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１．活力にあふれ成長力に富んだ経済と雇用の創出
（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) ○○○○ グリーンアジア国際戦略総合特区関連企業の人材育成・人材確保支援グリーンアジア国際戦略総合特区関連企業の人材育成・人材確保支援グリーンアジア国際戦略総合特区関連企業の人材育成・人材確保支援グリーンアジア国際戦略総合特区関連企業の人材育成・人材確保支援

に要する経費に要する経費に要する経費に要する経費 355,254355,254355,254355,254

 1,337,220  1,337,220  1,337,220  1,337,220 ○○○○ 新分野展開に取り組む企業への人材確保支援に要する経費新分野展開に取り組む企業への人材確保支援に要する経費新分野展開に取り組む企業への人材確保支援に要する経費新分野展開に取り組む企業への人材確保支援に要する経費

(6,897)(6,897)(6,897)(6,897) ○○○○ 地域協議会の運営等に要する経費地域協議会の運営等に要する経費地域協議会の運営等に要する経費地域協議会の運営等に要する経費 2,7582,7582,7582,758

○○○○ 国と地方の協議会及び特区の進捗状況調査に要する経費国と地方の協議会及び特区の進捗状況調査に要する経費国と地方の協議会及び特区の進捗状況調査に要する経費国と地方の協議会及び特区の進捗状況調査に要する経費 2,5212,5212,5212,521

 6,236  6,236  6,236  6,236 ○○○○ シンポジウム開催費シンポジウム開催費シンポジウム開催費シンポジウム開催費 957957957957

(40,000)(40,000)(40,000)(40,000) ○○○○ 特区事業者と直接取引を行う中小企業の設備投資に対する助成特区事業者と直接取引を行う中小企業の設備投資に対する助成特区事業者と直接取引を行う中小企業の設備投資に対する助成特区事業者と直接取引を行う中小企業の設備投資に対する助成

 40,000  40,000  40,000  40,000 

　　　　 ○○○○ Ruby大賞に要する経費Ruby大賞に要する経費Ruby大賞に要する経費Ruby大賞に要する経費 2,9942,9942,9942,994

○○○○ 福岡ビジネス・デジタル・コンテンツ賞に要する経費福岡ビジネス・デジタル・コンテンツ賞に要する経費福岡ビジネス・デジタル・コンテンツ賞に要する経費福岡ビジネス・デジタル・コンテンツ賞に要する経費 1,5141,5141,5141,514

○○○○ Rubyによる製品開発支援に要する経費Rubyによる製品開発支援に要する経費Rubyによる製品開発支援に要する経費Rubyによる製品開発支援に要する経費 12,88812,88812,88812,888

○○○○ コンテンツ企業の市場展開支援に要する経費コンテンツ企業の市場展開支援に要する経費コンテンツ企業の市場展開支援に要する経費コンテンツ企業の市場展開支援に要する経費 8,7438,7438,7438,743

○○○○ 　 軽量Rubyの周辺ツール開発支援及び活用セミナー開催に要する経　 軽量Rubyの周辺ツール開発支援及び活用セミナー開催に要する経　 軽量Rubyの周辺ツール開発支援及び活用セミナー開催に要する経　 軽量Rubyの周辺ツール開発支援及び活用セミナー開催に要する経
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(38,698)(38,698)(38,698)(38,698)

事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名

成成成成長長長長産産産産業業業業雇雇雇雇用用用用創創創創造造造造事事事事業業業業費費費費

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

款款款款
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

１１１１

RubyRubyRubyRubyビビビビジジジジネネネネスススス・・・・ココココンンンンテテテテンンンンツツツツ

産産産産 業業業業 振振振振 興興興興 費費費費

ググググリリリリーーーーンンンンアアアアジジジジアアアア国国国国際際際際戦戦戦戦略略略略

総総総総 合合合合 特特特特 区区区区 推推推推 進進進進 費費費費

ググググリリリリーーーーンンンンアアアアジジジジアアアア国国国国際際際際戦戦戦戦略略略略
総総総総 合合合合 特特特特 区区区区 中中中中 小小小小 企企企企 業業業業
設設設設 備備備備 投投投投 資資資資 促促促促 進進進進 費費費費

新新新新

981,966981,966981,966981,966

○○○○ 　 軽量Rubyの周辺ツール開発支援及び活用セミナー開催に要する経　 軽量Rubyの周辺ツール開発支援及び活用セミナー開催に要する経　 軽量Rubyの周辺ツール開発支援及び活用セミナー開催に要する経　 軽量Rubyの周辺ツール開発支援及び活用セミナー開催に要する経

費費費費 12,41012,41012,41012,410

○○○○ 見本市出展支援、ビジネスマッチング等に要する経費見本市出展支援、ビジネスマッチング等に要する経費見本市出展支援、ビジネスマッチング等に要する経費見本市出展支援、ビジネスマッチング等に要する経費 6,7356,7356,7356,735

　　　　 ○○○○ 福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議運営費等福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議運営費等福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議運営費等福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議運営費等 5,9625,9625,9625,962

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 「アジア・イノベーション創造国家戦略特区構想」実現のための計画「アジア・イノベーション創造国家戦略特区構想」実現のための計画「アジア・イノベーション創造国家戦略特区構想」実現のための計画「アジア・イノベーション創造国家戦略特区構想」実現のための計画

検討及び周知・広報に要する経費検討及び周知・広報に要する経費検討及び周知・広報に要する経費検討及び周知・広報に要する経費

 4,392  4,392  4,392  4,392 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

    　開催地：バンコク、シンガポール、プサン　開催地：バンコク、シンガポール、プサン　開催地：バンコク、シンガポール、プサン　開催地：バンコク、シンガポール、プサン 22,14322,14322,14322,143

 32,143  32,143  32,143  32,143 ○○○○ 「Food EXPO in FUKUOKA（仮称）」の開催に要する経費「Food EXPO in FUKUOKA（仮称）」の開催に要する経費「Food EXPO in FUKUOKA（仮称）」の開催に要する経費「Food EXPO in FUKUOKA（仮称）」の開催に要する経費 10,00010,00010,00010,000

(38,244)(38,244)(38,244)(38,244) ○○○○ 福岡アジアビジネスセンターの運営に要する経費福岡アジアビジネスセンターの運営に要する経費福岡アジアビジネスセンターの運営に要する経費福岡アジアビジネスセンターの運営に要する経費 37,75937,75937,75937,759

○○○○ 　 環境ビジネスと酒の海外展開に向けた専門部会開催に要する経費　 環境ビジネスと酒の海外展開に向けた専門部会開催に要する経費　 環境ビジネスと酒の海外展開に向けた専門部会開催に要する経費　 環境ビジネスと酒の海外展開に向けた専門部会開催に要する経費

 40,530  40,530  40,530  40,530 　　　　 2,7712,7712,7712,771

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 県内中小企業と現地企業との商談会や交流会等の開催に要する経費県内中小企業と現地企業との商談会や交流会等の開催に要する経費県内中小企業と現地企業との商談会や交流会等の開催に要する経費県内中小企業と現地企業との商談会や交流会等の開催に要する経費

　　　　　対象地域：アメリカ、タイ、台湾　対象地域：アメリカ、タイ、台湾　対象地域：アメリカ、タイ、台湾　対象地域：アメリカ、タイ、台湾 　　　　

 11,994  11,994  11,994  11,994 　　　　 　　　　

○○○○ 　　　　　　　　：香港、上海、サンフランシスコ、バンコク　　　　　　　　：香港、上海、サンフランシスコ、バンコク　　　　　　　　：香港、上海、サンフランシスコ、バンコク　　　　　　　　：香港、上海、サンフランシスコ、バンコク

○○○○ 　　　　　　　　：台北　　　　　　　　：台北　　　　　　　　：台北　　　　　　　　：台北

○○○○ 現地専門家配置先：欧州現地専門家配置先：欧州現地専門家配置先：欧州現地専門家配置先：欧州
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 51,246  51,246  51,246  51,246 

国国国国 家家家家 戦戦戦戦 略略略略 特特特特 区区区区 推推推推 進進進進 費費費費

ファッション・食・酒等をＰＲする海外プロモーションに要する経費ファッション・食・酒等をＰＲする海外プロモーションに要する経費ファッション・食・酒等をＰＲする海外プロモーションに要する経費ファッション・食・酒等をＰＲする海外プロモーションに要する経費

１１１１

海海海海外外外外ビビビビジジジジネネネネスススス訪訪訪訪問問問問団団団団派派派派遣遣遣遣費費費費

福福福福 岡岡岡岡 アアアア ジジジジ アアアア ビビビビ ジジジジ ネネネネ スススス

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

 169,694  169,694  169,694  169,694 

(127,907)(127,907)(127,907)(127,907)

産産産産 業業業業 振振振振 興興興興 費費費費

ククククーーーールルルルジジジジャャャャパパパパンンンン・・・・フフフフククククオオオオカカカカ
推推推推 進進進進 費費費費

海海海海 外外外外 駐駐駐駐 在在在在 員員員員 派派派派 遣遣遣遣 費費費費

駐 在 員 派 遣 先駐 在 員 派 遣 先駐 在 員 派 遣 先駐 在 員 派 遣 先

研 修 員 派 遣 先研 修 員 派 遣 先研 修 員 派 遣 先研 修 員 派 遣 先

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

○○○○ 交流推進員配置先：ソウル交流推進員配置先：ソウル交流推進員配置先：ソウル交流推進員配置先：ソウル

(9,117)(9,117)(9,117)(9,117) ○○○○ 福岡貿易情報センター等に対する負担金福岡貿易情報センター等に対する負担金福岡貿易情報センター等に対する負担金福岡貿易情報センター等に対する負担金

 10,866  10,866  10,866  10,866 

(166,000)(166,000)(166,000)(166,000) ○○○○ 国際総合流通センター展示場棟建設に対する助成国際総合流通センター展示場棟建設に対する助成国際総合流通センター展示場棟建設に対する助成国際総合流通センター展示場棟建設に対する助成

 175,526  175,526  175,526  175,526 

(15,110)(15,110)(15,110)(15,110) ○○○○

費費費費

 7,352  7,352  7,352  7,352 

(868)(868)(868)(868) ○○○○ 環黄海経済・技術交流会議への参加等に要する経費環黄海経済・技術交流会議への参加等に要する経費環黄海経済・技術交流会議への参加等に要する経費環黄海経済・技術交流会議への参加等に要する経費

 788  788  788  788 

(15,195)(15,195)(15,195)(15,195) ○○○○ 海外企業誘致センターの運営に要する経費海外企業誘致センターの運営に要する経費海外企業誘致センターの運営に要する経費海外企業誘致センターの運営に要する経費

 6,111  6,111  6,111  6,111 
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７７７７

アジアの中小企業経営者の研修受入れ及び交流会の開催等に要する経アジアの中小企業経営者の研修受入れ及び交流会の開催等に要する経アジアの中小企業経営者の研修受入れ及び交流会の開催等に要する経アジアの中小企業経営者の研修受入れ及び交流会の開催等に要する経

福福福福 岡岡岡岡 県県県県 海海海海 外外外外 企企企企 業業業業 誘誘誘誘 致致致致

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

国国国国 際際際際 総総総総 合合合合 流流流流 通通通通 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー

整整整整 備備備備 推推推推 進進進進 費費費費

６６６６

アアアア ジジジジ アアアア 中中中中 小小小小 企企企企 業業業業 経経経経 営営営営 者者者者

交交交交 流流流流 拡拡拡拡 大大大大 事事事事 業業業業 費費費費 　対象地域：ベトナム、マレーシア　対象地域：ベトナム、マレーシア　対象地域：ベトナム、マレーシア　対象地域：ベトナム、マレーシア

貿貿貿貿 易易易易 振振振振 興興興興 対対対対 策策策策 費費費費

 169,694  169,694  169,694  169,694 

アアアア ジジジジ アアアア 技技技技 術術術術 取取取取 引引引引 拠拠拠拠 点点点点

構構構構 築築築築 事事事事 業業業業 費費費費



（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
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
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

(70,311)(70,311)(70,311)(70,311) ○○○○ 九州観光推進機構が実施する九州観光戦略推進事業に対する負担金等九州観光推進機構が実施する九州観光戦略推進事業に対する負担金等九州観光推進機構が実施する九州観光戦略推進事業に対する負担金等九州観光推進機構が実施する九州観光戦略推進事業に対する負担金等

 72,281  72,281  72,281  72,281 

○○○○ 福岡県観光推進協議会が実施する産業観光推進事業等に対する負担金福岡県観光推進協議会が実施する産業観光推進事業等に対する負担金福岡県観光推進協議会が実施する産業観光推進事業等に対する負担金福岡県観光推進協議会が実施する産業観光推進事業等に対する負担金

22,80022,80022,80022,800

○○○○ 観光情報サイト「クロスロードふくおか」による情報発信等に要する観光情報サイト「クロスロードふくおか」による情報発信等に要する観光情報サイト「クロスロードふくおか」による情報発信等に要する観光情報サイト「クロスロードふくおか」による情報発信等に要する

経費経費経費経費 41,92741,92741,92741,927

○○○○ 　 (公社)福岡県観光連盟が実施する海外観光プロモーション、地域　 (公社)福岡県観光連盟が実施する海外観光プロモーション、地域　 (公社)福岡県観光連盟が実施する海外観光プロモーション、地域　 (公社)福岡県観光連盟が実施する海外観光プロモーション、地域

観光協会育成指導事業に対する助成観光協会育成指導事業に対する助成観光協会育成指導事業に対する助成観光協会育成指導事業に対する助成 18,00018,00018,00018,000

(1,568)(1,568)(1,568)(1,568) ○○○○ 日韓海峡沿岸広域観光協議会負担金等日韓海峡沿岸広域観光協議会負担金等日韓海峡沿岸広域観光協議会負担金等日韓海峡沿岸広域観光協議会負担金等

 1,632  1,632  1,632  1,632 

(13,534)(13,534)(13,534)(13,534) ○○○○ 観光キャンペーン実施に要する経費観光キャンペーン実施に要する経費観光キャンペーン実施に要する経費観光キャンペーン実施に要する経費

 13,800  13,800  13,800  13,800 

日日日日 韓韓韓韓 海海海海 峡峡峡峡 沿沿沿沿 岸岸岸岸

広広広広 域域域域 観観観観 光光光光 事事事事 業業業業 費費費費

アアアア

ジジジジ

アアアア

のののの

(64,951)(64,951)(64,951)(64,951)

 82,727  82,727  82,727  82,727 

国国国国 内内内内 観観観観 光光光光 客客客客 誘誘誘誘 致致致致

キキキキ ャャャャ ンンンン ペペペペ ーーーー ンンンン 展展展展 開開開開 費費費費

観観観観 光光光光 振振振振 興興興興 事事事事 業業業業 費費費費

九九九九 州州州州 観観観観 光光光光 戦戦戦戦 略略略略 推推推推 進進進進 費費費費

新新新新

(6,696)(6,696)(6,696)(6,696) ○○○○ 新たな観光商品開発のための女性モニターツアー及びワークショップ新たな観光商品開発のための女性モニターツアー及びワークショップ新たな観光商品開発のための女性モニターツアー及びワークショップ新たな観光商品開発のための女性モニターツアー及びワークショップ

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

 4,004  4,004  4,004  4,004 

(4,856)(4,856)(4,856)(4,856) ○○○○ 観光地における入込客数、消費額等の調査に要する経費観光地における入込客数、消費額等の調査に要する経費観光地における入込客数、消費額等の調査に要する経費観光地における入込客数、消費額等の調査に要する経費

 4,994  4,994  4,994  4,994 

(9,447)(9,447)(9,447)(9,447) ○○○○ 国内外の修学旅行の誘致活動に要する経費国内外の修学旅行の誘致活動に要する経費国内外の修学旅行の誘致活動に要する経費国内外の修学旅行の誘致活動に要する経費

 3,258  3,258  3,258  3,258 

(15,000)(15,000)(15,000)(15,000) ○○○○ ＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」の制作・放映を契機とした観光プロＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」の制作・放映を契機とした観光プロＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」の制作・放映を契機とした観光プロＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」の制作・放映を契機とした観光プロ

モーションに要する経費モーションに要する経費モーションに要する経費モーションに要する経費

 15,000  15,000  15,000  15,000 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 「炭鉱・産業革命遺産」を活かした観光資源開発のための研究会開催「炭鉱・産業革命遺産」を活かした観光資源開発のための研究会開催「炭鉱・産業革命遺産」を活かした観光資源開発のための研究会開催「炭鉱・産業革命遺産」を活かした観光資源開発のための研究会開催

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 2,7992,7992,7992,799

 13,799  13,799  13,799  13,799 ○○○○ ミシュランガイド英語サイトの制作等に要する経費ミシュランガイド英語サイトの制作等に要する経費ミシュランガイド英語サイトの制作等に要する経費ミシュランガイド英語サイトの制作等に要する経費 11,00011,00011,00011,000

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 海外メディアや訪日旅行を取り扱う旅行関係者の招へいや海外の観光海外メディアや訪日旅行を取り扱う旅行関係者の招へいや海外の観光海外メディアや訪日旅行を取り扱う旅行関係者の招へいや海外の観光海外メディアや訪日旅行を取り扱う旅行関係者の招へいや海外の観光

商談会への出展に要する経費商談会への出展に要する経費商談会への出展に要する経費商談会への出展に要する経費

 5,820  5,820  5,820  5,820 

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 ３３３３ １１１１

観観観観光光光光入入入入込込込込客客客客・・・・動動動動態態態態調調調調査査査査費費費費

修修修修 学学学学 旅旅旅旅 行行行行 誘誘誘誘 致致致致 促促促促 進進進進 費費費費

観観観観光光光光ブブブブラララランンンンドドドド化化化化推推推推進進進進事事事事業業業業費費費費

「「「「 軍軍軍軍 師師師師 官官官官 兵兵兵兵 衛衛衛衛 」」」」 観観観観 光光光光

ププププ ロロロロ モモモモ ーーーー シシシシ ョョョョ ンンンン 展展展展 開開開開 費費費費

ビビビビ

ジジジジ

ネネネネ

スススス

拠拠拠拠

点点点点

観観観観 光光光光 ふふふふ くくくく おおおお かかかか のののの

魅魅魅魅 力力力力 創創創創 造造造造 事事事事 業業業業 費費費費

海海海海外外外外観観観観光光光光客客客客県県県県内内内内周周周周遊遊遊遊促促促促進進進進費費費費

新新新新

新新新新

○○○○ 世界標準部品内蔵基板の開発・普及促進費世界標準部品内蔵基板の開発・普及促進費世界標準部品内蔵基板の開発・普及促進費世界標準部品内蔵基板の開発・普及促進費 8,4578,4578,4578,457

○○○○ 地域イノベーション戦略支援プログラム推進費地域イノベーション戦略支援プログラム推進費地域イノベーション戦略支援プログラム推進費地域イノベーション戦略支援プログラム推進費 11,51511,51511,51511,515

　　　　 ○○○○ 地域企業製品開発等支援費地域企業製品開発等支援費地域企業製品開発等支援費地域企業製品開発等支援費 22,00022,00022,00022,000

(286,345)(286,345)(286,345)(286,345) ○○○○ 環境配慮型先端半導体の販路開拓支援費環境配慮型先端半導体の販路開拓支援費環境配慮型先端半導体の販路開拓支援費環境配慮型先端半導体の販路開拓支援費 3,0013,0013,0013,001

○○○○ 研究成果の知的財産確保事業費研究成果の知的財産確保事業費研究成果の知的財産確保事業費研究成果の知的財産確保事業費 6,1906,1906,1906,190

 273,937  273,937  273,937  273,937 ○○○○ 先端半導体設計センター事業費先端半導体設計センター事業費先端半導体設計センター事業費先端半導体設計センター事業費 113,795113,795113,795113,795

