイ ナナナナ ルルルル する助成する助成する助成する助成

国国国国際際際際フフフフィィィィギギギギュュュュアアアアススススケケケケーーーートトトト   時　期：平成25年12月  時　期：平成25年12月  時　期：平成25年12月  時　期：平成25年12月

競競競競 技技技技 大大大大 会会会会 助助助助 成成成成 費費費費 　開催地：福岡市　開催地：福岡市　開催地：福岡市　開催地：福岡市

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ トップアスリートによるスポーツ教室の開催に要する経費トップアスリートによるスポーツ教室の開催に要する経費トップアスリートによるスポーツ教室の開催に要する経費トップアスリートによるスポーツ教室の開催に要する経費

ふふふふくくくくおおおおかかかかススススポポポポーーーーツツツツ夢夢夢夢体体体体験験験験 　20か所　20か所　20か所　20か所

事事事事 業業業業 費費費費  5,078  5,078  5,078  5,078 

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

４４４４

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

10101010

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額
款款款款

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

(14,987)(14,987)(14,987)(14,987)

 15,086  15,086  15,086  15,086 

５５５５ １１１１ ２２２２

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

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

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

総総総総合合合合政政政政策策策策課課課課 ２２２２ ２２２２

文文文文

化化化化

・・・・

スススス
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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

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

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

２２２２ １１１１

２２２２ １１１１

２２２２ 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

(59,528)(59,528)(59,528)(59,528)

 52,336  52,336  52,336  52,336 

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

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

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
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

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額
款款款款

(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

 1,911  1,911  1,911  1,911 

(80,419)(80,419)(80,419)(80,419) ○○○○

 79,889  79,889  79,889  79,889 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 芸術文化交流施設開館事業に要する経費芸術文化交流施設開館事業に要する経費芸術文化交流施設開館事業に要する経費芸術文化交流施設開館事業に要する経費 10,13110,13110,13110,131

○○○○ 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 29,38929,38929,38929,389

 137,641  137,641  137,641  137,641 ○○○○ 運営費運営費運営費運営費 98,12198,12198,12198,121

(96,137)(96,137)(96,137)(96,137) ○○○○ 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 88,91288,91288,91288,912

 113,491  113,491  113,491  113,491 ・県指定文化財・県指定文化財・県指定文化財・県指定文化財 24,57924,57924,57924,579

(212,356)(212,356)(212,356)(212,356) ○○○○ 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 160,120160,120160,120160,120

○○○○ 重要伝統的建造物群の保存修理等に対する助成重要伝統的建造物群の保存修理等に対する助成重要伝統的建造物群の保存修理等に対する助成重要伝統的建造物群の保存修理等に対する助成 18,39018,39018,39018,390

 218,129  218,129  218,129  218,129 ○○○○ 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 39,61939,61939,61939,619

(27,874)(27,874)(27,874)(27,874) ○○○○ 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

 27,878  27,878  27,878  27,878 

(119,568)(119,568)(119,568)(119,568) ○○○○ 運営費運営費運営費運営費 111,045111,045111,045111,045

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 ○○○○ 特別展・企画展に要する経費特別展・企画展に要する経費特別展・企画展に要する経費特別展・企画展に要する経費 7,4487,4487,4487,448

 118,493  118,493  118,493  118,493 

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 (1,438)(1,438)(1,438)(1,438) ○○○○ 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  1,402  1,402  1,402  1,402 

(32,389)(32,389)(32,389)(32,389) ○○○○ 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 32,38932,38932,38932,389

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 ○○○○ 九州地区公民館研究大会福岡大会に対する助成九州地区公民館研究大会福岡大会に対する助成九州地区公民館研究大会福岡大会に対する助成九州地区公民館研究大会福岡大会に対する助成 600600600600

 32,989  32,989  32,989  32,989 

(51,524)(51,524)(51,524)(51,524) ○○○○ 運営費運営費運営費運営費

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

 46,433  46,433  46,433  46,433 

(38,435)(38,435)(38,435)(38,435) ○○○○ 運営費運営費運営費運営費

 38,334  38,334  38,334  38,334 

(113,339)(113,339)(113,339)(113,339) ○○○○ 運営費運営費運営費運営費

 82,806  82,806  82,806  82,806 

(198,778)(198,778)(198,778)(198,778) ○○○○ 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 195,663195,663195,663195,663