○○○○ 三次元半導体研究センター事業費三次元半導体研究センター事業費三次元半導体研究センター事業費三次元半導体研究センター事業費 40,96040,96040,96040,960

○○○○ 社会システム実証センター事業費社会システム実証センター事業費社会システム実証センター事業費社会システム実証センター事業費 48,25048,25048,25048,250

○○○○ プロジェクト推進産学官連携会議運営費等プロジェクト推進産学官連携会議運営費等プロジェクト推進産学官連携会議運営費等プロジェクト推進産学官連携会議運営費等 19,76919,76919,76919,769

○○○○ 新製品・新技術創出研究開発支援費新製品・新技術創出研究開発支援費新製品・新技術創出研究開発支援費新製品・新技術創出研究開発支援費 48,00048,00048,00048,000

○○○○ バイオベンチャー育成事業費バイオベンチャー育成事業費バイオベンチャー育成事業費バイオベンチャー育成事業費 5,5765,5765,5765,576

○○○○ バイオ産業振興プロデューサによる研究開発支援費等バイオ産業振興プロデューサによる研究開発支援費等バイオ産業振興プロデューサによる研究開発支援費等バイオ産業振興プロデューサによる研究開発支援費等 17,05317,05317,05317,053

○○○○ 治験ネットワーク福岡事業に対する助成治験ネットワーク福岡事業に対する助成治験ネットワーク福岡事業に対する助成治験ネットワーク福岡事業に対する助成 11,75511,75511,75511,755

○○○○ 食品産業等地場企業製品開発支援費食品産業等地場企業製品開発支援費食品産業等地場企業製品開発支援費食品産業等地場企業製品開発支援費 6,9526,9526,9526,952

○○○○ 　 機能性食品開発に関する窓口設置　 機能性食品開発に関する窓口設置　 機能性食品開発に関する窓口設置　 機能性食品開発に関する窓口設置 500500500500

○○○○ 　 企業が九州大学と共同で行う医療機器開発に要する経費　 企業が九州大学と共同で行う医療機器開発に要する経費　 企業が九州大学と共同で行う医療機器開発に要する経費　 企業が九州大学と共同で行う医療機器開発に要する経費

○○○○ バイオ産業拠点推進会議運営費等バイオ産業拠点推進会議運営費等バイオ産業拠点推進会議運営費等バイオ産業拠点推進会議運営費等 2,4082,4082,4082,408

６６６６
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

(105,173)(105,173)(105,173)(105,173)

 101,484  101,484  101,484  101,484 

ババババイイイイオオオオ産産産産業業業業拠拠拠拠点点点点化化化化推推推推進進進進費費費費

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

２２２２

先先先先 端端端端 半半半半 導導導導 体体体体 開開開開 発発発発 拠拠拠拠 点点点点 化化化化

推推推推 進進進進 費費費費

新新新新

新新新新

9,2409,2409,2409,240

（ 9 ）



（ 10 ）

（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
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
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

○○○○ 医療福祉機器等開発・実証ネットワークの運営等に要する経費医療福祉機器等開発・実証ネットワークの運営等に要する経費医療福祉機器等開発・実証ネットワークの運営等に要する経費医療福祉機器等開発・実証ネットワークの運営等に要する経費

○○○○ 医療現場のニーズを踏まえた県内企業とのマッチングに要する経費医療現場のニーズを踏まえた県内企業とのマッチングに要する経費医療現場のニーズを踏まえた県内企業とのマッチングに要する経費医療現場のニーズを踏まえた県内企業とのマッチングに要する経費

4,2474,2474,2474,247

○○○○ 薬事法の規制がある製品開発に関する専門家派遣等に要する経費薬事法の規制がある製品開発に関する専門家派遣等に要する経費薬事法の規制がある製品開発に関する専門家派遣等に要する経費薬事法の規制がある製品開発に関する専門家派遣等に要する経費

7,2497,2497,2497,249

○○○○ 医療・福祉機器製品の薬事法認証取得等への助成に要する経費医療・福祉機器製品の薬事法認証取得等への助成に要する経費医療・福祉機器製品の薬事法認証取得等への助成に要する経費医療・福祉機器製品の薬事法認証取得等への助成に要する経費

○○○○ 生物食品研究所における製品開発のための加工機器等の導入に要する生物食品研究所における製品開発のための加工機器等の導入に要する生物食品研究所における製品開発のための加工機器等の導入に要する生物食品研究所における製品開発のための加工機器等の導入に要する

経費経費経費経費 23,74123,74123,74123,741

○○○○ 食品開発プロモータによる食品企業への助言・指導に要する経費食品開発プロモータによる食品企業への助言・指導に要する経費食品開発プロモータによる食品企業への助言・指導に要する経費食品開発プロモータによる食品企業への助言・指導に要する経費

2,9482,9482,9482,948

(55,259)(55,259)(55,259)(55,259) ○○○○ 有機光エレクトロニクス実用化開発センター事業に要する経費有機光エレクトロニクス実用化開発センター事業に要する経費有機光エレクトロニクス実用化開発センター事業に要する経費有機光エレクトロニクス実用化開発センター事業に要する経費

　　　　

 64,364  64,364  64,364  64,364 

(25,129)(25,129)(25,129)(25,129) ○○○○ 生活支援ロボットの社会実証支援費生活支援ロボットの社会実証支援費生活支援ロボットの社会実証支援費生活支援ロボットの社会実証支援費 14,37314,37314,37314,373

○○○○ 環境配慮型ロボット製品等開発支援費環境配慮型ロボット製品等開発支援費環境配慮型ロボット製品等開発支援費環境配慮型ロボット製品等開発支援費 10,00010,00010,00010,000

アアアア

ジジジジ

アアアア

のののの

 18,320  18,320  18,320  18,320 

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

有有有有機機機機光光光光エエエエレレレレククククトトトトロロロロニニニニククククスススス
実実実実 用用用用 化化化化 開開開開 発発発発 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

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

 26,689  26,689  26,689  26,689 

食食食食 品品品品 製製製製 造造造造 業業業業 開開開開 発発発発

高高高高 度度度度 化化化化 支支支支 援援援援 費費費費

医医医医 療療療療 ・・・・ 福福福福 祉祉祉祉 機機機機 器器器器

関関関関 連連連連 産産産産 業業業業 振振振振 興興興興 費費費費

ロロロロ ボボボボ ッッッッ トトトト 産産産産 業業業業 振振振振 興興興興 費費費費

3,9743,9743,9743,974

2,8502,8502,8502,850

新新新新

新新新新

 25,084  25,084  25,084  25,084 ○○○○ ロボット産業振興会議運営費ロボット産業振興会議運営費ロボット産業振興会議運営費ロボット産業振興会議運営費 711711711711

○○○○ 地元企業参入のための部品・製品開発等助成地元企業参入のための部品・製品開発等助成地元企業参入のための部品・製品開発等助成地元企業参入のための部品・製品開発等助成 40,36240,36240,36240,362

○○○○ 官民一体となった燃料電池自動車の率先導入に要する経費官民一体となった燃料電池自動車の率先導入に要する経費官民一体となった燃料電池自動車の率先導入に要する経費官民一体となった燃料電池自動車の率先導入に要する経費

○○○○ 　 燃料電池自動車を導入するタクシー事業者に対する助成　 燃料電池自動車を導入するタクシー事業者に対する助成　 燃料電池自動車を導入するタクシー事業者に対する助成　 燃料電池自動車を導入するタクシー事業者に対する助成

○○○○ 　 水素ステーションを整備する民間事業者に対する助成　 水素ステーションを整備する民間事業者に対する助成　 水素ステーションを整備する民間事業者に対する助成　 水素ステーションを整備する民間事業者に対する助成

○○○○ 市町村が行う水素ステーション設置者への支援に対する助成市町村が行う水素ステーション設置者への支援に対する助成市町村が行う水素ステーション設置者への支援に対する助成市町村が行う水素ステーション設置者への支援に対する助成

○○○○ 地元企業参入のための人材育成支援費地元企業参入のための人材育成支援費地元企業参入のための人材育成支援費地元企業参入のための人材育成支援費 2,6932,6932,6932,693

○○○○ 水素エネルギー製品研究試験センター事業費水素エネルギー製品研究試験センター事業費水素エネルギー製品研究試験センター事業費水素エネルギー製品研究試験センター事業費 76,51576,51576,51576,515

○○○○ 福岡水素エネルギー戦略会議運営費等福岡水素エネルギー戦略会議運営費等福岡水素エネルギー戦略会議運営費等福岡水素エネルギー戦略会議運営費等 4,2214,2214,2214,221

(103,833)(103,833)(103,833)(103,833) ○○○○ 飯塚研究開発センターの管理運営に要する経費飯塚研究開発センターの管理運営に要する経費飯塚研究開発センターの管理運営に要する経費飯塚研究開発センターの管理運営に要する経費

 158,456  158,456  158,456  158,456 

(36,938)(36,938)(36,938)(36,938) ○○○○ 久留米リサーチ・パークが行う地元企業への研究開発支援等に要する久留米リサーチ・パークが行う地元企業への研究開発支援等に要する久留米リサーチ・パークが行う地元企業への研究開発支援等に要する久留米リサーチ・パークが行う地元企業への研究開発支援等に要する

経費経費経費経費

 56,848  56,848  56,848  56,848 

(115,337)(115,337)(115,337)(115,337) ○○○○ (財)福岡県産業・科学技術振興財団が行う産学官連携事業に対する助(財)福岡県産業・科学技術振興財団が行う産学官連携事業に対する助(財)福岡県産業・科学技術振興財団が行う産学官連携事業に対する助(財)福岡県産業・科学技術振興財団が行う産学官連携事業に対する助

成成成成

 246,424  246,424  246,424  246,424 

(17,490)(17,490)(17,490)(17,490) ○○○○ 中小企業振興センターが行う特許活用支援事業等に要する経費中小企業振興センターが行う特許活用支援事業等に要する経費中小企業振興センターが行う特許活用支援事業等に要する経費中小企業振興センターが行う特許活用支援事業等に要する経費

ビビビビ

ジジジジ

ネネネネ

スススス

拠拠拠拠

点点点点

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

(203,322)(203,322)(203,322)(203,322)

 187,362  187,362  187,362  187,362 

水水水水素素素素エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー戦戦戦戦略略略略推推推推進進進進費費費費

飯飯飯飯 塚塚塚塚 研研研研 究究究究 開開開開 発発発発 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

地地地地域域域域研研研研究究究究基基基基盤盤盤盤整整整整備備備備推推推推進進進進費費費費

産産産産 業業業業 ・・・・ 科科科科 学学学学 技技技技 術術術術 振振振振 興興興興 費費費費

新新新新

2,7952,7952,7952,795

新新新新

5,0005,0005,0005,000

33,77633,77633,77633,776

22,00022,00022,00022,000

(17,490)(17,490)(17,490)(17,490) ○○○○ 中小企業振興センターが行う特許活用支援事業等に要する経費中小企業振興センターが行う特許活用支援事業等に要する経費中小企業振興センターが行う特許活用支援事業等に要する経費中小企業振興センターが行う特許活用支援事業等に要する経費

 17,190  17,190  17,190  17,190 

○○○○ 地元企業が連携して取り組む部品開発に対する助成等地元企業が連携して取り組む部品開発に対する助成等地元企業が連携して取り組む部品開発に対する助成等地元企業が連携して取り組む部品開発に対する助成等 4,8314,8314,8314,831

○○○○ アドバイザーを活用した地元企業の生産技術改善・取引拡大支援に要アドバイザーを活用した地元企業の生産技術改善・取引拡大支援に要アドバイザーを活用した地元企業の生産技術改善・取引拡大支援に要アドバイザーを活用した地元企業の生産技術改善・取引拡大支援に要

する経費する経費する経費する経費 29,75829,75829,75829,758

○○○○ 　 ＦＣＶ等の部品開発研究会開催等に要する経費　 ＦＣＶ等の部品開発研究会開催等に要する経費　 ＦＣＶ等の部品開発研究会開催等に要する経費　 ＦＣＶ等の部品開発研究会開催等に要する経費 8,1058,1058,1058,105

○○○○ 自動車関連産業への設計技術開発支援に要する経費自動車関連産業への設計技術開発支援に要する経費自動車関連産業への設計技術開発支援に要する経費自動車関連産業への設計技術開発支援に要する経費 22,09022,09022,09022,090

○○○○    電子電装系分野参入のための商談会開催等に要する経費   電子電装系分野参入のための商談会開催等に要する経費   電子電装系分野参入のための商談会開催等に要する経費   電子電装系分野参入のための商談会開催等に要する経費

○○○○ 　 自動車ＩＴＳ分野参入のための研究会開催等に要する経費　 自動車ＩＴＳ分野参入のための研究会開催等に要する経費　 自動車ＩＴＳ分野参入のための研究会開催等に要する経費　 自動車ＩＴＳ分野参入のための研究会開催等に要する経費

○○○○    インドネシアにおける現地企業との商談会開催等   インドネシアにおける現地企業との商談会開催等   インドネシアにおける現地企業との商談会開催等   インドネシアにおける現地企業との商談会開催等 4,1804,1804,1804,180

○○○○ 自動車先端人材育成センター事業に要する経費自動車先端人材育成センター事業に要する経費自動車先端人材育成センター事業に要する経費自動車先端人材育成センター事業に要する経費 4,2684,2684,2684,268

○○○○ 地元企業の試験評価技術者の育成に要する経費地元企業の試験評価技術者の育成に要する経費地元企業の試験評価技術者の育成に要する経費地元企業の試験評価技術者の育成に要する経費

○○○○ 高齢者にやさしい自動車の開発推進に要する経費高齢者にやさしい自動車の開発推進に要する経費高齢者にやさしい自動車の開発推進に要する経費高齢者にやさしい自動車の開発推進に要する経費 1,7791,7791,7791,779

○○○○ 北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議運営費等北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議運営費等北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議運営費等北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議運営費等 4,4824,4824,4824,482

            

(938,916)(938,916)(938,916)(938,916) ○○○○

        

 768,584  768,584  768,584  768,584     

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

企企企企業業業業立立立立地地地地課課課課 ７７７７ ２２２２

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

企企企企業業業業立立立立地地地地課課課課

２２２２７７７７

グリーンアジア国際戦略総合特区企業立地促進交付金グリーンアジア国際戦略総合特区企業立地促進交付金グリーンアジア国際戦略総合特区企業立地促進交付金グリーンアジア国際戦略総合特区企業立地促進交付金

(115,040)(115,040)(115,040)(115,040)

 100,125  100,125  100,125  100,125 

知知知知 的的的的 所所所所 有有有有 権権権権 活活活活 用用用用 促促促促 進進進進 費費費費

ググググ リリリリ ーーーー ンンンン アアアア ジジジジ アアアア
国国国国 際際際際 戦戦戦戦 略略略略 総総総総 合合合合 特特特特 区区区区
企企企企 業業業業 立立立立 地地地地 促促促促 進進進進 費費費費

７７７７

北北北北 部部部部 九九九九 州州州州 自自自自 動動動動 車車車車 産産産産 業業業業

アアアア ジジジジ アアアア 先先先先 進進進進 拠拠拠拠 点点点点 推推推推 進進進進 費費費費

６６６６

７７７７
新新新新

10,21410,21410,21410,214

新新新新

新新新新

1,7081,7081,7081,708

8,7108,7108,7108,710

新新新新



（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
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
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

(1,155,454)(1,155,454)(1,155,454)(1,155,454) ○○○○ 企業立地促進交付金企業立地促進交付金企業立地促進交付金企業立地促進交付金 867,555867,555867,555867,555

○○○○ 企業立地促進融資貸付金等企業立地促進融資貸付金等企業立地促進融資貸付金等企業立地促進融資貸付金等 186,501186,501186,501186,501

 1,054,056  1,054,056  1,054,056  1,054,056 　　　　

○○○○ 東京・関西でのトップ懇談会開催等に要する経費東京・関西でのトップ懇談会開催等に要する経費東京・関西でのトップ懇談会開催等に要する経費東京・関西でのトップ懇談会開催等に要する経費 3,3483,3483,3483,348

○○○○ 企業情報収集等に要する経費企業情報収集等に要する経費企業情報収集等に要する経費企業情報収集等に要する経費 7,5227,5227,5227,522

○○○○ 特区の制度等をＰＲする企業立地セミナーの開催等に要する経費特区の制度等をＰＲする企業立地セミナーの開催等に要する経費特区の制度等をＰＲする企業立地セミナーの開催等に要する経費特区の制度等をＰＲする企業立地セミナーの開催等に要する経費

2,6952,6952,6952,695

(5,128)(5,128)(5,128)(5,128) ○○○○ 工場用地開発調査補助金等工場用地開発調査補助金等工場用地開発調査補助金等工場用地開発調査補助金等

 5,129  5,129  5,129  5,129 

(2,834)(2,834)(2,834)(2,834) ○○○○ 　 航空産業への地元企業の参入に向けた専門家による検討会議等に　 航空産業への地元企業の参入に向けた専門家による検討会議等に　 航空産業への地元企業の参入に向けた専門家による検討会議等に　 航空産業への地元企業の参入に向けた専門家による検討会議等に

要する経費要する経費要する経費要する経費 3,9003,9003,9003,900

 5,241  5,241  5,241  5,241 ○○○○ 航空関連企業への誘致活動等に要する経費航空関連企業への誘致活動等に要する経費航空関連企業への誘致活動等に要する経費航空関連企業への誘致活動等に要する経費 1,3411,3411,3411,341

(30,674)(30,674)(30,674)(30,674) ○○○○ 新生活産業くらぶＦＵＫＵＯＫＡ支援事業費新生活産業くらぶＦＵＫＵＯＫＡ支援事業費新生活産業くらぶＦＵＫＵＯＫＡ支援事業費新生活産業くらぶＦＵＫＵＯＫＡ支援事業費 12,29112,29112,29112,291

○○○○ 多店舗展開支援事業費多店舗展開支援事業費多店舗展開支援事業費多店舗展開支援事業費 21,52121,52121,52121,521

企企企企業業業業立立立立地地地地課課課課 ７７７７ ２２２２

アアアア

ジジジジ

アアアア

のののの

ビビビビ

ジジジジ

ネネネネ

スススス

拠拠拠拠

点点点点

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

新新新新 雇雇雇雇 用用用用
５５５５ ７７７７ ３３３３ 新新新新生生生生活活活活産産産産業業業業創創創創出出出出・・・・育育育育成成成成費費費費

戦戦戦戦略略略略的的的的企企企企業業業業立立立立地地地地促促促促進進進進事事事事業業業業費費費費

７７７７

航航航航 空空空空 産産産産 業業業業 振振振振 興興興興 費費費費

工工工工場場場場用用用用地地地地基基基基盤盤盤盤整整整整備備備備事事事事業業業業費費費費

 13,565  13,565  13,565  13,565 

(13,470)(13,470)(13,470)(13,470)

企企企企 業業業業 誘誘誘誘 致致致致 強強強強 化化化化 推推推推 進進進進 費費費費

新新新新

○○○○ 多店舗展開支援事業費多店舗展開支援事業費多店舗展開支援事業費多店舗展開支援事業費 21,52121,52121,52121,521

 33,812  33,812  33,812  33,812 

(809,278)(809,278)(809,278)(809,278) ○○○○ バス業者、トラック業者等に対する交付金バス業者、トラック業者等に対する交付金バス業者、トラック業者等に対する交付金バス業者、トラック業者等に対する交付金

 826,221  826,221  826,221  826,221 

(3,683,520)(3,683,520)(3,683,520)(3,683,520) ○○○○ 商工会、商工会議所、商工会連合会の指導員等（467人）、記帳専任商工会、商工会議所、商工会連合会の指導員等（467人）、記帳専任商工会、商工会議所、商工会連合会の指導員等（467人）、記帳専任商工会、商工会議所、商工会連合会の指導員等（467人）、記帳専任

職員（166人）の人件費及び指導事業費等補助金職員（166人）の人件費及び指導事業費等補助金職員（166人）の人件費及び指導事業費等補助金職員（166人）の人件費及び指導事業費等補助金

 3,586,149  3,586,149  3,586,149  3,586,149 

(7,524)(7,524)(7,524)(7,524) ○○○○ 経営安定特別相談室の運営経費経営安定特別相談室の運営経費経営安定特別相談室の運営経費経営安定特別相談室の運営経費

　福岡、北九州、久留米、大牟田、飯塚の商工会議所及び商工会連合　福岡、北九州、久留米、大牟田、飯塚の商工会議所及び商工会連合　福岡、北九州、久留米、大牟田、飯塚の商工会議所及び商工会連合　福岡、北九州、久留米、大牟田、飯塚の商工会議所及び商工会連合

 7,524  7,524  7,524  7,524 　会　会　会　会

(2,303)(2,303)(2,303)(2,303) ○○○○ 大規模小売店舗の適正な立地のために要する経費大規模小売店舗の適正な立地のために要する経費大規模小売店舗の適正な立地のために要する経費大規模小売店舗の適正な立地のために要する経費

 2,241  2,241  2,241  2,241 

(27,447)(27,447)(27,447)(27,447) ○○○○ 商店街等の施設整備、集客イベント、買い物支援等の取組みに対する商店街等の施設整備、集客イベント、買い物支援等の取組みに対する商店街等の施設整備、集客イベント、買い物支援等の取組みに対する商店街等の施設整備、集客イベント、買い物支援等の取組みに対する

助成助成助成助成

 23,159  23,159  23,159  23,159 

(9,843)(9,843)(9,843)(9,843) ○○○○ 中心市街地商店街への魅力ある店舗の誘致に対する助成中心市街地商店街への魅力ある店舗の誘致に対する助成中心市街地商店街への魅力ある店舗の誘致に対する助成中心市街地商店街への魅力ある店舗の誘致に対する助成

２２２２

発発発発

展展展展

力力力力

のののの

ああああ

るるるる

中中中中

小小小小

経経経経営営営営安安安安定定定定特特特特別別別別相相相相談談談談事事事事業業業業費費費費

ままままちちちちづづづづくくくくりりりりとととと一一一一体体体体ととととななななっっっったたたた

行行行行ききききたたたたくくくくななななるるるる商商商商店店店店街街街街づづづづくくくくりりりり

事事事事 業業業業 費費費費

大大大大規規規規模模模模小小小小売売売売店店店店舗舗舗舗立立立立地地地地対対対対策策策策費費費費

小小小小 規規規規 模模模模 指指指指 導導導導 事事事事 業業業業 費費費費

商商商商工工工工政政政政策策策策課課課課 ７７７７ １１１１ ２２２２ 運運運運輸輸輸輸事事事事業業業業振振振振興興興興助助助助成成成成交交交交付付付付金金金金

７７７７ １１１１

開開開開 発発発発 課課課課
５５５５ ７７７７ ３３３３ 新新新新生生生生活活活活産産産産業業業業創創創創出出出出・・・・育育育育成成成成費費費費

 5,665  5,665  5,665  5,665 

(9,741)(9,741)(9,741)(9,741) ○○○○ 商店街振興組合連合会等が行う商店街指導育成事業に対する助成商店街振興組合連合会等が行う商店街指導育成事業に対する助成商店街振興組合連合会等が行う商店街指導育成事業に対する助成商店街振興組合連合会等が行う商店街指導育成事業に対する助成

 9,783  9,783  9,783  9,783 

(1,030)(1,030)(1,030)(1,030) ○○○○ 県産品愛用強調月間に要する経費県産品愛用強調月間に要する経費県産品愛用強調月間に要する経費県産品愛用強調月間に要する経費

 976  976  976  976 

(5,100)(5,100)(5,100)(5,100) ○○○○ アクロス福岡で開催される伝統的工芸品の展示会に対する助成アクロス福岡で開催される伝統的工芸品の展示会に対する助成アクロス福岡で開催される伝統的工芸品の展示会に対する助成アクロス福岡で開催される伝統的工芸品の展示会に対する助成

 5,100  5,100  5,100  5,100 

(21,997)(21,997)(21,997)(21,997) ○○○○ 伝統的工芸品月間負担金伝統的工芸品月間負担金伝統的工芸品月間負担金伝統的工芸品月間負担金 685685685685

○○○○ 産地振興費等産地振興費等産地振興費等産地振興費等 11,05111,05111,05111,051

 21,985  21,985  21,985  21,985 ○○○○ 地場産業の販路拡大等振興対策に要する経費地場産業の販路拡大等振興対策に要する経費地場産業の販路拡大等振興対策に要する経費地場産業の販路拡大等振興対策に要する経費 10,24910,24910,24910,249

(3,000)(3,000)(3,000)(3,000) ○○○○ 魅力的で付加価値の高い家具ブランドの創出及び販売促進に対する助魅力的で付加価値の高い家具ブランドの創出及び販売促進に対する助魅力的で付加価値の高い家具ブランドの創出及び販売促進に対する助魅力的で付加価値の高い家具ブランドの創出及び販売促進に対する助

成成成成

 3,000  3,000  3,000  3,000 

７７７７

小小小小

企企企企

業業業業

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

商商商商 店店店店 街街街街 指指指指 導導導導 育育育育 成成成成 事事事事 業業業業 費費費費

商商商商 店店店店 街街街街 活活活活 性性性性 化化化化 支支支支 援援援援 費費費費

１１１１ ３３３３

地地地地 場場場場 産産産産 業業業業 活活活活 力力力力 創創創創 造造造造

支支支支 援援援援 事事事事 業業業業 費費費費

県県県県 産産産産 品品品品 愛愛愛愛 用用用用 推推推推 進進進進 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出出出出展展展展事事事事業業業業費費費費

中中中中 小小小小 企企企企 業業業業

振振振振 興興興興 課課課課

大大大大 川川川川 イイイイ ンンンン テテテテ リリリリ アアアア

産産産産 業業業業 振振振振 興興興興 費費費費

（ 11 ）



（ 12 ）

（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
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
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

(13,500)(13,500)(13,500)(13,500) ○○○○

 13,500  13,500  13,500  13,500 

(12,423)(12,423)(12,423)(12,423) ○○○○

    置に要する経費置に要する経費置に要する経費置に要する経費 1,9321,9321,9321,932

 12,813  12,813  12,813  12,813 ○○○○ 県庁展望展示室における伝統工芸品等のＰＲ経費県庁展望展示室における伝統工芸品等のＰＲ経費県庁展望展示室における伝統工芸品等のＰＲ経費県庁展望展示室における伝統工芸品等のＰＲ経費 10,88110,88110,88110,881

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

    室の改修に要する経費室の改修に要する経費室の改修に要する経費室の改修に要する経費

 84,652  84,652  84,652  84,652 

○○○○ 中小企業者の経営安定を図るために要する経費中小企業者の経営安定を図るために要する経費中小企業者の経営安定を図るために要する経費中小企業者の経営安定を図るために要する経費

・　 うち消費税率引上げ対策（金利1.4％）・　 うち消費税率引上げ対策（金利1.4％）・　 うち消費税率引上げ対策（金利1.4％）・　 うち消費税率引上げ対策（金利1.4％）

(107,180,120)(107,180,120)(107,180,120)(107,180,120) ・　 うちフクオカ成長企業支援対策（金利1.3％）・　 うちフクオカ成長企業支援対策（金利1.3％）・　 うちフクオカ成長企業支援対策（金利1.3％）・　 うちフクオカ成長企業支援対策（金利1.3％）

（融資枠　6,891億円）（融資枠　6,891億円）（融資枠　6,891億円）（融資枠　6,891億円）

 107,816,592  107,816,592  107,816,592  107,816,592 　　主な資金　　主な資金　　主な資金　　主な資金

　　・緊急経済対策資金　　　　　　　　3,810億円　　・緊急経済対策資金　　　　　　　　3,810億円　　・緊急経済対策資金　　　　　　　　3,810億円　　・緊急経済対策資金　　　　　　　　3,810億円

発発発発

展展展展

力力力力

のののの 中中中中小小小小企企企企業業業業振振振振興興興興資資資資金金金金融融融融資資資資費費費費

中中中中 小小小小 企企企企 業業業業

振振振振 興興興興 課課課課

７７７７

物物物物 産産産産 観観観観 光光光光 展展展展 示示示示 室室室室 改改改改 修修修修 費費費費

１１１１ ４４４４

伝伝伝伝 統統統統 工工工工 芸芸芸芸 ・・・・ 県県県県 産産産産 品品品品

ＰＰＰＰ ＲＲＲＲ 強強強強 化化化化 費費費費

７７７７ １１１１ ３３３３
「「「「売売売売っっっってててて出出出出るるるる」」」」伝伝伝伝統統統統工工工工芸芸芸芸品品品品

振振振振 興興興興 事事事事 業業業業 費費費費

伝統工芸産地の若手生産者育成及び販路開拓支援に要する経費伝統工芸産地の若手生産者育成及び販路開拓支援に要する経費伝統工芸産地の若手生産者育成及び販路開拓支援に要する経費伝統工芸産地の若手生産者育成及び販路開拓支援に要する経費

福岡空港、北九州空港、九州国立博物館での県産品ＰＲコーナーの設福岡空港、北九州空港、九州国立博物館での県産品ＰＲコーナーの設福岡空港、北九州空港、九州国立博物館での県産品ＰＲコーナーの設福岡空港、北九州空港、九州国立博物館での県産品ＰＲコーナーの設

伝統的工芸品等の情報発信機能強化のための県庁１１階物産観光展示伝統的工芸品等の情報発信機能強化のための県庁１１階物産観光展示伝統的工芸品等の情報発信機能強化のための県庁１１階物産観光展示伝統的工芸品等の情報発信機能強化のための県庁１１階物産観光展示新新新新

新新新新

新新新新

　　・長期経営安定資金　　　　　　　　2,877億円　　・長期経営安定資金　　　　　　　　2,877億円　　・長期経営安定資金　　　　　　　　2,877億円　　・長期経営安定資金　　　　　　　　2,877億円

債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為  2,308,000  2,308,000  2,308,000  2,308,000 ○○○○ 信用保証協会に対する損失補償信用保証協会に対する損失補償信用保証協会に対する損失補償信用保証協会に対する損失補償

(1,729)(1,729)(1,729)(1,729) ○○○○ 東日本大震災の影響による本県への生産拠点の移転等に必要な低利融東日本大震災の影響による本県への生産拠点の移転等に必要な低利融東日本大震災の影響による本県への生産拠点の移転等に必要な低利融東日本大震災の影響による本県への生産拠点の移転等に必要な低利融

資に対する利子補給費資に対する利子補給費資に対する利子補給費資に対する利子補給費

 2,791  2,791  2,791  2,791 

(559)(559)(559)(559) ○○○○ 中小企業の受注確保対策及び構造改善対策に要する経費中小企業の受注確保対策及び構造改善対策に要する経費中小企業の受注確保対策及び構造改善対策に要する経費中小企業の受注確保対策及び構造改善対策に要する経費

 532  532  532  532 

(210,095)(210,095)(210,095)(210,095) ○○○○ 指導員等（28人）の人件費及び組合等指導事業費補助金指導員等（28人）の人件費及び組合等指導事業費補助金指導員等（28人）の人件費及び組合等指導事業費補助金指導員等（28人）の人件費及び組合等指導事業費補助金

 210,877  210,877  210,877  210,877 

(155,556)(155,556)(155,556)(155,556) ○○○○ 中小企業振興センターでの窓口相談及び専門家派遣、経営革新支援等中小企業振興センターでの窓口相談及び専門家派遣、経営革新支援等中小企業振興センターでの窓口相談及び専門家派遣、経営革新支援等中小企業振興センターでの窓口相談及び専門家派遣、経営革新支援等

に要する経費に要する経費に要する経費に要する経費

 173,313  173,313  173,313  173,313 

(5,000)(5,000)(5,000)(5,000) ○○○○ インターネット通販「よかもん市場」による中小企業の販路拡大に要インターネット通販「よかもん市場」による中小企業の販路拡大に要インターネット通販「よかもん市場」による中小企業の販路拡大に要インターネット通販「よかもん市場」による中小企業の販路拡大に要

する経費する経費する経費する経費

 2,000  2,000  2,000  2,000 

ああああ

るるるる

中中中中

小小小小

企企企企

業業業業

をををを

中中中中 小小小小 企企企企 業業業業

経経経経営営営営金金金金融融融融課課課課

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 通通通通 販販販販

拡拡拡拡 大大大大 支支支支 援援援援 費費費費

中中中中小小小小企企企企業業業業総総総総合合合合支支支支援援援援事事事事業業業業費費費費

７７７７ １１１１ １１１１

中中中中小小小小企企企企業業業業振振振振興興興興対対対対策策策策事事事事業業業業費費費費

「「「「 日日日日 本本本本 復復復復 興興興興 」」」」

企企企企 業業業業 応応応応 援援援援 融融融融 資資資資 費費費費

７７７７ １１１１ ２２２２ 中中中中小小小小企企企企業業業業団団団団体体体体中中中中央央央央会会会会補補補補助助助助金金金金

(13,134)(13,134)(13,134)(13,134) ○○○○ 商品開発・販路開拓支援に要する経費商品開発・販路開拓支援に要する経費商品開発・販路開拓支援に要する経費商品開発・販路開拓支援に要する経費

　　　　　　　　

 12,027  12,027  12,027  12,027 

(356)(356)(356)(356) ○○○○ 「福岡県中小企業経営強化支援協議会」の運営に要する経費「福岡県中小企業経営強化支援協議会」の運営に要する経費「福岡県中小企業経営強化支援協議会」の運営に要する経費「福岡県中小企業経営強化支援協議会」の運営に要する経費

 356  356  356  356 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 経営改善計画を実行する中小企業に対する専門家派遣に要する経費経営改善計画を実行する中小企業に対する専門家派遣に要する経費経営改善計画を実行する中小企業に対する専門家派遣に要する経費経営改善計画を実行する中小企業に対する専門家派遣に要する経費

 12,390  12,390  12,390  12,390 

(22,745)(22,745)(22,745)(22,745) ○○○○ 販路開拓・売上拡大に取り組む中小企業へのアドバイザー派遣に要す販路開拓・売上拡大に取り組む中小企業へのアドバイザー派遣に要す販路開拓・売上拡大に取り組む中小企業へのアドバイザー派遣に要す販路開拓・売上拡大に取り組む中小企業へのアドバイザー派遣に要す

る経費る経費る経費る経費

 18,523  18,523  18,523  18,523 

つつつつ

くくくく

るるるる

中中中中小小小小企企企企業業業業販販販販路路路路開開開開拓拓拓拓支支支支援援援援費費費費

７７７７ ２２２２

経経経経 営営営営 改改改改 善善善善 計計計計 画画画画
フフフフ ォォォォ ロロロロ ーーーー アアアア ッッッッ ププププ 事事事事 業業業業 費費費費

２２２２

中中中中小小小小企企企企業業業業経経経経営営営営強強強強化化化化支支支支援援援援費費費費

農農農農 商商商商 工工工工 連連連連 携携携携 強強強強 化化化化 事事事事 業業業業 費費費費

新新新新



（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
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
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

○○○○ 高度化資金高度化資金高度化資金高度化資金 4,4584,4584,4584,458

○○○○ 設備導入資金設備導入資金設備導入資金設備導入資金 1,832,7141,832,7141,832,7141,832,714

(2,463,782)(2,463,782)(2,463,782)(2,463,782) ・設備資金・設備資金・設備資金・設備資金 500,000500,000500,000500,000

・設備貸与資金・設備貸与資金・設備貸与資金・設備貸与資金 500,000500,000500,000500,000

 2,762,069  2,762,069  2,762,069  2,762,069 ・設備貸与補助金等・設備貸与補助金等・設備貸与補助金等・設備貸与補助金等 832,714832,714832,714832,714

○○○○ 公債費等公債費等公債費等公債費等 908,640908,640908,640908,640

○○○○ 事務費事務費事務費事務費 16,25716,25716,25716,257

(19,574)(19,574)(19,574)(19,574) ○○○○ 自動車関連産業への技術支援に要する経費自動車関連産業への技術支援に要する経費自動車関連産業への技術支援に要する経費自動車関連産業への技術支援に要する経費 12,34112,34112,34112,341

○○○○ ものづくり人材の育成に要する経費ものづくり人材の育成に要する経費ものづくり人材の育成に要する経費ものづくり人材の育成に要する経費 1,4411,4411,4411,441

 20,030  20,030  20,030  20,030 ○○○○ 福岡ものづくり産業振興会議の運営に要する経費福岡ものづくり産業振興会議の運営に要する経費福岡ものづくり産業振興会議の運営に要する経費福岡ものづくり産業振興会議の運営に要する経費 6,2486,2486,2486,248

(18,596)(18,596)(18,596)(18,596) ○○○○ 中小企業が行う自社固有の技術を活用した新製品開発に対する助成中小企業が行う自社固有の技術を活用した新製品開発に対する助成中小企業が行う自社固有の技術を活用した新製品開発に対する助成中小企業が行う自社固有の技術を活用した新製品開発に対する助成

 18,594  18,594  18,594  18,594 

(12,290)(12,290)(12,290)(12,290) ○○○○ 中小企業の技術力向上を図る団体が行う人材育成事業等に対する助成中小企業の技術力向上を図る団体が行う人材育成事業等に対する助成中小企業の技術力向上を図る団体が行う人材育成事業等に対する助成中小企業の技術力向上を図る団体が行う人材育成事業等に対する助成

 10,490  10,490  10,490  10,490 

発発発発

展展展展

力力力力

のののの

ああああ

るるるる

中中中中
技技技技 術術術術 振振振振 興興興興 助助助助 成成成成 費費費費

もももも のののの づづづづ くくくく りりりり 中中中中 小小小小 企企企企 業業業業

新新新新 製製製製 品品品品 開開開開 発発発発 支支支支 援援援援 費費費費

中中中中 小小小小 企企企企 業業業業

経経経経営営営営金金金金融融融融課課課課
特別会計特別会計特別会計特別会計

小小小小規規規規模模模模企企企企業業業業者者者者等等等等設設設設備備備備導導導導入入入入

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

ももももののののづづづづくくくくりりりり基基基基盤盤盤盤強強強強化化化化事事事事業業業業費費費費

 10,490  10,490  10,490  10,490 

(16,437)(16,437)(16,437)(16,437) ○○○○

○○○○ 産業デザイン振興事業費産業デザイン振興事業費産業デザイン振興事業費産業デザイン振興事業費 5,4525,4525,4525,452

 16,666  16,666  16,666  16,666 ○○○○ 福岡県産業デザイン協議会事業負担金福岡県産業デザイン協議会事業負担金福岡県産業デザイン協議会事業負担金福岡県産業デザイン協議会事業負担金 808808808808

(51,975)(51,975)(51,975)(51,975) ○○○○ 工業技術センターが行う研究に要する経費工業技術センターが行う研究に要する経費工業技術センターが行う研究に要する経費工業技術センターが行う研究に要する経費

 51,695  51,695  51,695  51,695 

○○○○ 工業技術センターと企業等の連携の強化等に要する経費工業技術センターと企業等の連携の強化等に要する経費工業技術センターと企業等の連携の強化等に要する経費工業技術センターと企業等の連携の強化等に要する経費

・研究計画促進事業費・研究計画促進事業費・研究計画促進事業費・研究計画促進事業費 1,8201,8201,8201,820

・インターネットによる技術情報提供費・インターネットによる技術情報提供費・インターネットによる技術情報提供費・インターネットによる技術情報提供費 5,5405,5405,5405,540