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 ○○○○ 中央監視制御設備更新工事費中央監視制御設備更新工事費中央監視制御設備更新工事費中央監視制御設備更新工事費 19,67719,67719,67719,677

 215,340  215,340  215,340  215,340 

(34,772)(34,772)(34,772)(34,772) ○○○○ 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

 34,814  34,814  34,814  34,814 

(4,138)(4,138)(4,138)(4,138) ○○○○ 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

 4,133  4,133  4,133  4,133 

(60,148)(60,148)(60,148)(60,148) ○○○○ 運営費運営費運営費運営費

６６６６ ６６６６ 美美美美 術術術術 館館館館 運運運運 営営営営 費費費費

 60,184  60,184  60,184  60,184 
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・・・・
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10101010 ６６６６ ３３３３

10101010 ６６６６

10101010 ６６６６ ４４４４

１１１１

10101010

労労労労働働働働政政政政策策策策課課課課 ５５５５ ７７７７ ３３３３

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
５５５５ １１１１ ２２２２

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

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

６６６６ ２２２２

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

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

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

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

公公公公園園園園街街街街路路路路課課課課 ８８８８ ５５５５ ４４４４ 芸芸芸芸術術術術文文文文化化化化交交交交流流流流施施施施設設設設運運運運営営営営費費費費

10101010

文文文文 化化化化 財財財財

保保保保 護護護護 課課課課

社社社社会会会会教教教教育育育育課課課課

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
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

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額
款款款款

(28,830)(28,830)(28,830)(28,830) ○○○○ 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 3,2113,2113,2113,211

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 25,51825,51825,51825,518

 28,841  28,841  28,841  28,841 ○○○○ 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

(216)(216)(216)(216) ○○○○ 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

 202  202  202  202 

○○○○ 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

(149,825)(149,825)(149,825)(149,825) ○○○○ 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 480480480480

○○○○ 運営費運営費運営費運営費 145,462145,462145,462145,462

 184,477  184,477  184,477  184,477 ○○○○ 外壁補修工事費外壁補修工事費外壁補修工事費外壁補修工事費 33,83333,83333,83333,833

○○○○    全国図書館大会福岡大会開催負担金   全国図書館大会福岡大会開催負担金   全国図書館大会福岡大会開催負担金   全国図書館大会福岡大会開催負担金 1,0001,0001,0001,000

(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 

○○○○ 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 63,58463,58463,58463,584

○○○○ 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 4,8364,8364,8364,836

○○○○ 国民体育大会九州ブロック大会開催経費国民体育大会九州ブロック大会開催経費国民体育大会九州ブロック大会開催経費国民体育大会九州ブロック大会開催経費 32,11632,11632,11632,116

○○○○ 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 22,04522,04522,04522,045

(116,490)(116,490)(116,490)(116,490) ○○○○ 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 

(10,135)(10,135)(10,135)(10,135) ○○○○

○○○○ 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 427427427427

 6,688  6,688  6,688  6,688 

○○○○

　時　期：平成25年7月～8月　時　期：平成25年7月～8月　時　期：平成25年7月～8月　時　期：平成25年7月～8月

　開催地：北九州市、福岡市、久留米市、飯塚市、春日市、遠賀町　開催地：北九州市、福岡市、久留米市、飯塚市、春日市、遠賀町　開催地：北九州市、福岡市、久留米市、飯塚市、春日市、遠賀町　開催地：北九州市、福岡市、久留米市、飯塚市、春日市、遠賀町

　　　　　桂川町　　　　　桂川町　　　　　桂川町　　　　　桂川町

(41,770)(41,770)(41,770)(41,770) ○○○○

等に要する経費等に要する経費等に要する経費等に要する経費 135,085135,085135,085135,085

 179,536  179,536  179,536  179,536 ○○○○ 馬術競技場の審判棟改修工事等に要する経費馬術競技場の審判棟改修工事等に要する経費馬術競技場の審判棟改修工事等に要する経費馬術競技場の審判棟改修工事等に要する経費 44,45144,45144,45144,451