・科学技術月間関連事業費等・科学技術月間関連事業費等・科学技術月間関連事業費等・科学技術月間関連事業費等 1,7451,7451,7451,745

(41,472)(41,472)(41,472)(41,472) ○○○○ フクオカベンチャーマーケット開催費フクオカベンチャーマーケット開催費フクオカベンチャーマーケット開催費フクオカベンチャーマーケット開催費 5,1215,1215,1215,121

○○○○ ベンチャーサポートセンター事業費ベンチャーサポートセンター事業費ベンチャーサポートセンター事業費ベンチャーサポートセンター事業費 23,95823,95823,95823,958

 29,079  29,079  29,079  29,079 

(1,206)(1,206)(1,206)(1,206) ○○○○ 暑さや病気に強く、早期収穫が可能な新品種開発に要する経費暑さや病気に強く、早期収穫が可能な新品種開発に要する経費暑さや病気に強く、早期収穫が可能な新品種開発に要する経費暑さや病気に強く、早期収穫が可能な新品種開発に要する経費

 708  708  708  708 

(5,573)(5,573)(5,573)(5,573) ○○○○ 収量が多く、早播きが可能な新品種開発に要する経費収量が多く、早播きが可能な新品種開発に要する経費収量が多く、早播きが可能な新品種開発に要する経費収量が多く、早播きが可能な新品種開発に要する経費

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

技技技技 術術術術 振振振振 興興興興 対対対対 策策策策 費費費費

２２２２ ６６６６

福福福福岡岡岡岡ののののナナナナシシシシ新新新新品品品品種種種種開開開開発発発発費費費費

(9,053)(9,053)(9,053)(9,053)

 9,105  9,105  9,105  9,105 

ベベベベ ンンンン チチチチ ャャャャ ーーーー 育育育育 成成成成 事事事事 業業業業 費費費費

小小小小

企企企企

業業業業

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

足足足足

腰腰腰腰

のののの

中小企業のデザインを活用した商品開発支援に要する経費中小企業のデザインを活用した商品開発支援に要する経費中小企業のデザインを活用した商品開発支援に要する経費中小企業のデザインを活用した商品開発支援に要する経費

新新新新技技技技術術術術創創創創造造造造基基基基盤盤盤盤研研研研究究究究事事事事業業業業費費費費

中中中中 小小小小 企企企企 業業業業 デデデデ ザザザザ イイイイ ンンンン

活活活活 用用用用 推推推推 進進進進 費費費費

10,40610,40610,40610,406

(5,573)(5,573)(5,573)(5,573) ○○○○ 収量が多く、早播きが可能な新品種開発に要する経費収量が多く、早播きが可能な新品種開発に要する経費収量が多く、早播きが可能な新品種開発に要する経費収量が多く、早播きが可能な新品種開発に要する経費

 5,300  5,300  5,300  5,300 

かかかか きききき 新新新新 品品品品 種種種種 「「「「 秋秋秋秋 王王王王 」」」」 (13,853)(13,853)(13,853)(13,853) ○○○○ 種なしで糖度の高い新品種「秋王」の安定生産技術の普及等に要する種なしで糖度の高い新品種「秋王」の安定生産技術の普及等に要する種なしで糖度の高い新品種「秋王」の安定生産技術の普及等に要する種なしで糖度の高い新品種「秋王」の安定生産技術の普及等に要する

経費経費経費経費

普普普普 及及及及 事事事事 業業業業 費費費費  4,413  4,413  4,413  4,413 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 農業総合試験場・森林林業技術センター・病害虫防除所の再編整備に農業総合試験場・森林林業技術センター・病害虫防除所の再編整備に農業総合試験場・森林林業技術センター・病害虫防除所の再編整備に農業総合試験場・森林林業技術センター・病害虫防除所の再編整備に

農農農農 業業業業 総総総総 合合合合 試試試試 験験験験 場場場場 要する経費要する経費要する経費要する経費

再再再再 編編編編 整整整整 備備備備 費費費費  212,736  212,736  212,736  212,736 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 施設園芸の増収を図るためのハウス内の気温・湿度・ＣＯ施設園芸の増収を図るためのハウス内の気温・湿度・ＣＯ施設園芸の増収を図るためのハウス内の気温・湿度・ＣＯ施設園芸の増収を図るためのハウス内の気温・湿度・ＣＯ２２２２の制御手の制御手の制御手の制御手

福福福福 岡岡岡岡 型型型型 園園園園 芸芸芸芸 増増増増 収収収収 法の開発に要する経費法の開発に要する経費法の開発に要する経費法の開発に要する経費

技技技技 術術術術 開開開開 発発発発 費費費費  4,848  4,848  4,848  4,848 

中中中中 山山山山 間間間間 地地地地 域域域域 等等等等 直直直直 接接接接 支支支支 払払払払 (654,914)(654,914)(654,914)(654,914) ○○○○ 中山間地域等直接支払制度に係る市町村に対する交付金中山間地域等直接支払制度に係る市町村に対する交付金中山間地域等直接支払制度に係る市町村に対する交付金中山間地域等直接支払制度に係る市町村に対する交付金

交交交交 付付付付 事事事事 業業業業 費費費費  656,397  656,397  656,397  656,397 

農農農農 山山山山 漁漁漁漁 村村村村

振振振振 興興興興 課課課課
６６６６ １１１１ ２２２２

農農農農 林林林林 水水水水 産産産産

政政政政 策策策策 課課課課
６６６６ １１１１ ５５５５

福福福福岡岡岡岡のののの大大大大豆豆豆豆新新新新品品品品種種種種開開開開発発発発費費費費
強強強強

いいいい

農農農農

林林林林

水水水水

産産産産

業業業業

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

新新新新

新新新新

（ 13 ）



（ 14 ）

（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
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
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

(2,708)(2,708)(2,708)(2,708) ○○○○ 中山間地域におけるハゼ実栽培の推進に要する経費中山間地域におけるハゼ実栽培の推進に要する経費中山間地域におけるハゼ実栽培の推進に要する経費中山間地域におけるハゼ実栽培の推進に要する経費

地地地地 域域域域 特特特特 産産産産 物物物物 振振振振 興興興興 費費費費

2,2582,2582,2582,258

協協協協定定定定でででで育育育育むむむむ「「「「農農農農山山山山村村村村ととととのののの (5,012)(5,012)(5,012)(5,012) ○○○○ 農山村と企業・団体等の共助活動を推進するためのモデル事業に要す農山村と企業・団体等の共助活動を推進するためのモデル事業に要す農山村と企業・団体等の共助活動を推進するためのモデル事業に要す農山村と企業・団体等の共助活動を推進するためのモデル事業に要す

る経費る経費る経費る経費

絆絆絆絆 」」」」 モモモモ デデデデ ルルルル 事事事事 業業業業 費費費費 4,5154,5154,5154,515

○○○○ 両筑平野用水管理費負担金両筑平野用水管理費負担金両筑平野用水管理費負担金両筑平野用水管理費負担金 24,56424,56424,56424,564

○○○○ 国営耳納山麓総合かんがい排水事業負担金国営耳納山麓総合かんがい排水事業負担金国営耳納山麓総合かんがい排水事業負担金国営耳納山麓総合かんがい排水事業負担金 462,378462,378462,378462,378

○○○○ 水資源機構営両筑平野用水事業負担金水資源機構営両筑平野用水事業負担金水資源機構営両筑平野用水事業負担金水資源機構営両筑平野用水事業負担金 405,633405,633405,633405,633

(7,153,747)(7,153,747)(7,153,747)(7,153,747) ○○○○ 国営筑後川下流かんがい排水事業負担金国営筑後川下流かんがい排水事業負担金国営筑後川下流かんがい排水事業負担金国営筑後川下流かんがい排水事業負担金 762,282762,282762,282762,282

○○○○ 国営海岸保全施設整備事業負担金国営海岸保全施設整備事業負担金国営海岸保全施設整備事業負担金国営海岸保全施設整備事業負担金 530,403530,403530,403530,403

 4,324,632  4,324,632  4,324,632  4,324,632 ○○○○ 国営椎田地区農地再編整備事業負担金国営椎田地区農地再編整備事業負担金国営椎田地区農地再編整備事業負担金国営椎田地区農地再編整備事業負担金 128128128128

○○○○ 水資源機構営筑後川下流用水事業負担金水資源機構営筑後川下流用水事業負担金水資源機構営筑後川下流用水事業負担金水資源機構営筑後川下流用水事業負担金 1,389,6061,389,6061,389,6061,389,606

○○○○ 水資源機構営筑後川下流用水事業管理費負担金水資源機構営筑後川下流用水事業管理費負担金水資源機構営筑後川下流用水事業管理費負担金水資源機構営筑後川下流用水事業管理費負担金 160,708160,708160,708160,708

○○○○ 国営総合農地防災事業負担金国営総合農地防災事業負担金国営総合農地防災事業負担金国営総合農地防災事業負担金 588,930588,930588,930588,930

４４４４

足足足足

腰腰腰腰

のののの

強強強強

２２２２１１１１

６６６６

農農農農 山山山山 漁漁漁漁 村村村村

振振振振 興興興興 課課課課

６６６６

２２２２ 国国国国 営営営営 事事事事 業業業業 等等等等 負負負負 担担担担 金金金金

○○○○ ほ場整備事業費ほ場整備事業費ほ場整備事業費ほ場整備事業費 864,329864,329864,329864,329

○○○○ かんがい排水事業費かんがい排水事業費かんがい排水事業費かんがい排水事業費 1,713,3731,713,3731,713,3731,713,373

(6,349,075)(6,349,075)(6,349,075)(6,349,075) ○○○○ 農道整備事業費農道整備事業費農道整備事業費農道整備事業費 48,81548,81548,81548,815

○○○○ 農地等保全管理事業費農地等保全管理事業費農地等保全管理事業費農地等保全管理事業費 3,205,1673,205,1673,205,1673,205,167

6,894,0316,894,0316,894,0316,894,031 ○○○○ 県単独公共事業費県単独公共事業費県単独公共事業費県単独公共事業費 1,062,3471,062,3471,062,3471,062,347

・農村環境整備事業費・農村環境整備事業費・農村環境整備事業費・農村環境整備事業費 806,637806,637806,637806,637

・土地改良事業実施計画費・土地改良事業実施計画費・土地改良事業実施計画費・土地改良事業実施計画費 255,710255,710255,710255,710

(4,270)(4,270)(4,270)(4,270) ○○○○ 作業道等整備事業費作業道等整備事業費作業道等整備事業費作業道等整備事業費 4,0294,0294,0294,029

○○○○ 特用林産産地振興推進費特用林産産地振興推進費特用林産産地振興推進費特用林産産地振興推進費 366366366366

 4,395  4,395  4,395  4,395 

○○○○ 　 食育・地産地消を推進するためのモデル事業に取り組む企業等に　 食育・地産地消を推進するためのモデル事業に取り組む企業等に　 食育・地産地消を推進するためのモデル事業に取り組む企業等に　 食育・地産地消を推進するためのモデル事業に取り組む企業等に

対する助成対する助成対する助成対する助成 3,0003,0003,0003,000

○○○○ 　 子どもが取り組む「ふくおかの弁当の日」の実践校の拡大に要す　 子どもが取り組む「ふくおかの弁当の日」の実践校の拡大に要す　 子どもが取り組む「ふくおかの弁当の日」の実践校の拡大に要す　 子どもが取り組む「ふくおかの弁当の日」の実践校の拡大に要す

る経費る経費る経費る経費 2,2692,2692,2692,269

○○○○ 「ふくおかの農業応援団」の募集・登録等に要する経費「ふくおかの農業応援団」の募集・登録等に要する経費「ふくおかの農業応援団」の募集・登録等に要する経費「ふくおかの農業応援団」の募集・登録等に要する経費 10,51610,51610,51610,516

○○○○ 市町村等が行う食育シンポジウムの開催に対する助成等市町村等が行う食育シンポジウムの開催に対する助成等市町村等が行う食育シンポジウムの開催に対する助成等市町村等が行う食育シンポジウムの開催に対する助成等 18,49518,49518,49518,495

(19,979)(19,979)(19,979)(19,979) ○○○○ 地球温暖化防止等に効果の高い営農活動に対する助成地球温暖化防止等に効果の高い営農活動に対する助成地球温暖化防止等に効果の高い営農活動に対する助成地球温暖化防止等に効果の高い営農活動に対する助成

 20,157  20,157  20,157  20,157 

○○○○ 県産果実の学校給食への導入を促進するための経費県産果実の学校給食への導入を促進するための経費県産果実の学校給食への導入を促進するための経費県産果実の学校給食への導入を促進するための経費

(25,066)(25,066)(25,066)(25,066)

いいいい

農農農農

林林林林

水水水水

産産産産

業業業業

１１１１
「「「「 いいいい たたたた だだだだ きききき まままま すすすす ！！！！
福福福福 岡岡岡岡 のののの おおおお いいいい しししし いいいい 幸幸幸幸 せせせせ 」」」」
県県県県 民民民民 運運運運 動動動動 強強強強 化化化化 費費費費

６６６６

２２２２
農農農農 山山山山 漁漁漁漁 村村村村

振振振振 興興興興 課課課課
６６６６ ５５５５

食食食食のののの安安安安全全全全・・・・

地地地地産産産産地地地地消消消消課課課課

 34,280  34,280  34,280  34,280 

基基基基 盤盤盤盤 整整整整 備備備備 事事事事 業業業業 費費費費

１１１１ ３３３３ 環環環環境境境境保保保保全全全全型型型型農農農農業業業業直直直直接接接接支支支支援援援援費費費費

特特特特 用用用用 林林林林 産産産産 振振振振 興興興興 対対対対 策策策策 費費費費

６６６６ １１１１

農農農農 山山山山 漁漁漁漁 村村村村
振振振振 興興興興 課課課課

農農農農 村村村村 森森森森 林林林林
整整整整 備備備備 課課課課

６６６６ ４４４４ ２２２２

新新新新

新新新新

県県県県 産産産産 果果果果 実実実実 学学学学 校校校校 給給給給 食食食食 (9,609)(9,609)(9,609)(9,609) ○○○○ 県産果実の学校給食への導入を促進するための経費県産果実の学校給食への導入を促進するための経費県産果実の学校給食への導入を促進するための経費県産果実の学校給食への導入を促進するための経費

導導導導 入入入入 促促促促 進進進進 費費費費  3,599  3,599  3,599  3,599 

(12,888)(12,888)(12,888)(12,888) ○○○○ 「夢つくし」及び「元気つくし」の学校給食への導入を促進するため「夢つくし」及び「元気つくし」の学校給食への導入を促進するため「夢つくし」及び「元気つくし」の学校給食への導入を促進するため「夢つくし」及び「元気つくし」の学校給食への導入を促進するため

県県県県 産産産産 米米米米 消消消消 費費費費 拡拡拡拡 大大大大 事事事事 業業業業 費費費費 の経費の経費の経費の経費

 11,098  11,098  11,098  11,098 

(37,597)(37,597)(37,597)(37,597) ○○○○ 農業近代化資金利子補給費等農業近代化資金利子補給費等農業近代化資金利子補給費等農業近代化資金利子補給費等

 35,282  35,282  35,282  35,282 

・融資枠　　　25億円・融資枠　　　25億円・融資枠　　　25億円・融資枠　　　25億円

・利子補給率　0.40%～1.83%・利子補給率　0.40%～1.83%・利子補給率　0.40%～1.83%・利子補給率　0.40%～1.83%

(16,404)(16,404)(16,404)(16,404) ○○○○ 農業経営体育成資金利子補給費等(スーパーＬ資金)農業経営体育成資金利子補給費等(スーパーＬ資金)農業経営体育成資金利子補給費等(スーパーＬ資金)農業経営体育成資金利子補給費等(スーパーＬ資金)

 12,036  12,036  12,036  12,036 

６６６６ ２２２２をををを

つつつつ

くくくく

るるるる
130,483130,483130,483130,483

６６６６ ２２２２

４４４４団体指導課団体指導課団体指導課団体指導課 ６６６６ 債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為

２２２２

３３３３

農農農農 業業業業 経経経経 営営営営 体体体体 育育育育 成成成成 資資資資 金金金金

融融融融 通通通通 対対対対 策策策策 費費費費

１１１１

農農農農業業業業近近近近代代代代化化化化資資資資金金金金融融融融通通通通対対対対策策策策費費費費



（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
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
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

(2,652)(2,652)(2,652)(2,652) ○○○○ 農家負担軽減特別資金利子補給費等農家負担軽減特別資金利子補給費等農家負担軽減特別資金利子補給費等農家負担軽減特別資金利子補給費等

 2,475  2,475  2,475  2,475 

・融資枠　　　2億円・融資枠　　　2億円・融資枠　　　2億円・融資枠　　　2億円

・利子補給率　1.125%・利子補給率　1.125%・利子補給率　1.125%・利子補給率　1.125%

(907)(907)(907)(907) ○○○○ 被災農林漁業者の経営再建を図るための融資に対する利子補給費被災農林漁業者の経営再建を図るための融資に対する利子補給費被災農林漁業者の経営再建を図るための融資に対する利子補給費被災農林漁業者の経営再建を図るための融資に対する利子補給費

 769  769  769  769 

・融資枠　　　310百万円・融資枠　　　310百万円・融資枠　　　310百万円・融資枠　　　310百万円

・利子補給率　0.155%～1.185%・利子補給率　0.155%～1.185%・利子補給率　0.155%～1.185%・利子補給率　0.155%～1.185%

(190,000)(190,000)(190,000)(190,000) ○○○○ 木材関連業者の事業の合理化を推進するために要する経費木材関連業者の事業の合理化を推進するために要する経費木材関連業者の事業の合理化を推進するために要する経費木材関連業者の事業の合理化を推進するために要する経費

（融資枠　580百万円）（融資枠　580百万円）（融資枠　580百万円）（融資枠　580百万円）

 190,000  190,000  190,000  190,000 　　　　　　　　

(151,554)(151,554)(151,554)(151,554) ○○○○ 林業・木材産業改善資金貸付金等林業・木材産業改善資金貸付金等林業・木材産業改善資金貸付金等林業・木材産業改善資金貸付金等

 264,818  264,818  264,818  264,818 

足足足足

腰腰腰腰

のののの

強強強強

特別会計特別会計特別会計特別会計

６６６６ １１１１ ４４４４

団団団団体体体体指指指指導導導導課課課課

木木木木 材材材材 産産産産 業業業業 等等等等 高高高高 度度度度 化化化化

推推推推 進進進進 資資資資 金金金金 助助助助 成成成成 事事事事 業業業業 費費費費

2,8532,8532,8532,853

農農農農 家家家家 負負負負 担担担担 軽軽軽軽 減減減減 支支支支 援援援援

特特特特 別別別別 資資資資 金金金金 融融融融 通通通通 対対対対 策策策策 費費費費

林林林林業業業業改改改改善善善善資資資資金金金金助助助助成成成成事事事事業業業業費費費費

農農農農 林林林林 漁漁漁漁 業業業業 災災災災 害害害害 対対対対 策策策策 資資資資 金金金金

融融融融 通通通通 対対対対 策策策策 費費費費

債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為

債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為 19,85619,85619,85619,856

 264,818  264,818  264,818  264,818 　　　　　　　　

○○○○

要する経費要する経費要する経費要する経費 9,7769,7769,7769,776

(34,685)(34,685)(34,685)(34,685) ○○○○ 安定輸出に向けた輸出園地認可取得等に要する経費安定輸出に向けた輸出園地認可取得等に要する経費安定輸出に向けた輸出園地認可取得等に要する経費安定輸出に向けた輸出園地認可取得等に要する経費 1,3251,3251,3251,325

○○○○ 　 新たな鮮度保持技術を活用した輸送の実証及び新規輸出国の開拓　 新たな鮮度保持技術を活用した輸送の実証及び新規輸出国の開拓　 新たな鮮度保持技術を活用した輸送の実証及び新規輸出国の開拓　 新たな鮮度保持技術を活用した輸送の実証及び新規輸出国の開拓

 40,935  40,935  40,935  40,935 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 27,60427,60427,60427,604

○○○○ 　 花きや水産物を新規輸出品目とした販路開拓等に要する経費　 花きや水産物を新規輸出品目とした販路開拓等に要する経費　 花きや水産物を新規輸出品目とした販路開拓等に要する経費　 花きや水産物を新規輸出品目とした販路開拓等に要する経費

2,2302,2302,2302,230

ふふふふ くくくく おおおお かかかか 農農農農 林林林林 水水水水 産産産産 物物物物 (17,765)(17,765)(17,765)(17,765) ○○○○ 県内及び大都市圏における消費拡大のためのＰＲ活動等に要する経費県内及び大都市圏における消費拡大のためのＰＲ活動等に要する経費県内及び大都市圏における消費拡大のためのＰＲ活動等に要する経費県内及び大都市圏における消費拡大のためのＰＲ活動等に要する経費

販販販販 売売売売 促促促促 進進進進 費費費費  17,135  17,135  17,135  17,135 

活活活活 力力力力 ああああ るるるる 高高高高 収収収収 益益益益 型型型型 園園園園 芸芸芸芸 (1,400,000)(1,400,000)(1,400,000)(1,400,000) ○○○○ 園芸産地の育成、雇用型経営導入、６次産業化推進及び夏季の高温対園芸産地の育成、雇用型経営導入、６次産業化推進及び夏季の高温対園芸産地の育成、雇用型経営導入、６次産業化推進及び夏季の高温対園芸産地の育成、雇用型経営導入、６次産業化推進及び夏季の高温対

策を図るための生産流通施設の整備等に対する助成策を図るための生産流通施設の整備等に対する助成策を図るための生産流通施設の整備等に対する助成策を図るための生産流通施設の整備等に対する助成

産産産産 地地地地 育育育育 成成成成 事事事事 業業業業 費費費費  1,400,000  1,400,000  1,400,000  1,400,000 

「「「「花花花花ああああふふふふれれれれるるるるふふふふくくくくおおおおかかかか」」」」 (3,305)(3,305)(3,305)(3,305) ○○○○ 県産花きの消費拡大に要する経費県産花きの消費拡大に要する経費県産花きの消費拡大に要する経費県産花きの消費拡大に要する経費

総総総総 合合合合 推推推推 進進進進 費費費費  2,694  2,694  2,694  2,694 

「「「「ととととよよよよみみみみつつつつひひひひめめめめ」」」」競競競競争争争争力力力力 (1,372)(1,372)(1,372)(1,372) ○○○○ 「とよみつひめ」の品質向上に要する経費「とよみつひめ」の品質向上に要する経費「とよみつひめ」の品質向上に要する経費「とよみつひめ」の品質向上に要する経費

いいいい

農農農農

林林林林

水水水水

産産産産

業業業業 園園園園芸芸芸芸振振振振興興興興課課課課

海外マーケットにおける福岡フェアの開催、国際見本市への出展等に海外マーケットにおける福岡フェアの開催、国際見本市への出展等に海外マーケットにおける福岡フェアの開催、国際見本市への出展等に海外マーケットにおける福岡フェアの開催、国際見本市への出展等に

県県県県産産産産農農農農林林林林水水水水産産産産物物物物輸輸輸輸出出出出促促促促進進進進費費費費６６６６ １１１１ １１１１ 新新新新

新新新新

強強強強 化化化化 費費費費  375  375  375  375 

○○○○ 県産農林水産物を活用した農商工連携の新商品開発等の支援に要する県産農林水産物を活用した農商工連携の新商品開発等の支援に要する県産農林水産物を活用した農商工連携の新商品開発等の支援に要する県産農林水産物を活用した農商工連携の新商品開発等の支援に要する

(36,409)(36,409)(36,409)(36,409) 経費経費経費経費 15,83515,83515,83515,835

６６６６ 次次次次 産産産産 業業業業 化化化化 推推推推 進進進進 費費費費 ○○○○ ６次産業化を支援する総合窓口の運営に要する経費６次産業化を支援する総合窓口の運営に要する経費６次産業化を支援する総合窓口の運営に要する経費６次産業化を支援する総合窓口の運営に要する経費 18,03018,03018,03018,030

81,06281,06281,06281,062 ○○○○ 　 農林水産物の加工・販売施設の整備等に対する助成　 農林水産物の加工・販売施設の整備等に対する助成　 農林水産物の加工・販売施設の整備等に対する助成　 農林水産物の加工・販売施設の整備等に対する助成 44,91644,91644,91644,916

○○○○ 　 ６次産業化の取組みによる優良商品の認証等に要する経費　 ６次産業化の取組みによる優良商品の認証等に要する経費　 ６次産業化の取組みによる優良商品の認証等に要する経費　 ６次産業化の取組みによる優良商品の認証等に要する経費

(40,408)(40,408)(40,408)(40,408) ○○○○ 被災果樹・茶等の改植経費等に対する助成被災果樹・茶等の改植経費等に対する助成被災果樹・茶等の改植経費等に対する助成被災果樹・茶等の改植経費等に対する助成

被被被被災災災災果果果果樹樹樹樹・・・・茶茶茶茶等等等等改改改改植植植植支支支支援援援援費費費費

9,0099,0099,0099,009

園園園園 芸芸芸芸 施施施施 設設設設 ハハハハ イイイイ ブブブブ リリリリ ッッッッ ドドドド (60,424)(60,424)(60,424)(60,424) ○○○○ 木質チップを活用した園芸ハウス用ボイラーの実証等に要する経費木質チップを活用した園芸ハウス用ボイラーの実証等に要する経費木質チップを活用した園芸ハウス用ボイラーの実証等に要する経費木質チップを活用した園芸ハウス用ボイラーの実証等に要する経費

暖暖暖暖房房房房シシシシスススステテテテムムムム（（（（福福福福岡岡岡岡方方方方式式式式））））

モモモモ デデデデ ルルルル 事事事事 業業業業 費費費費 7,4027,4027,4027,402

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 認知度向上のための情報発信や飲食店、コンビニ、ホテル等と連携し認知度向上のための情報発信や飲食店、コンビニ、ホテル等と連携し認知度向上のための情報発信や飲食店、コンビニ、ホテル等と連携し認知度向上のための情報発信や飲食店、コンビニ、ホテル等と連携し

ブブブブ ララララ ンンンン ドドドド 農農農農 林林林林 水水水水 産産産産 物物物物 た商品開発等に要する経費た商品開発等に要する経費た商品開発等に要する経費た商品開発等に要する経費

育育育育 成成成成 対対対対 策策策策 費費費費 14,87314,87314,87314,873

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

２２２２６６６６ ２２２２

新新新新

新新新新

新新新新

2,2812,2812,2812,281

（ 15 ）



（ 16 ）

（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
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
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

○○○○ 認知度向上のためのＰＲ活動に要する経費認知度向上のためのＰＲ活動に要する経費認知度向上のためのＰＲ活動に要する経費認知度向上のためのＰＲ活動に要する経費

２２２２ ２２２２ 農農農農 林林林林 水水水水 産産産産 物物物物 ブブブブ ララララ ンンンン ドドドド (15,145)(15,145)(15,145)(15,145) 　とよみつひめ、ラー麦、博多和牛　とよみつひめ、ラー麦、博多和牛　とよみつひめ、ラー麦、博多和牛　とよみつひめ、ラー麦、博多和牛

３３３３

３３３３ ２２２２ 確確確確 立立立立 対対対対 策策策策 費費費費  10,766  10,766  10,766  10,766 

(805,264)(805,264)(805,264)(805,264) ○○○○ 集出荷施設等の整備に対する助成集出荷施設等の整備に対する助成集出荷施設等の整備に対する助成集出荷施設等の整備に対する助成

園園園園芸芸芸芸農農農農業業業業生生生生産産産産総総総総合合合合対対対対策策策策費費費費
 2,783,171  2,783,171  2,783,171  2,783,171 

(7,108)(7,108)(7,108)(7,108) ○○○○ 園芸農業における雇用システムの実証等に対する助成等園芸農業における雇用システムの実証等に対する助成等園芸農業における雇用システムの実証等に対する助成等園芸農業における雇用システムの実証等に対する助成等

 5,293  5,293  5,293  5,293 

○○○○ 大規模農家等の負担軽減を図るための農地・農業用水路の保全活動等大規模農家等の負担軽減を図るための農地・農業用水路の保全活動等大規模農家等の負担軽減を図るための農地・農業用水路の保全活動等大規模農家等の負担軽減を図るための農地・農業用水路の保全活動等

に対する交付金に対する交付金に対する交付金に対する交付金

　　　　

園芸振興課園芸振興課園芸振興課園芸振興課

足足足足

腰腰腰腰

のののの

強強強強

園園園園芸芸芸芸振振振振興興興興課課課課

水水水水 田田田田 農農農農 業業業業
振振振振 興興興興 課課課課

畜畜畜畜 産産産産 課課課課

６６６６

６６６６

６６６６ ２２２２ ４４４４ 雇雇雇雇 用用用用 型型型型 園園園園 芸芸芸芸 農農農農 業業業業 推推推推 進進進進 費費費費

２２２２ ３３３３

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

 536,947  536,947  536,947  536,947 

６６６６ １１１１ ２２２２ 多多多多 面面面面 的的的的 機機機機 能能能能 支支支支 払払払払 事事事事 業業業業 費費費費

新新新新

水水水水 田田田田 農農農農 業業業業 担担担担 いいいい 手手手手 (175,000)(175,000)(175,000)(175,000) ○○○○ 農作業集約化及び生産規模拡大に取り組む担い手が行う機械導入に対農作業集約化及び生産規模拡大に取り組む担い手が行う機械導入に対農作業集約化及び生産規模拡大に取り組む担い手が行う機械導入に対農作業集約化及び生産規模拡大に取り組む担い手が行う機械導入に対

する助成する助成する助成する助成

機機機機 械械械械 導導導導 入入入入 支支支支 援援援援 費費費費  175,000  175,000  175,000  175,000 　　　　

(275,014)(275,014)(275,014)(275,014) ○○○○ 生産体制の高度化を図るための施設整備に対する助成生産体制の高度化を図るための施設整備に対する助成生産体制の高度化を図るための施設整備に対する助成生産体制の高度化を図るための施設整備に対する助成

水水水水田田田田農農農農業業業業生生生生産産産産総総総総合合合合対対対対策策策策費費費費
 990,805  990,805  990,805  990,805 　　　　　　　　

(278,131)(278,131)(278,131)(278,131) ○○○○ 大規模化や多角化等に取り組む法人及び専業農家に対する助成大規模化や多角化等に取り組む法人及び専業農家に対する助成大規模化や多角化等に取り組む法人及び専業農家に対する助成大規模化や多角化等に取り組む法人及び専業農家に対する助成

 22,000  22,000  22,000  22,000 

経経経経 営営営営 所所所所 得得得得 安安安安 定定定定 対対対対 策策策策 (453,217)(453,217)(453,217)(453,217) ○○○○ 米の直接支払交付金に係る市町村事務費等に対する助成米の直接支払交付金に係る市町村事務費等に対する助成米の直接支払交付金に係る市町村事務費等に対する助成米の直接支払交付金に係る市町村事務費等に対する助成

関関関関 連連連連 事事事事 業業業業 費費費費  256,030  256,030  256,030  256,030 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 農地中間管理機構が行う農地賃借・売買業務に対する助成農地中間管理機構が行う農地賃借・売買業務に対する助成農地中間管理機構が行う農地賃借・売買業務に対する助成農地中間管理機構が行う農地賃借・売買業務に対する助成

農農農農地地地地中中中中間間間間管管管管理理理理機機機機構構構構事事事事業業業業費費費費 ○○○○ 農地の出し手に対する機構集積協力金の交付（10年以上の貸付）農地の出し手に対する機構集積協力金の交付（10年以上の貸付）農地の出し手に対する機構集積協力金の交付（10年以上の貸付）農地の出し手に対する機構集積協力金の交付（10年以上の貸付）

690,234690,234690,234690,234 391,690391,690391,690391,690

○○○○ 県単独による農地の出し手に対する農地集積交付金の交付（3年以上県単独による農地の出し手に対する農地集積交付金の交付（3年以上県単独による農地の出し手に対する農地集積交付金の交付（3年以上県単独による農地の出し手に対する農地集積交付金の交付（3年以上

の貸付）の貸付）の貸付）の貸付） 55,25055,25055,25055,250

○○○○ 担い手が取り組む経営基盤の強化に資する取組みへの助成担い手が取り組む経営基盤の強化に資する取組みへの助成担い手が取り組む経営基盤の強化に資する取組みへの助成担い手が取り組む経営基盤の強化に資する取組みへの助成

水水水水 田田田田 農農農農 業業業業

振振振振 興興興興 課課課課

87,50787,50787,50787,507

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

６６６６ ２２２２

力力力力強強強強いいいい水水水水田田田田農農農農業業業業確確確確立立立立事事事事業業業業費費費費

いいいい

農農農農

林林林林

水水水水

産産産産

業業業業

３３３３

水水水水 田田田田 農農農農 業業業業 経経経経 営営営営 力力力力 強強強強 化化化化 費費費費

新新新新 298,544298,544298,544298,544

新新新新

30,79430,79430,79430,794

○○○○ 飼料用米の低コスト生産技術の実証等に要する経費飼料用米の低コスト生産技術の実証等に要する経費飼料用米の低コスト生産技術の実証等に要する経費飼料用米の低コスト生産技術の実証等に要する経費 1,4631,4631,4631,463

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 農地中間管理事業支援基金の積立てに要する経費農地中間管理事業支援基金の積立てに要する経費農地中間管理事業支援基金の積立てに要する経費農地中間管理事業支援基金の積立てに要する経費

農農農農 地地地地 中中中中 間間間間 管管管管 理理理理 事事事事 業業業業 支支支支 援援援援

基基基基 金金金金 積積積積 立立立立 金金金金 596,589596,589596,589596,589 　　　　　　　　

(655,639)(655,639)(655,639)(655,639) ○○○○ 農林漁業就業セミナーの開催等に要する経費農林漁業就業セミナーの開催等に要する経費農林漁業就業セミナーの開催等に要する経費農林漁業就業セミナーの開催等に要する経費 5,4045,4045,4045,404

○○○○ 市町村が行う新規就農支援活動に対する助成等市町村が行う新規就農支援活動に対する助成等市町村が行う新規就農支援活動に対する助成等市町村が行う新規就農支援活動に対する助成等 15,56815,56815,56815,568

 951,295  951,295  951,295  951,295 ○○○○ 青年就農給付金の交付青年就農給付金の交付青年就農給付金の交付青年就農給付金の交付 930,323930,323930,323930,323

(9,953)(9,953)(9,953)(9,953) ○○○○ 新規就農者及び農村女性に対する研修等に要する経費　   新規就農者及び農村女性に対する研修等に要する経費　   新規就農者及び農村女性に対する研修等に要する経費　   新規就農者及び農村女性に対する研修等に要する経費　   4,2034,2034,2034,203

○○○○ 就農相談・就農啓発活動等に対する助成就農相談・就農啓発活動等に対する助成就農相談・就農啓発活動等に対する助成就農相談・就農啓発活動等に対する助成 3,5543,5543,5543,554

 9,884  9,884  9,884  9,884 ○○○○ 青年農業者の育成に要する経費青年農業者の育成に要する経費青年農業者の育成に要する経費青年農業者の育成に要する経費 2,1272,1272,1272,127

○○○○ 負担軽減を図るための営農ヘルパー及びあんしんの広場の設置等に対負担軽減を図るための営農ヘルパー及びあんしんの広場の設置等に対負担軽減を図るための営農ヘルパー及びあんしんの広場の設置等に対負担軽減を図るための営農ヘルパー及びあんしんの広場の設置等に対

する助成する助成する助成する助成 2,8062,8062,8062,806

○○○○ 新商品開発及び起業化への取組に対する助成新商品開発及び起業化への取組に対する助成新商品開発及び起業化への取組に対する助成新商品開発及び起業化への取組に対する助成 2,9912,9912,9912,991

○○○○ 経営管理技術を習得するための研修会開催費経営管理技術を習得するための研修会開催費経営管理技術を習得するための研修会開催費経営管理技術を習得するための研修会開催費 3,1633,1633,1633,163

87,50787,50787,50787,507

 8,960  8,960  8,960  8,960 ２２２２ ４４４４

若若若若 者者者者 のののの 農農農農 業業業業 参参参参 入入入入

定定定定 着着着着 支支支支 援援援援 費費費費

たたたた くくくく まままま しししし いいいい 農農農農 業業業業 人人人人 材材材材

育育育育 成成成成 事事事事 業業業業 費費費費

１１１１

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

経経経経 営営営営 技技技技 術術術術

支支支支 援援援援 課課課課

(10,854)(10,854)(10,854)(10,854)

６６６６

１１１１

４４４４

１１１１

女女女女 性性性性 農農農農 業業業業 者者者者 活活活活 動動動動 支支支支 援援援援 費費費費

６６６６

新新新新



（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
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
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

○○○○ 鳥獣被害防止のための侵入防止柵の整備等に対する助成鳥獣被害防止のための侵入防止柵の整備等に対する助成鳥獣被害防止のための侵入防止柵の整備等に対する助成鳥獣被害防止のための侵入防止柵の整備等に対する助成 704,630704,630704,630704,630

○○○○ 広域の専門捕獲隊編成に対する助成等広域の専門捕獲隊編成に対する助成等広域の専門捕獲隊編成に対する助成等広域の専門捕獲隊編成に対する助成等 22,18922,18922,18922,189

○○○○ 地域ぐるみの有害鳥獣対策モデル集落への支援等地域ぐるみの有害鳥獣対策モデル集落への支援等地域ぐるみの有害鳥獣対策モデル集落への支援等地域ぐるみの有害鳥獣対策モデル集落への支援等 10,19410,19410,19410,194

○○○○ 獣肉処理加工施設の広域利用の検証等に要する経費獣肉処理加工施設の広域利用の検証等に要する経費獣肉処理加工施設の広域利用の検証等に要する経費獣肉処理加工施設の広域利用の検証等に要する経費 6,1886,1886,1886,188

受受受受 精精精精 卵卵卵卵 移移移移 植植植植 等等等等 実実実実 用用用用 化化化化 (1,719)(1,719)(1,719)(1,719) ○○○○

確確確確 立立立立 事事事事 業業業業 費費費費  1,765  1,765  1,765  1,765 

(2,869)(2,869)(2,869)(2,869) ○○○○ 畜産業者の経営再建を図るための融資に対する利子補給費畜産業者の経営再建を図るための融資に対する利子補給費畜産業者の経営再建を図るための融資に対する利子補給費畜産業者の経営再建を図るための融資に対する利子補給費

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

・融資枠　　　800百万円・融資枠　　　800百万円・融資枠　　　800百万円・融資枠　　　800百万円

・利子補給率　0.12%・利子補給率　0.12%・利子補給率　0.12%・利子補給率　0.12%

○○○○ 規模拡大に取り組む担い手が行う施設整備や自給飼料の利用に必要な規模拡大に取り組む担い手が行う施設整備や自給飼料の利用に必要な規模拡大に取り組む担い手が行う施設整備や自給飼料の利用に必要な規模拡大に取り組む担い手が行う施設整備や自給飼料の利用に必要な

機械等の導入に対する助成機械等の導入に対する助成機械等の導入に対する助成機械等の導入に対する助成 52,28052,28052,28052,280

○○○○ 　 乳牛の雌雄産み分け技術導入に対する助成　 乳牛の雌雄産み分け技術導入に対する助成　 乳牛の雌雄産み分け技術導入に対する助成　 乳牛の雌雄産み分け技術導入に対する助成 5,0005,0005,0005,000

(742,182)(742,182)(742,182)(742,182)