(393,672)(393,672)(393,672)(393,672) ○○○○

 391,991  391,991  391,991  391,991 

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) ○○○○ 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

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  19,600  19,600  19,600  19,600 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 大学生を対象としたハビタットにおける国際協力体験活動の実施に要大学生を対象としたハビタットにおける国際協力体験活動の実施に要大学生を対象としたハビタットにおける国際協力体験活動の実施に要大学生を対象としたハビタットにおける国際協力体験活動の実施に要

若若若若者者者者にににによよよよるるるる国国国国際際際際協協協協力力力力促促促促進進進進 する経費する経費する経費する経費

事事事事 業業業業 費費費費  3,646  3,646  3,646  3,646 

(36,739)(36,739)(36,739)(36,739) ○○○○ 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

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 6,8396,8396,8396,839

 36,737  36,737  36,737  36,737 ○○○○ 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

(46,536)(46,536)(46,536)(46,536) ○○○○ 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

 43,630  43,630  43,630  43,630 

(17,208)(17,208)(17,208)(17,208) ○○○○ 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

 17,325  17,325  17,325  17,325 

交交交交流流流流第第第第一一一一課課課課 １１１１ ３３３３

２２２２

５５５５

青青青青 少少少少 年年年年 課課課課 ５５５５ １１１１

10101010 ６６６６

10101010 ７７７７

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

社社社社会会会会教教教教育育育育課課課課

６６６６
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・・・・
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国国国国
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連連連連
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をををを

深深深深

めめめめ

るるるる

10101010 ７７７７

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

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

全国高等学校総合体育大会の北部九州４県共同開催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

久留米スポーツセンター陸上競技場の第一種公認更新に係る改修工事久留米スポーツセンター陸上競技場の第一種公認更新に係る改修工事久留米スポーツセンター陸上競技場の第一種公認更新に係る改修工事久留米スポーツセンター陸上競技場の第一種公認更新に係る改修工事

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 開開開開 催催催催 費費費費  352,903  352,903  352,903  352,903 

 122,581  122,581  122,581  122,581 

２２２２

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

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

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

(72,139)(72,139)(72,139)(72,139)

(124,337)(124,337)(124,337)(124,337)

図図図図 書書書書 館館館館 運運運運 営営営営 費費費費

6,2616,2616,2616,261

3,7023,7023,7023,702

新新新新

新新新新

25,43125,43125,43125,431
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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
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

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額
款款款款

(25,527)(25,527)(25,527)(25,527) ○○○○ 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 2,5252,5252,5252,525

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

 25,525  25,525  25,525  25,525 

(1,378)(1,378)(1,378)(1,378) ○○○○ 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

 1,376  1,376  1,376  1,376 

(30,080)(30,080)(30,080)(30,080) ○○○○ 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

 28,062  28,062  28,062  28,062 

(2,297)(2,297)(2,297)(2,297) ○○○○ 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 328328328328

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 1,2741,2741,2741,274

 1,602  1,602  1,602  1,602 

(4,054)(4,054)(4,054)(4,054) ○○○○ 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 966966966966

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 2,7862,7862,7862,786

 3,752  3,752  3,752  3,752 

(105,644)(105,644)(105,644)(105,644) ○○○○ 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

 88,042  88,042  88,042  88,042 

○○○○ 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）

(9,806)(9,806)(9,806)(9,806) ○○○○ 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25年7月（予定）時　期：平成25年7月（予定）時　期：平成25年7月（予定）時　期：平成25年7月（予定）

 9,490  9,490  9,490  9,490 招へい：9カ国21県人会31名招へい：9カ国21県人会31名招へい：9カ国21県人会31名招へい：9カ国21県人会31名

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 第８回海外福岡県人会世界大会の開催に要する経費第８回海外福岡県人会世界大会の開催に要する経費第８回海外福岡県人会世界大会の開催に要する経費第８回海外福岡県人会世界大会の開催に要する経費

第第第第 ８８８８ 回回回回 海海海海 外外外外 県県県県 人人人人 会会会会   時　期：平成25年10月(予定)  時　期：平成25年10月(予定)  時　期：平成25年10月(予定)  時　期：平成25年10月(予定)