743,201743,201743,201743,201

農農農農 林林林林 水水水水 産産産産 物物物物 鳥鳥鳥鳥 獣獣獣獣 被被被被 害害害害

防防防防 止止止止 対対対対 策策策策 費費費費

14,67414,67414,67414,674

(37,400)(37,400)(37,400)(37,400)

 65,623  65,623  65,623  65,623 

ふふふふ くくくく おおおお かかかか のののの 畜畜畜畜 産産産産 競競競競 争争争争 力力力力

強強強強 化化化化 費費費費

２２２２
２２２２
７７７７

畜畜畜畜産産産産経経経経営営営営維維維維持持持持緊緊緊緊急急急急支支支支援援援援資資資資金金金金

融融融融 通通通通 対対対対 策策策策 費費費費

３３３３ ２２２２
債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為

牛の受精卵の分割処理及び移植の実用化促進に要する経費牛の受精卵の分割処理及び移植の実用化促進に要する経費牛の受精卵の分割処理及び移植の実用化促進に要する経費牛の受精卵の分割処理及び移植の実用化促進に要する経費

２２２２
５５５５

足足足足

腰腰腰腰

のののの

強強強強

畜畜畜畜 産産産産 課課課課

６６６６

６６６６

新新新新

○○○○ 　 「博多和牛」の早期発育技術の実証に要する経費　 「博多和牛」の早期発育技術の実証に要する経費　 「博多和牛」の早期発育技術の実証に要する経費　 「博多和牛」の早期発育技術の実証に要する経費 8,3438,3438,3438,343

九九九九州州州州一一一一へへへへ「「「「ははははかかかかたたたた地地地地どどどどりりりり」」」」 (9,668)(9,668)(9,668)(9,668) ○○○○ 「はかた地どり」の生産拡大に要する経費「はかた地どり」の生産拡大に要する経費「はかた地どり」の生産拡大に要する経費「はかた地どり」の生産拡大に要する経費

倍倍倍倍 増増増増 事事事事 業業業業 費費費費 5,3095,3095,3095,309

(33,448)(33,448)(33,448)(33,448) ○○○○ 国営及び付帯県営事業で造成した水利施設に係る管理計画の策定等に国営及び付帯県営事業で造成した水利施設に係る管理計画の策定等に国営及び付帯県営事業で造成した水利施設に係る管理計画の策定等に国営及び付帯県営事業で造成した水利施設に係る管理計画の策定等に

要する経費要する経費要する経費要する経費

 33,942  33,942  33,942  33,942 

(2,353,890)(2,353,890)(2,353,890)(2,353,890) ○○○○ 農業生産基盤と農村生活環境基盤の総合的な整備に要する経費農業生産基盤と農村生活環境基盤の総合的な整備に要する経費農業生産基盤と農村生活環境基盤の総合的な整備に要する経費農業生産基盤と農村生活環境基盤の総合的な整備に要する経費

 2,188,872  2,188,872  2,188,872  2,188,872 

(342,195)(342,195)(342,195)(342,195) ○○○○ 中山間地域における活性化のための総合整備に要する経費中山間地域における活性化のための総合整備に要する経費中山間地域における活性化のための総合整備に要する経費中山間地域における活性化のための総合整備に要する経費

 768,873  768,873  768,873  768,873 

(81,375)(81,375)(81,375)(81,375) ○○○○ 中山間地域における耕作放棄地の悪影響の除去と優良地の保全整備に中山間地域における耕作放棄地の悪影響の除去と優良地の保全整備に中山間地域における耕作放棄地の悪影響の除去と優良地の保全整備に中山間地域における耕作放棄地の悪影響の除去と優良地の保全整備に

農農農農 地地地地 環環環環 境境境境 整整整整 備備備備 事事事事 業業業業 費費費費 要する経費要する経費要する経費要する経費

 106,050  106,050  106,050  106,050 

○○○○ 県代行林道開設費県代行林道開設費県代行林道開設費県代行林道開設費 1,156,9001,156,9001,156,9001,156,900

(2,292,671)(2,292,671)(2,292,671)(2,292,671) ○○○○ 県営林道開設費県営林道開設費県営林道開設費県営林道開設費 429,000429,000429,000429,000

６６６６ ２２２２

農農農農 村村村村 森森森森 林林林林

整整整整 備備備備 課課課課

 65,623  65,623  65,623  65,623 強強強強 化化化化 費費費費

４４４４

中中中中 山山山山 間間間間 地地地地 域域域域 農農農農 村村村村 活活活活 性性性性 化化化化

総総総総 合合合合 整整整整 備備備備 事事事事 業業業業 費費費費

国国国国 営営営営 造造造造 成成成成 水水水水 利利利利 施施施施 設設設設

管管管管 理理理理 体体体体 制制制制 整整整整 備備備備 事事事事 業業業業 費費費費

農農農農 村村村村 総総総総 合合合合 整整整整 備備備備 事事事事 業業業業 費費費費

いいいい

農農農農

林林林林

水水水水

産産産産

業業業業

新新新新

(2,292,671)(2,292,671)(2,292,671)(2,292,671)

○○○○ 森林整備林道事業費森林整備林道事業費森林整備林道事業費森林整備林道事業費 49,74149,74149,74149,741

 2,385,390  2,385,390  2,385,390  2,385,390 ○○○○ 県単林道事業費県単林道事業費県単林道事業費県単林道事業費 119,749119,749119,749119,749

○○○○ ふるさと林道緊急整備事業費ふるさと林道緊急整備事業費ふるさと林道緊急整備事業費ふるさと林道緊急整備事業費 630,000630,000630,000630,000

(8,413)(8,413)(8,413)(8,413) ○○○○ バイオテクノロジーを活用した森林資源の高度利用技術の開発等に要バイオテクノロジーを活用した森林資源の高度利用技術の開発等に要バイオテクノロジーを活用した森林資源の高度利用技術の開発等に要バイオテクノロジーを活用した森林資源の高度利用技術の開発等に要

１１１１ ５５５５ する経費する経費する経費する経費

 8,551  8,551  8,551  8,551 

「「「「 ふふふふ くくくく おおおお かかかか のののの 木木木木 とととと 竹竹竹竹 」」」」 (869)(869)(869)(869) ○○○○ 「ウッドフェスタ」の開催等木材及び竹材利用の普及啓発強化に要す「ウッドフェスタ」の開催等木材及び竹材利用の普及啓発強化に要す「ウッドフェスタ」の開催等木材及び竹材利用の普及啓発強化に要す「ウッドフェスタ」の開催等木材及び竹材利用の普及啓発強化に要す

る経費る経費る経費る経費

ふふふふ れれれれ ああああ いいいい 推推推推 進進進進 費費費費  630  630  630  630 　　　　　　　　

(832)(832)(832)(832) ○○○○ 林業労働安全衛生総合対策事業費林業労働安全衛生総合対策事業費林業労働安全衛生総合対策事業費林業労働安全衛生総合対策事業費

 630  630  630  630 　　　　　　　　

(8,407)(8,407)(8,407)(8,407) ○○○○ 県産木材の供給体制強化のための高性能機械の整備に対する助成等県産木材の供給体制強化のための高性能機械の整備に対する助成等県産木材の供給体制強化のための高性能機械の整備に対する助成等県産木材の供給体制強化のための高性能機械の整備に対する助成等

県県県県 産産産産 材材材材 競競競競 争争争争 力力力力 強強強強 化化化化 費費費費

 5,643  5,643  5,643  5,643 

５５５５

３３３３

資資資資 源源源源 活活活活 用用用用 研研研研 究究究究 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー

試試試試 験験験験 費費費費

林林林林業業業業振振振振興興興興課課課課

６６６６

６６６６ ５５５５

林林林林 業業業業 労労労労 働働働働 環環環環 境境境境 対対対対 策策策策 費費費費

林林林林 道道道道 整整整整 備備備備 事事事事 業業業業 費費費費

２２２２

６６６６

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

（ 17 ）



（ 18 ）

（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
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
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

(43,972)(43,972)(43,972)(43,972) ○○○○ 森林所有者等の計画的な森林施業の実施に必要な事前活動に対する交森林所有者等の計画的な森林施業の実施に必要な事前活動に対する交森林所有者等の計画的な森林施業の実施に必要な事前活動に対する交森林所有者等の計画的な森林施業の実施に必要な事前活動に対する交

付金付金付金付金

 33,907  33,907  33,907  33,907 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 県産木材の供給拡大を図るための主伐に対する助成等県産木材の供給拡大を図るための主伐に対する助成等県産木材の供給拡大を図るための主伐に対する助成等県産木材の供給拡大を図るための主伐に対する助成等

県県県県産産産産材材材材シシシシェェェェアアアア倍倍倍倍増増増増対対対対策策策策費費費費 ○○○○ 県産木材の利用拡大を図るための木造・木質化建築物の表彰等に要す県産木材の利用拡大を図るための木造・木質化建築物の表彰等に要す県産木材の利用拡大を図るための木造・木質化建築物の表彰等に要す県産木材の利用拡大を図るための木造・木質化建築物の表彰等に要す

 29,347  29,347  29,347  29,347 　　　　る経費る経費る経費る経費 6,7786,7786,7786,778

(8,575)(8,575)(8,575)(8,575) ○○○○ 森林を整備するための林業機械の導入等に対する助成森林を整備するための林業機械の導入等に対する助成森林を整備するための林業機械の導入等に対する助成森林を整備するための林業機械の導入等に対する助成

 21,806  21,806  21,806  21,806 　　　　　　　　

(756,336)(756,336)(756,336)(756,336) ○○○○ 造林事業費造林事業費造林事業費造林事業費 699,712699,712699,712699,712

○○○○ 県単造林事業費県単造林事業費県単造林事業費県単造林事業費 91,83491,83491,83491,834

 791,546  791,546  791,546  791,546 

(30,800)(30,800)(30,800)(30,800) ○○○○ 漁業近代化資金の借受者に対する利子補給費漁業近代化資金の借受者に対する利子補給費漁業近代化資金の借受者に対する利子補給費漁業近代化資金の借受者に対する利子補給費

漁漁漁漁業業業業近近近近代代代代化化化化資資資資金金金金利利利利子子子子補補補補給給給給費費費費

 33,736  33,736  33,736  33,736 

森森森森林林林林整整整整備備備備推推推推進進進進対対対対策策策策事事事事業業業業費費費費

造造造造 林林林林 事事事事 業業業業 費費費費

森森森森 林林林林 調調調調 査査査査 等等等等 活活活活 動動動動 支支支支 援援援援 費費費費

３３３３

２２２２

３３３３

６６６６ ５５５５ ２２２２

林林林林業業業業振振振振興興興興課課課課

足足足足

腰腰腰腰

のののの

強強強強

６６６６ ５５５５

６６６６ ５５５５

新新新新 22,56922,56922,56922,569

 33,736  33,736  33,736  33,736 

・融資枠　　　8億円・融資枠　　　8億円・融資枠　　　8億円・融資枠　　　8億円

・利子補給率　0.40%～1.25%・利子補給率　0.40%～1.25%・利子補給率　0.40%～1.25%・利子補給率　0.40%～1.25%

(18,866)(18,866)(18,866)(18,866) ○○○○ 漁場環境監視等強化対策費漁場環境監視等強化対策費漁場環境監視等強化対策費漁場環境監視等強化対策費 3,4863,4863,4863,486

○○○○ 漁場環境保全総合美化推進費漁場環境保全総合美化推進費漁場環境保全総合美化推進費漁場環境保全総合美化推進費 437437437437

 15,821  15,821  15,821  15,821 ○○○○ 水産多面的機能発揮対策費水産多面的機能発揮対策費水産多面的機能発揮対策費水産多面的機能発揮対策費 11,89811,89811,89811,898

(107,852)(107,852)(107,852)(107,852) ○○○○ 漁場環境の改善のための研究・実証試験に要する経費漁場環境の改善のための研究・実証試験に要する経費漁場環境の改善のための研究・実証試験に要する経費漁場環境の改善のための研究・実証試験に要する経費

 108,824  108,824  108,824  108,824 

(85,535)(85,535)(85,535)(85,535) ○○○○ 有明海再生のための底質改善実証試験及び環境改善調査に要する経費有明海再生のための底質改善実証試験及び環境改善調査に要する経費有明海再生のための底質改善実証試験及び環境改善調査に要する経費有明海再生のための底質改善実証試験及び環境改善調査に要する経費

 85,535  85,535  85,535  85,535 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 有明海研究所所属の漁業調査船「ずいよう」の老朽化に伴う代船建造有明海研究所所属の漁業調査船「ずいよう」の老朽化に伴う代船建造有明海研究所所属の漁業調査船「ずいよう」の老朽化に伴う代船建造有明海研究所所属の漁業調査船「ずいよう」の老朽化に伴う代船建造

漁漁漁漁業業業業調調調調査査査査船船船船「「「「ずずずずいいいいよよよようううう」」」」 費費費費

代代代代 船船船船 建建建建 造造造造 費費費費 35,83135,83135,83135,831 　　　　　　　　

(173,676)(173,676)(173,676)(173,676) ○○○○ 青年漁業者等養成確保資金等青年漁業者等養成確保資金等青年漁業者等養成確保資金等青年漁業者等養成確保資金等

 231,495  231,495  231,495  231,495 

明明明明 日日日日 をををを 担担担担 うううう 漁漁漁漁 業業業業 者者者者 育育育育 成成成成 (239)(239)(239)(239) ○○○○ 新規漁業就業支援事業費新規漁業就業支援事業費新規漁業就業支援事業費新規漁業就業支援事業費 171171171171

51,94151,94151,94151,941

６６６６

沿沿沿沿 岸岸岸岸 漁漁漁漁 業業業業 改改改改 善善善善 資資資資 金金金金

助助助助 成成成成 事事事事 業業業業 費費費費
特別会計特別会計特別会計特別会計

６６６６

有有有有 明明明明 海海海海 環環環環 境境境境 改改改改 善善善善 事事事事 業業業業 費費費費

債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為

漁漁漁漁 場場場場 環環環環 境境境境 保保保保 全全全全 対対対対 策策策策 費費費費

有有有有 明明明明 海海海海 漁漁漁漁 場場場場 再再再再 生生生生 費費費費
漁漁漁漁業業業業管管管管理理理理課課課課

６６６６ ６６６６ ６６６６

２２２２

いいいい

農農農農

林林林林

水水水水

産産産産

業業業業

新新新新

明明明明 日日日日 をををを 担担担担 うううう 漁漁漁漁 業業業業 者者者者 育育育育 成成成成 (239)(239)(239)(239) ○○○○ 新規漁業就業支援事業費新規漁業就業支援事業費新規漁業就業支援事業費新規漁業就業支援事業費 171171171171

○○○○ 漁業経営管理技術習得事業費漁業経営管理技術習得事業費漁業経営管理技術習得事業費漁業経営管理技術習得事業費 71717171

事事事事 業業業業 費費費費  242  242  242  242 

(39,213)(39,213)(39,213)(39,213) ○○○○ 資源増大技術開発事業費資源増大技術開発事業費資源増大技術開発事業費資源増大技術開発事業費 7,5837,5837,5837,583

○○○○ 栽培漁業センターが行う種苗生産に対する助成栽培漁業センターが行う種苗生産に対する助成栽培漁業センターが行う種苗生産に対する助成栽培漁業センターが行う種苗生産に対する助成 36,76036,76036,76036,760

 44,343  44,343  44,343  44,343 　　　　　　　　

(22,476)(22,476)(22,476)(22,476) ○○○○ 資源管理型漁業推進総合対策事業費資源管理型漁業推進総合対策事業費資源管理型漁業推進総合対策事業費資源管理型漁業推進総合対策事業費

沿沿沿沿岸岸岸岸地地地地域域域域活活活活性性性性化化化化対対対対策策策策事事事事業業業業費費費費

 22,643  22,643  22,643  22,643 

(1,088)(1,088)(1,088)(1,088) ○○○○ アワビの漁業管理、効果調査に要する経費アワビの漁業管理、効果調査に要する経費アワビの漁業管理、効果調査に要する経費アワビの漁業管理、効果調査に要する経費

保保保保 護護護護 水水水水 面面面面 管管管管 理理理理 事事事事 業業業業 費費費費 　大島、地島　大島、地島　大島、地島　大島、地島

 1,115  1,115  1,115  1,115 

(11,836)(11,836)(11,836)(11,836) ○○○○ 我が国周辺漁業資源調査費我が国周辺漁業資源調査費我が国周辺漁業資源調査費我が国周辺漁業資源調査費 11,81911,81911,81911,819

○○○○ 新漁業管理制度県計画管理費新漁業管理制度県計画管理費新漁業管理制度県計画管理費新漁業管理制度県計画管理費 159159159159

 11,978  11,978  11,978  11,978 　　　　　　　　

水水水水産産産産振振振振興興興興課課課課

６６６６ ６６６６

栽栽栽栽 培培培培 漁漁漁漁 業業業業 事事事事 業業業業 費費費費

６６６６ １１１１

我我我我がががが国国国国周周周周辺辺辺辺漁漁漁漁業業業業資資資資源源源源調調調調査査査査費費費費

１１１１

２２２２

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる



（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
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
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

豊豊豊豊 前前前前 海海海海 アアアア ササササ リリリリ 資資資資 源源源源 回回回回 復復復復 (7,229)(7,229)(7,229)(7,229) 〇〇〇〇 稚貝育成装置の開発・普及に要する経費稚貝育成装置の開発・普及に要する経費稚貝育成装置の開発・普及に要する経費稚貝育成装置の開発・普及に要する経費

対対対対 策策策策 費費費費  4,187  4,187  4,187  4,187 

(862,923)(862,923)(862,923)(862,923) ○○○○ 人工礁漁場造成事業費人工礁漁場造成事業費人工礁漁場造成事業費人工礁漁場造成事業費 392,700392,700392,700392,700

沿沿沿沿岸岸岸岸漁漁漁漁場場場場整整整整備備備備開開開開発発発発事事事事業業業業費費費費 ○○○○ 地先型(大規模)増殖場造成事業費地先型(大規模)増殖場造成事業費地先型(大規模)増殖場造成事業費地先型(大規模)増殖場造成事業費 150,600150,600150,600150,600

 882,860  882,860  882,860  882,860 ○○○○ 漁場環境改善事業費漁場環境改善事業費漁場環境改善事業費漁場環境改善事業費 339,560339,560339,560339,560

(17,634)(17,634)(17,634)(17,634) ○○○○ 内水面環境保全活動事業費内水面環境保全活動事業費内水面環境保全活動事業費内水面環境保全活動事業費 2,1912,1912,1912,191

○○○○ 内水面水産資源増殖事業費内水面水産資源増殖事業費内水面水産資源増殖事業費内水面水産資源増殖事業費 15,91315,91315,91315,913

 18,104  18,104  18,104  18,104 

(5,510)(5,510)(5,510)(5,510) ○○○○ 学校給食への食材提供や料理教室の開催等に対する助成等学校給食への食材提供や料理教室の開催等に対する助成等学校給食への食材提供や料理教室の開催等に対する助成等学校給食への食材提供や料理教室の開催等に対する助成等

 5,663  5,663  5,663  5,663 

大大大大 規規規規 模模模模 沿沿沿沿 岸岸岸岸 漁漁漁漁 業業業業 (7,408)(7,408)(7,408)(7,408) ○○○○ まき網漁業における脱血装置を用いたブリの鮮度向上効果の検証等にまき網漁業における脱血装置を用いたブリの鮮度向上効果の検証等にまき網漁業における脱血装置を用いたブリの鮮度向上効果の検証等にまき網漁業における脱血装置を用いたブリの鮮度向上効果の検証等に

要する経費要する経費要する経費要する経費

経経経経 営営営営 改改改改 善善善善 支支支支 援援援援 費費費費  7,615  7,615  7,615  7,615 

足足足足

腰腰腰腰

のののの

強強強強

いいいい

農農農農

林林林林

水水水水

産産産産

業業業業

水水水水産産産産振振振振興興興興課課課課

６６６６ ６６６６ ２２２２

県県県県産産産産水水水水産産産産物物物物消消消消費費費費拡拡拡拡大大大大事事事事業業業業費費費費

内内内内 水水水水 面面面面 漁漁漁漁 業業業業 振振振振 興興興興 対対対対 策策策策 費費費費

経経経経 営営営営 改改改改 善善善善 支支支支 援援援援 費費費費  7,615  7,615  7,615  7,615 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 小規模漁業における漁獲物の鮮度保持や出荷基準統一の効果検証等に小規模漁業における漁獲物の鮮度保持や出荷基準統一の効果検証等に小規模漁業における漁獲物の鮮度保持や出荷基準統一の効果検証等に小規模漁業における漁獲物の鮮度保持や出荷基準統一の効果検証等に

福福福福 岡岡岡岡 のののの 魚魚魚魚 競競競競 争争争争 力力力力 強強強強 化化化化 要する経費要する経費要する経費要する経費

促促促促 進進進進 事事事事 業業業業 費費費費  5,104  5,104  5,104  5,104 

○○○○ 漁港修築事業費漁港修築事業費漁港修築事業費漁港修築事業費 953,820953,820953,820953,820

○○○○ 漁港海岸保全事業費漁港海岸保全事業費漁港海岸保全事業費漁港海岸保全事業費 950950950950

○○○○ 漁港環境整備事業費漁港環境整備事業費漁港環境整備事業費漁港環境整備事業費 70,28070,28070,28070,280

○○○○ 漁港施設改修費漁港施設改修費漁港施設改修費漁港施設改修費 229,894229,894229,894229,894

私私私私 立立立立 学学学学 校校校校 もももも のののの づづづづ くくくく りりりり (1,371)(1,371)(1,371)(1,371) ○○○○

実実実実 践践践践 教教教教 育育育育 事事事事 業業業業 費費費費  1,378  1,378  1,378  1,378 

(70,724)(70,724)(70,724)(70,724) ○○○○

 69,464  69,464  69,464  69,464 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

 23,943  23,943  23,943  23,943 

(8,536)(8,536)(8,536)(8,536) ○○○○ 中小企業労働相談員設置費中小企業労働相談員設置費中小企業労働相談員設置費中小企業労働相談員設置費 4,8424,8424,8424,842

(1,061,757)(1,061,757)(1,061,757)(1,061,757)

 1,254,944  1,254,944  1,254,944  1,254,944 

２２２２

福岡県私学協会が行うものづくり人材育成事業に対する助成福岡県私学協会が行うものづくり人材育成事業に対する助成福岡県私学協会が行うものづくり人材育成事業に対する助成福岡県私学協会が行うものづくり人材育成事業に対する助成

１１１１

福祉分野専門の無料職業紹介及び就職面談会等に要する経費福祉分野専門の無料職業紹介及び就職面談会等に要する経費福祉分野専門の無料職業紹介及び就職面談会等に要する経費福祉分野専門の無料職業紹介及び就職面談会等に要する経費

福福福福祉祉祉祉・・・・介介介介護護護護人人人人材材材材定定定定着着着着促促促促進進進進費費費費

事業所に対する雇用管理改善コンサルティング等に要する経費事業所に対する雇用管理改善コンサルティング等に要する経費事業所に対する雇用管理改善コンサルティング等に要する経費事業所に対する雇用管理改善コンサルティング等に要する経費

福福福福祉祉祉祉人人人人材材材材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

７７７７

漁漁漁漁 港港港港 整整整整 備備備備 事事事事 業業業業 費費費費

８８８８

業業業業

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

福福福福祉祉祉祉総総総総務務務務課課課課 ５５５５ ２２２２

私私私私学学学学振振振振興興興興課課課課 10101010 ９９９９

６６６６ ６６６６

雇雇雇雇

用用用用

対対対対

策策策策

をををを

充充充充

実実実実

しししし

、、、、

新新新新

新新新新

○○○○ 中小企業特別労働相談員設置費中小企業特別労働相談員設置費中小企業特別労働相談員設置費中小企業特別労働相談員設置費 1,2571,2571,2571,257

 8,669  8,669  8,669  8,669 ○○○○ 労働相談会開催費労働相談会開催費労働相談会開催費労働相談会開催費 2,5702,5702,5702,570

(10,650)(10,650)(10,650)(10,650) ○○○○

 4,992  4,992  4,992  4,992 

(32,797)(32,797)(32,797)(32,797) ○○○○

の支援等に要する経費の支援等に要する経費の支援等に要する経費の支援等に要する経費

 33,908  33,908  33,908  33,908 

(116,109)(116,109)(116,109)(116,109) ○○○○ 若者しごとサポートセンターの運営に要する経費若者しごとサポートセンターの運営に要する経費若者しごとサポートセンターの運営に要する経費若者しごとサポートセンターの運営に要する経費 70,65570,65570,65570,655

○○○○ キャリアコンサルタントによる適性相談等キャリアコンサルタントによる適性相談等キャリアコンサルタントによる適性相談等キャリアコンサルタントによる適性相談等 73,29873,29873,29873,298

 149,352  149,352  149,352  149,352 ○○○○ 　 ハローワークとの連携強化に要する経費　 ハローワークとの連携強化に要する経費　 ハローワークとの連携強化に要する経費　 ハローワークとの連携強化に要する経費 5,3995,3995,3995,399

(69,909)(69,909)(69,909)(69,909) ○○○○ 30代チャレンジ応援センターの運営に要する経費30代チャレンジ応援センターの運営に要する経費30代チャレンジ応援センターの運営に要する経費30代チャレンジ応援センターの運営に要する経費 65,20965,20965,20965,209

○○○○ 営業職、販売・接客職限定の合同会社面談会開催費営業職、販売・接客職限定の合同会社面談会開催費営業職、販売・接客職限定の合同会社面談会開催費営業職、販売・接客職限定の合同会社面談会開催費 677677677677

 260,358  260,358  260,358  260,358 ○○○○ 　 体験雇用による就業促進に要する経費　 体験雇用による就業促進に要する経費　 体験雇用による就業促進に要する経費　 体験雇用による就業促進に要する経費 194,472194,472194,472194,472

(66,953)(66,953)(66,953)(66,953) ○○○○ 中高年就職支援センターの運営に要する経費中高年就職支援センターの運営に要する経費中高年就職支援センターの運営に要する経費中高年就職支援センターの運営に要する経費 48,28548,28548,28548,285

○○○○

 81,734  81,734  81,734  81,734 33,44933,44933,44933,449

若若若若 者者者者 自自自自 立立立立 支支支支 援援援援 費費費費

臨床心理士相談、基礎能力習得講座、企業等実習型研修及び職場定着臨床心理士相談、基礎能力習得講座、企業等実習型研修及び職場定着臨床心理士相談、基礎能力習得講座、企業等実習型研修及び職場定着臨床心理士相談、基礎能力習得講座、企業等実習型研修及び職場定着

労労労労働働働働政政政政策策策策課課課課 ５５５５ ７７７７ １１１１

中中中中 高高高高 年年年年 就就就就 職職職職 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
県内各地のハローワークで実施する出前就職相談に要する経費県内各地のハローワークで実施する出前就職相談に要する経費県内各地のハローワークで実施する出前就職相談に要する経費県内各地のハローワークで実施する出前就職相談に要する経費

若若若若 者者者者 しししし ごごごご とととと 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 事事事事 業業業業 費費費費

３３３３ ００００ 代代代代 チチチチ ャャャャ レレレレ ンンンン ジジジジ

応応応応 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

中中中中 小小小小 企企企企 業業業業 福福福福 祉祉祉祉 事事事事 業業業業 費費費費

中中中中小小小小企企企企業業業業労労労労働働働働力力力力確確確確保保保保対対対対策策策策費費費費

雇用対策協会事業費補助金雇用対策協会事業費補助金雇用対策協会事業費補助金雇用対策協会事業費補助金

、、、、

いいいい

きききき

いいいい

きききき

とととと

働働働働

けけけけ

るるるる

環環環環

境境境境

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

新新新新

新新新新

（ 19 ）



（ 20 ）

（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
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
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

(10,211)(10,211)(10,211)(10,211) ○○○○

 2,058  2,058  2,058  2,058 

(108,856)(108,856)(108,856)(108,856) ○○○○ 中小企業従業員生活資金等貸付金中小企業従業員生活資金等貸付金中小企業従業員生活資金等貸付金中小企業従業員生活資金等貸付金 33,84033,84033,84033,840

○○○○ 育児・介護休業者生活資金貸付金育児・介護休業者生活資金貸付金育児・介護休業者生活資金貸付金育児・介護休業者生活資金貸付金 25,00025,00025,00025,000

 83,840  83,840  83,840  83,840 ○○○○ 求職者支援資金貸付金求職者支援資金貸付金求職者支援資金貸付金求職者支援資金貸付金 25,00025,00025,00025,000

(2,000,000)(2,000,000)(2,000,000)(2,000,000) ○○○○ 市町村が行う地域の創意工夫による雇用創出事業に対する助成市町村が行う地域の創意工夫による雇用創出事業に対する助成市町村が行う地域の創意工夫による雇用創出事業に対する助成市町村が行う地域の創意工夫による雇用創出事業に対する助成

 636,700  636,700  636,700  636,700 

(34,800)(34,800)(34,800)(34,800) ○○○○ 起業支援型の緊急雇用創出基金事業により雇い入れた労働者を正規雇起業支援型の緊急雇用創出基金事業により雇い入れた労働者を正規雇起業支援型の緊急雇用創出基金事業により雇い入れた労働者を正規雇起業支援型の緊急雇用創出基金事業により雇い入れた労働者を正規雇

用した事業主に対する一時金用した事業主に対する一時金用した事業主に対する一時金用した事業主に対する一時金

 189,300  189,300  189,300  189,300 

(10,109)(10,109)(10,109)(10,109) ○○○○ 一般失業者　延　50人・月／年一般失業者　延　50人・月／年一般失業者　延　50人・月／年一般失業者　延　50人・月／年

 7,010  7,010  7,010  7,010 

職職職職 場場場場 適適適適 応応応応 訓訓訓訓 練練練練 費費費費

５５５５ ７７７７ ３３３３ 労労労労 働働働働 金金金金 融融融融 対対対対 策策策策 費費費費

市市市市 町町町町 村村村村 緊緊緊緊 急急急急 雇雇雇雇 用用用用

対対対対 策策策策 助助助助 成成成成 費費費費

民間人材会社との連携による合同会社説明会に要する経費民間人材会社との連携による合同会社説明会に要する経費民間人材会社との連携による合同会社説明会に要する経費民間人材会社との連携による合同会社説明会に要する経費

労労労労働働働働政政政政策策策策課課課課

５５５５ ９９９９ １１１１

５５５５ ７７７７ １１１１ 民民民民 間間間間 連連連連 携携携携 型型型型 求求求求 人人人人 開開開開 拓拓拓拓 費費費費

緊緊緊緊 急急急急 雇雇雇雇 用用用用 安安安安 定定定定 化化化化 促促促促 進進進進 費費費費

雇雇雇雇

用用用用

対対対対

策策策策

をををを

充充充充

 7,010  7,010  7,010  7,010 

(928)(928)(928)(928) ○○○○ 福岡ＳＯＨＯサポートセンター運営費福岡ＳＯＨＯサポートセンター運営費福岡ＳＯＨＯサポートセンター運営費福岡ＳＯＨＯサポートセンター運営費

 952  952  952  952 

○○○○ 子育て女性就職支援センターの運営に要する経費子育て女性就職支援センターの運営に要する経費子育て女性就職支援センターの運営に要する経費子育て女性就職支援センターの運営に要する経費 39,89539,89539,89539,895

　労働者支援事務所に設置　労働者支援事務所に設置　労働者支援事務所に設置　労働者支援事務所に設置

○○○○ 民間職業紹介事業者における女性就職相談窓口（レディスジョブスポ民間職業紹介事業者における女性就職相談窓口（レディスジョブスポ民間職業紹介事業者における女性就職相談窓口（レディスジョブスポ民間職業紹介事業者における女性就職相談窓口（レディスジョブスポ

ット）の設置運営に要する経費ット）の設置運営に要する経費ット）の設置運営に要する経費ット）の設置運営に要する経費 821821821821

○○○○ 　 県内４地域での合同会社説明会開催費　 県内４地域での合同会社説明会開催費　 県内４地域での合同会社説明会開催費　 県内４地域での合同会社説明会開催費 5,5405,5405,5405,540

(141,278)(141,278)(141,278)(141,278) ○○○○ 技能向上対策費等技能向上対策費等技能向上対策費等技能向上対策費等 46,45246,45246,45246,452

○○○○ 認定訓練校運営費等補助金認定訓練校運営費等補助金認定訓練校運営費等補助金認定訓練校運営費等補助金 82,46982,46982,46982,469

 128,921  128,921  128,921  128,921 

(13,079)(13,079)(13,079)(13,079) ○○○○ 中学・高校新卒者等への技能習得資金の貸与を行う市町村への助成中学・高校新卒者等への技能習得資金の貸与を行う市町村への助成中学・高校新卒者等への技能習得資金の貸与を行う市町村への助成中学・高校新卒者等への技能習得資金の貸与を行う市町村への助成

 12,012  12,012  12,012  12,012 

(1,897)(1,897)(1,897)(1,897) ○○○○ 優秀技能者の表彰・作品展示、技能体験教室の実施に要する経費優秀技能者の表彰・作品展示、技能体験教室の実施に要する経費優秀技能者の表彰・作品展示、技能体験教室の実施に要する経費優秀技能者の表彰・作品展示、技能体験教室の実施に要する経費

 1,693  1,693  1,693  1,693 

○○○○ 養成訓練費養成訓練費養成訓練費養成訓練費 7,5027,5027,5027,502

(39,613)(39,613)(39,613)(39,613)

 46,256  46,256  46,256  46,256 

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

若若若若 年年年年 者者者者 専専専専 修修修修 学学学学 校校校校 等等等等

技技技技 能能能能 習習習習 得得得得 支支支支 援援援援 事事事事 業業業業 費費費費

ももももののののづづづづくくくくりりりり技技技技能能能能継継継継承承承承事事事事業業業業費費費費

職職職職 業業業業 訓訓訓訓 練練練練 振振振振 興興興興 対対対対 策策策策 費費費費

３３３３

１１１１

５５５５ ７７７７

ＳＳＳＳＯＯＯＯＨＨＨＨＯＯＯＯ育育育育成成成成支支支支援援援援事事事事業業業業費費費費

子子子子 育育育育 てててて 女女女女 性性性性 就就就就 職職職職 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

実実実実

しししし

、、、、

いいいい

きききき

いいいい

きききき

とととと

働働働働

けけけけ

新新新新

○○○○ 養成訓練費養成訓練費養成訓練費養成訓練費 7,5027,5027,5027,502

○○○○ 職業転換訓練費職業転換訓練費職業転換訓練費職業転換訓練費 152,588152,588152,588152,588

○○○○ 地域就業対策訓練費地域就業対策訓練費地域就業対策訓練費地域就業対策訓練費 67,48267,48267,48267,482

○○○○ 企業実習一体型職業訓練費企業実習一体型職業訓練費企業実習一体型職業訓練費企業実習一体型職業訓練費 5,8745,8745,8745,874

○○○○ 誘致企業即戦力人材育成事業費誘致企業即戦力人材育成事業費誘致企業即戦力人材育成事業費誘致企業即戦力人材育成事業費 20,73620,73620,73620,736

(2,027,546)(2,027,546)(2,027,546)(2,027,546) ○○○○ 民間委託による情報技術等の職業訓練の実施に要する経費民間委託による情報技術等の職業訓練の実施に要する経費民間委託による情報技術等の職業訓練の実施に要する経費民間委託による情報技術等の職業訓練の実施に要する経費

○○○○ 巡回就職支援指導員の配置に要する経費巡回就職支援指導員の配置に要する経費巡回就職支援指導員の配置に要する経費巡回就職支援指導員の配置に要する経費 78,98178,98178,98178,981

 2,173,678  2,173,678  2,173,678  2,173,678 

(38,559)(38,559)(38,559)(38,559) ○○○○ 子育て女性のための託児サービス付職業訓練の実施に要する経費子育て女性のための託児サービス付職業訓練の実施に要する経費子育て女性のための託児サービス付職業訓練の実施に要する経費子育て女性のための託児サービス付職業訓練の実施に要する経費

 48,624  48,624  48,624  48,624 

(73,504)(73,504)(73,504)(73,504) ○○○○ 職業訓練充実刷新費職業訓練充実刷新費職業訓練充実刷新費職業訓練充実刷新費 20,64820,64820,64820,648

○○○○ 職業訓練施設整備費職業訓練施設整備費職業訓練施設整備費職業訓練施設整備費 46,88046,88046,88046,880

 80,857  80,857  80,857  80,857 ○○○○ 高等技術専門校職業紹介事業費高等技術専門校職業紹介事業費高等技術専門校職業紹介事業費高等技術専門校職業紹介事業費 13,32913,32913,32913,329

(19,262)(19,262)(19,262)(19,262) ○○○○ 福岡高等技術専門校の基本設計等に要する経費福岡高等技術専門校の基本設計等に要する経費福岡高等技術専門校の基本設計等に要する経費福岡高等技術専門校の基本設計等に要する経費

○○○○ 大牟田高等技術専門校の改修に要する経費大牟田高等技術専門校の改修に要する経費大牟田高等技術専門校の改修に要する経費大牟田高等技術専門校の改修に要する経費 9,5649,5649,5649,564

 54,939  54,939  54,939  54,939 

５５５５

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

８８８８ ２２２２

高高高高 等等等等 技技技技 術術術術 専専専専 門門門門 校校校校

職職職職 業業業業 訓訓訓訓 練練練練 充充充充 実実実実 費費費費

求求求求 職職職職 者者者者 技技技技 能能能能 習習習習 得得得得 訓訓訓訓 練練練練 費費費費

子子子子 育育育育 てててて 女女女女 性性性性 のののの たたたた めめめめ のののの

職職職職 業業業業 訓訓訓訓 練練練練 費費費費

高高高高 等等等等 技技技技 術術術術 専専専専 門門門門 校校校校

職職職職 業業業業 訓訓訓訓 練練練練 費費費費

(261,639)(261,639)(261,639)(261,639)

 254,182  254,182  254,182  254,182 

高高高高 等等等等 技技技技 術術術術 専専専専 門門門門 校校校校 整整整整 備備備備 費費費費

けけけけ

るるるる

環環環環

境境境境

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

2,094,6972,094,6972,094,6972,094,697

45,37545,37545,37545,375



（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
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
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

○○○○ 産学官連携産業人材育成事業費産学官連携産業人材育成事業費産学官連携産業人材育成事業費産学官連携産業人材育成事業費 21,56521,56521,56521,565

・各地区産学官連携人材育成推進委員会の設置・各地区産学官連携人材育成推進委員会の設置・各地区産学官連携人材育成推進委員会の設置・各地区産学官連携人材育成推進委員会の設置 514514514514

(59,007)(59,007)(59,007)(59,007) ・企業の高度熟練者による生徒の実習指導・企業の高度熟練者による生徒の実習指導・企業の高度熟練者による生徒の実習指導・企業の高度熟練者による生徒の実習指導 9,2039,2039,2039,203

・インターンシップの実施等・インターンシップの実施等・インターンシップの実施等・インターンシップの実施等 5,2565,2565,2565,256

 47,167  47,167  47,167  47,167 ・ロボット競技大会等への参加作品製作・ロボット競技大会等への参加作品製作・ロボット競技大会等への参加作品製作・ロボット競技大会等への参加作品製作 6,5926,5926,5926,592