世世世世 界界界界 大大大大 会会会会 事事事事 業業業業 費費費費  38,135  38,135  38,135  38,135   開催地：福岡市ほか  開催地：福岡市ほか  開催地：福岡市ほか  開催地：福岡市ほか

○○○○ 「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 11,57811,57811,57811,578

  時　期：平成25年8月（予定）  時　期：平成25年8月（予定）  時　期：平成25年8月（予定）  時　期：平成25年8月（予定）

  開催地：ハノイ市  開催地：ハノイ市  開催地：ハノイ市  開催地：ハノイ市

○○○○ ハノイ市訪問団の受入に要する経費ハノイ市訪問団の受入に要する経費ハノイ市訪問団の受入に要する経費ハノイ市訪問団の受入に要する経費 5,9005,9005,9005,900

(18,166)(18,166)(18,166)(18,166) ○○○○

 10,438  10,438  10,438  10,438 

(1,127)(1,127)(1,127)(1,127) ○○○○ 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

 1,151  1,151  1,151  1,151 

(62,127)(62,127)(62,127)(62,127) ○○○○ 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 1,0851,0851,0851,085

○○○○ 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 24,82724,82724,82724,827

48,90248,90248,90248,902 ○○○○ 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 22,99022,99022,99022,990

(2,357)(2,357)(2,357)(2,357) ○○○○

６６６６ １１１１
 2,047  2,047  2,047  2,047 　　　　

○○○○ 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 88,30188,30188,30188,301

(97,285)(97,285)(97,285)(97,285) ○○○○ 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

○○○○ 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 835835835835

 100,162  100,162  100,162  100,162 ○○○○    タイ・ベトナムの女子高校生を対象とした日本研修の実施に要する   タイ・ベトナムの女子高校生を対象とした日本研修の実施に要する   タイ・ベトナムの女子高校生を対象とした日本研修の実施に要する   タイ・ベトナムの女子高校生を対象とした日本研修の実施に要する

経費経費経費経費 1,3721,3721,3721,372

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学学学学 事事事事 課課課課 10101010

　　　　

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

環環環環境境境境政政政政策策策策課課課課

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

漁漁漁漁業業業業管管管管理理理理課課課課 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

８８８８

６６６６

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

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

 17,478  17,478  17,478  17,478 

４４４４ １１１１ １１１１

医医医医療療療療指指指指導導導導課課課課 ３３３３ ４４４４ ２２２２

漁業友好親善団(韓国)の招へい経費漁業友好親善団(韓国)の招へい経費漁業友好親善団(韓国)の招へい経費漁業友好親善団(韓国)の招へい経費

５５５５

ハハハハ ノノノノ イイイイ 市市市市 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

１１１１ ３３３３

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

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

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

３３３３交交交交流流流流第第第第一一一一課課課課

(6,889)(6,889)(6,889)(6,889)

 5,452  5,452  5,452  5,452 

交交交交流流流流第第第第二二二二課課課課

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

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

５５５５ １１１１

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
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

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額
款款款款

(14,284)(14,284)(14,284)(14,284) ○○○○ 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 7,8637,8637,8637,863

○○○○ アジア経済研究所等と連携したセミナー・ワークショップの開催費アジア経済研究所等と連携したセミナー・ワークショップの開催費アジア経済研究所等と連携したセミナー・ワークショップの開催費アジア経済研究所等と連携したセミナー・ワークショップの開催費

 8,853  8,853  8,853  8,853 990990990990

(19,985)(19,985)(19,985)(19,985) ○○○○

 20,607  20,607  20,607  20,607 

(16,752)(16,752)(16,752)(16,752) ○○○○ 「ＩＬＣアジア－九州推進会議」と連携した要望・広報活動に要する「ＩＬＣアジア－九州推進会議」と連携した要望・広報活動に要する「ＩＬＣアジア－九州推進会議」と連携した要望・広報活動に要する「ＩＬＣアジア－九州推進会議」と連携した要望・広報活動に要する

経費経費経費経費

 7,505  7,505  7,505  7,505 

２２２２

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））））

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

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

２２２２
(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

総総総総合合合合政政政政策策策策課課課課
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