○○○○

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 25,60225,60225,60225,602

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ インターンシップ受入企業の開拓等を行うキャリアコーディネーターインターンシップ受入企業の開拓等を行うキャリアコーディネーターインターンシップ受入企業の開拓等を行うキャリアコーディネーターインターンシップ受入企業の開拓等を行うキャリアコーディネーター

高高高高 校校校校 生生生生 キキキキ ャャャャ リリリリ アアアア 教教教教 育育育育 の配置に要する経費の配置に要する経費の配置に要する経費の配置に要する経費

推推推推 進進進進 費費費費  28,633  28,633  28,633  28,633 

(11,878)(11,878)(11,878)(11,878) ○○○○ 筑後田園都市推進評議会負担金等筑後田園都市推進評議会負担金等筑後田園都市推進評議会負担金等筑後田園都市推進評議会負担金等

・ちくご定住促進事業費・ちくご定住促進事業費・ちくご定住促進事業費・ちくご定住促進事業費 6,4006,4006,4006,400

 11,575  11,575  11,575  11,575 ・筑後地域の観光魅力発信に要する経費等・筑後地域の観光魅力発信に要する経費等・筑後地域の観光魅力発信に要する経費等・筑後地域の観光魅力発信に要する経費等 5,1755,1755,1755,175

(9,598)(9,598)(9,598)(9,598) ○○○○ 京築連帯アメニティ都市圏推進会議負担金等京築連帯アメニティ都市圏推進会議負担金等京築連帯アメニティ都市圏推進会議負担金等京築連帯アメニティ都市圏推進会議負担金等

・地域資源を活用した観光商品開発事業費・地域資源を活用した観光商品開発事業費・地域資源を活用した観光商品開発事業費・地域資源を活用した観光商品開発事業費 2,1672,1672,1672,167

地地地地

域域域域

高校教育課高校教育課高校教育課高校教育課

筑筑筑筑後後後後田田田田園園園園都都都都市市市市圏圏圏圏構構構構想想想想推推推推進進進進費費費費

京京京京 築築築築 連連連連 帯帯帯帯 アアアア メメメメ ニニニニ テテテテ ィィィィ

10101010 １１１１ ４４４４ 産業界が求める高度な技能を持った人材育成のための実習設備の整備産業界が求める高度な技能を持った人材育成のための実習設備の整備産業界が求める高度な技能を持った人材育成のための実習設備の整備産業界が求める高度な技能を持った人材育成のための実習設備の整備

県県県県 立立立立 工工工工 業業業業 高高高高 校校校校 産産産産 業業業業

人人人人 材材材材 育育育育 成成成成 事事事事 業業業業 費費費費

新新新新

 9,300  9,300  9,300  9,300 ・京築神楽の里フェスティバル開催費等・京築神楽の里フェスティバル開催費等・京築神楽の里フェスティバル開催費等・京築神楽の里フェスティバル開催費等 7,1337,1337,1337,133

(3,314)(3,314)(3,314)(3,314) ○○○○ 遠賀・中間地域のプロジェクトの実施に要する経費遠賀・中間地域のプロジェクトの実施に要する経費遠賀・中間地域のプロジェクトの実施に要する経費遠賀・中間地域のプロジェクトの実施に要する経費

・ウォータースポーツ交流促進事業費等・ウォータースポーツ交流促進事業費等・ウォータースポーツ交流促進事業費等・ウォータースポーツ交流促進事業費等 2,2362,2362,2362,236

 3,061  3,061  3,061  3,061 ・生ゴミ資源化等資源循環プロジェクト推進費・生ゴミ資源化等資源循環プロジェクト推進費・生ゴミ資源化等資源循環プロジェクト推進費・生ゴミ資源化等資源循環プロジェクト推進費 825825825825

　　　　 ○○○○ 糟屋中南部地域広域連携プロジェクト推進会議負担金糟屋中南部地域広域連携プロジェクト推進会議負担金糟屋中南部地域広域連携プロジェクト推進会議負担金糟屋中南部地域広域連携プロジェクト推進会議負担金 250250250250

(6,047)(6,047)(6,047)(6,047) ○○○○ 宗像・糟屋北部地域のプロジェクトの実施に要する経費宗像・糟屋北部地域のプロジェクトの実施に要する経費宗像・糟屋北部地域のプロジェクトの実施に要する経費宗像・糟屋北部地域のプロジェクトの実施に要する経費

　　　　・地域特産品販路拡大事業費等・地域特産品販路拡大事業費等・地域特産品販路拡大事業費等・地域特産品販路拡大事業費等 2,2552,2552,2552,255

 4,934  4,934  4,934  4,934 ○○○○ 朝倉地域のプロジェクトの実施に要する経費朝倉地域のプロジェクトの実施に要する経費朝倉地域のプロジェクトの実施に要する経費朝倉地域のプロジェクトの実施に要する経費

・　 朝倉観光情報プラットホーム構築事業費等・　 朝倉観光情報プラットホーム構築事業費等・　 朝倉観光情報プラットホーム構築事業費等・　 朝倉観光情報プラットホーム構築事業費等 2,4292,4292,4292,429

○○○○ 嘉飯地域のプロジェクトの実施に要する経費嘉飯地域のプロジェクトの実施に要する経費嘉飯地域のプロジェクトの実施に要する経費嘉飯地域のプロジェクトの実施に要する経費

・　 嘉飯の魅力めぐり体験交流推進事業費等・　 嘉飯の魅力めぐり体験交流推進事業費等・　 嘉飯の魅力めぐり体験交流推進事業費等・　 嘉飯の魅力めぐり体験交流推進事業費等 4,5644,5644,5644,564

○○○○ 直方・鞍手地域のプロジェクトの実施に要する経費直方・鞍手地域のプロジェクトの実施に要する経費直方・鞍手地域のプロジェクトの実施に要する経費直方・鞍手地域のプロジェクトの実施に要する経費

・　 ものづくり体験交流イベント推進事業費等・　 ものづくり体験交流イベント推進事業費等・　 ものづくり体験交流イベント推進事業費等・　 ものづくり体験交流イベント推進事業費等 3,7423,7423,7423,742

○○○○ 田川地域のプロジェクトの実施に要する経費田川地域のプロジェクトの実施に要する経費田川地域のプロジェクトの実施に要する経費田川地域のプロジェクトの実施に要する経費

　　　　・地域全体の魅力を発信する田川まるごと博物館事業費等・地域全体の魅力を発信する田川まるごと博物館事業費等・地域全体の魅力を発信する田川まるごと博物館事業費等・地域全体の魅力を発信する田川まるごと博物館事業費等

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 本県への移住・定住に関する情報を発信するポータルサイト開設に要本県への移住・定住に関する情報を発信するポータルサイト開設に要本県への移住・定住に関する情報を発信するポータルサイト開設に要本県への移住・定住に関する情報を発信するポータルサイト開設に要

福福福福 岡岡岡岡 県県県県 移移移移 住住住住 ・・・・ 定定定定 住住住住 する経費する経費する経費する経費 7,8367,8367,8367,836

促促促促 進進進進 事事事事 業業業業 費費費費  8,951  8,951  8,951  8,951 ○○○○ 首都圏等へのプロモーション等に要する経費首都圏等へのプロモーション等に要する経費首都圏等へのプロモーション等に要する経費首都圏等へのプロモーション等に要する経費 1,1151,1151,1151,115

(47,502)(47,502)(47,502)(47,502) ○○○○ 個性ある地域づくり推進事業費補助金個性ある地域づくり推進事業費補助金個性ある地域づくり推進事業費補助金個性ある地域づくり推進事業費補助金 50,08250,08250,08250,082

２２２２

(15,080)(15,080)(15,080)(15,080)

 15,046  15,046  15,046  15,046 

筑筑筑筑 豊豊豊豊 地地地地 域域域域 活活活活 性性性性 化化化化 事事事事 業業業業 費費費費

福福福福 岡岡岡岡 近近近近 郊郊郊郊 地地地地 域域域域

活活活活 性性性性 化化化化 事事事事 業業業業 費費費費

のののの

そそそそ

れれれれ

ぞぞぞぞ

れれれれ

のののの

特特特特

色色色色

をををを

活活活活

かかかか

しししし

てててて

魅魅魅魅

遠遠遠遠 賀賀賀賀 ・・・・ 中中中中 間間間間 地地地地 域域域域

活活活活 性性性性 化化化化 事事事事 業業業業 費費費費

広広広広 域域域域 地地地地 域域域域

振振振振 興興興興 課課課課

都都都都 市市市市 圏圏圏圏 構構構構 想想想想 推推推推 進進進進 費費費費

２２２２ ２２２２

6,7406,7406,7406,740

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

(47,502)(47,502)(47,502)(47,502) ○○○○ 個性ある地域づくり推進事業費補助金個性ある地域づくり推進事業費補助金個性ある地域づくり推進事業費補助金個性ある地域づくり推進事業費補助金 50,08250,08250,08250,082

○○○○ アドバイザー派遣事業費等アドバイザー派遣事業費等アドバイザー派遣事業費等アドバイザー派遣事業費等 1,9901,9901,9901,990

 52,072  52,072  52,072  52,072 

(3,968)(3,968)(3,968)(3,968) ○○○○ 県営天神中央公園での県内市町村等による交流イベントの実施に要す県営天神中央公園での県内市町村等による交流イベントの実施に要す県営天神中央公園での県内市町村等による交流イベントの実施に要す県営天神中央公園での県内市町村等による交流イベントの実施に要す

る経費る経費る経費る経費

 4,081  4,081  4,081  4,081 

(224,828)(224,828)(224,828)(224,828) ○○○○ 生活交通路線維持費補助金生活交通路線維持費補助金生活交通路線維持費補助金生活交通路線維持費補助金 140,222140,222140,222140,222

○○○○

 184,809  184,809  184,809  184,809 44,58744,58744,58744,587

○○○○ 鉄道事業者が行う安全施設等の整備に対する助成鉄道事業者が行う安全施設等の整備に対する助成鉄道事業者が行う安全施設等の整備に対する助成鉄道事業者が行う安全施設等の整備に対する助成

・甘木鉄道(株)・甘木鉄道(株)・甘木鉄道(株)・甘木鉄道(株) 18,73818,73818,73818,738

・筑豊電気鉄道(株)・筑豊電気鉄道(株)・筑豊電気鉄道(株)・筑豊電気鉄道(株) 12,47912,47912,47912,479

・平成筑豊鉄道(株)・平成筑豊鉄道(株)・平成筑豊鉄道(株)・平成筑豊鉄道(株) 12,77112,77112,77112,771

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 筑豊電気鉄道(株)の老朽化した車両の更新等に対する助成筑豊電気鉄道(株)の老朽化した車両の更新等に対する助成筑豊電気鉄道(株)の老朽化した車両の更新等に対する助成筑豊電気鉄道(株)の老朽化した車両の更新等に対する助成

地地地地域域域域鉄鉄鉄鉄道道道道緊緊緊緊急急急急支支支支援援援援事事事事業業業業費費費費

 132,223  132,223  132,223  132,223 

３３３３
市町村が行うコミュニティバス路線等の維持・確保に対する助成市町村が行うコミュニティバス路線等の維持・確保に対する助成市町村が行うコミュニティバス路線等の維持・確保に対する助成市町村が行うコミュニティバス路線等の維持・確保に対する助成

(38,600)(38,600)(38,600)(38,600)第第第第三三三三セセセセククククタタタターーーー鉄鉄鉄鉄道道道道等等等等近近近近代代代代化化化化

設設設設 備備備備 整整整整 備備備備 費費費費

２２２２

ふふふふ くくくく おおおお かかかか 交交交交 流流流流

おおおお祭祭祭祭りりりりひひひひろろろろばばばば事事事事業業業業推推推推進進進進費費費費

個個個個性性性性ああああるるるる地地地地域域域域づづづづくくくくりりりり推推推推進進進進費費費費

魅魅魅魅

力力力力

ああああ

るるるる

地地地地

域域域域

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

 43,988  43,988  43,988  43,988 

地地地地方方方方ババババスススス運運運運行行行行確確確確保保保保対対対対策策策策費費費費
２２２２

新新新新

（ 21 ）



（ 22 ）

（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
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
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

(57,457)(57,457)(57,457)(57,457) ○○○○ 離島振興対策航路事業補助金離島振興対策航路事業補助金離島振興対策航路事業補助金離島振興対策航路事業補助金 53,28953,28953,28953,289

○○○○ 福岡県離島振興協議会事業費補助金等福岡県離島振興協議会事業費補助金等福岡県離島振興協議会事業費補助金等福岡県離島振興協議会事業費補助金等 1,5621,5621,5621,562

 54,851  54,851  54,851  54,851 　　　　

○○○○ 単独事業費単独事業費単独事業費単独事業費 13,976,75213,976,75213,976,75213,976,752

・道路事業費・道路事業費・道路事業費・道路事業費 8,298,8788,298,8788,298,8788,298,878

・橋りょう事業費・橋りょう事業費・橋りょう事業費・橋りょう事業費 1,899,0621,899,0621,899,0621,899,062

・街路事業費・街路事業費・街路事業費・街路事業費 3,687,9053,687,9053,687,9053,687,905

・道路建設等調査費・道路建設等調査費・道路建設等調査費・道路建設等調査費 90,90790,90790,90790,907

○○○○ 補助事業費補助事業費補助事業費補助事業費 13,004,84613,004,84613,004,84613,004,846

・道路事業費・道路事業費・道路事業費・道路事業費 8,454,4238,454,4238,454,4238,454,423

・橋りょう事業費・橋りょう事業費・橋りょう事業費・橋りょう事業費 945,693945,693945,693945,693

・街路事業費・街路事業費・街路事業費・街路事業費 3,599,3753,599,3753,599,3753,599,375

・道路建設調査費・道路建設調査費・道路建設調査費・道路建設調査費 5,3555,3555,3555,355

(514,795)(514,795)(514,795)(514,795) ○○○○

 601,992  601,992  601,992  601,992 

２２２２

５５５５

３３３３ 離離離離 島島島島 振振振振 興興興興 対対対対 策策策策 費費費費

市市市市 街街街街 地地地地 再再再再 開開開開 発発発発 事事事事 業業業業 費費費費

市街地再開発事業費補助金市街地再開発事業費補助金市街地再開発事業費補助金市街地再開発事業費補助金

(26,706,498)(26,706,498)(26,706,498)(26,706,498)

 26,981,598  26,981,598  26,981,598  26,981,598 

広広広広 域域域域 地地地地 域域域域

振振振振 興興興興 課課課課
２２２２ ２２２２

８８８８

地地地地

域域域域

のののの

そそそそ

れれれれ

ぞぞぞぞ

れれれれ

のののの

特特特特

色色色色

をををを

活活活活

かかかか

しししし

てててて

魅魅魅魅

力力力力

ああああ

道道道道路路路路維維維維持持持持課課課課

道道道道路路路路建建建建設設設設課課課課

公公公公園園園園街街街街路路路路課課課課

道道道道 路路路路 整整整整 備備備備 事事事事 業業業業 費費費費

１１１１
２２２２
３３３３
４４４４
５５５５

１１１１
３３３３

13,976,75213,976,75213,976,75213,976,752

13,004,84613,004,84613,004,84613,004,846

 601,992  601,992  601,992  601,992 

(17,142)(17,142)(17,142)(17,142) ○○○○

 18,767  18,767  18,767  18,767 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

 4,000  4,000  4,000  4,000 

(1,139,846)(1,139,846)(1,139,846)(1,139,846) ○○○○ 福岡・北九州空港整備直轄事業費負担金等福岡・北九州空港整備直轄事業費負担金等福岡・北九州空港整備直轄事業費負担金等福岡・北九州空港整備直轄事業費負担金等

 977,436  977,436  977,436  977,436 

○○○○ 北九州空港利用促進協議会負担金等北九州空港利用促進協議会負担金等北九州空港利用促進協議会負担金等北九州空港利用促進協議会負担金等

・エアポートセールス、広報等に要する経費・エアポートセールス、広報等に要する経費・エアポートセールス、広報等に要する経費・エアポートセールス、広報等に要する経費 7,6577,6577,6577,657

・航空貨物拠点化等の推進に要する経費・航空貨物拠点化等の推進に要する経費・航空貨物拠点化等の推進に要する経費・航空貨物拠点化等の推進に要する経費 127,163127,163127,163127,163

・国内・国際旅客便誘致に要する経費・国内・国際旅客便誘致に要する経費・国内・国際旅客便誘致に要する経費・国内・国際旅客便誘致に要する経費 68,53868,53868,53868,538

(11,651)(11,651)(11,651)(11,651) ○○○○ 福岡空港の民間委託の検討等に要する経費福岡空港の民間委託の検討等に要する経費福岡空港の民間委託の検討等に要する経費福岡空港の民間委託の検討等に要する経費

　　　　 　　　　
 11,190  11,190  11,190  11,190 

(4,949,008)(4,949,008)(4,949,008)(4,949,008) ○○○○ 直轄国道の整備に係る負担金直轄国道の整備に係る負担金直轄国道の整備に係る負担金直轄国道の整備に係る負担金

道道道道路路路路維維維維持持持持課課課課 ８８８８ ２２２２

 203,358  203,358  203,358  203,358 

福福福福 岡岡岡岡 空空空空 港港港港 対対対対 策策策策 費費費費

空空空空 港港港港 整整整整 備備備備 促促促促 進進進進 費費費費

北北北北 九九九九 州州州州 空空空空 港港港港 対対対対 策策策策 費費費費

３３３３ 直直直直 轄轄轄轄 道道道道 路路路路 事事事事 業業業業 費費費費 負負負負 担担担担 金金金金

(203,443)(203,443)(203,443)(203,443)

都都都都市市市市計計計計画画画画課課課課 ５５５５８８８８

都市計画運用方針の策定等に要する経費都市計画運用方針の策定等に要する経費都市計画運用方針の策定等に要する経費都市計画運用方針の策定等に要する経費

集集集集約約約約型型型型都都都都市市市市構構構構造造造造形形形形成成成成推推推推進進進進費費費費

未利用地等が点在する市街地の再生のための調査等に要する経費未利用地等が点在する市街地の再生のための調査等に要する経費未利用地等が点在する市街地の再生のための調査等に要する経費未利用地等が点在する市街地の再生のための調査等に要する経費

アアアア

ジジジジ

アアアア

とととと

つつつつ

なななな

がががが

りりりり
、、、、

地地地地

域域域域

がががが

密密密密

接接接接

にににに

ああああ

るるるる

地地地地

域域域域

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

１１１１ 都都都都市市市市計計計計画画画画運運運運用用用用方方方方針針針針策策策策定定定定費費費費

空空空空港港港港整整整整備備備備課課課課 ２２２２ ２２２２ ３３３３

空空空空港港港港計計計計画画画画課課課課 ２２２２ ２２２２ ３３３３
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 4,811,450  4,811,450  4,811,450  4,811,450 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 下関北九州道路の経済影響調査等に要する経費下関北九州道路の経済影響調査等に要する経費下関北九州道路の経済影響調査等に要する経費下関北九州道路の経済影響調査等に要する経費

 5,650  5,650  5,650  5,650 

(11,627,015)(11,627,015)(11,627,015)(11,627,015) ○○○○ 産業振興の基盤となる基幹道路網の整備に要する経費産業振興の基盤となる基幹道路網の整備に要する経費産業振興の基盤となる基幹道路網の整備に要する経費産業振興の基盤となる基幹道路網の整備に要する経費

 12,054,723  12,054,723  12,054,723  12,054,723 

(641,235)(641,235)(641,235)(641,235) ○○○○ 自動車産業施設とインターチェンジ等のアクセス強化を図る道路の整自動車産業施設とインターチェンジ等のアクセス強化を図る道路の整自動車産業施設とインターチェンジ等のアクセス強化を図る道路の整自動車産業施設とインターチェンジ等のアクセス強化を図る道路の整

備に要する経費備に要する経費備に要する経費備に要する経費

 735,350  735,350  735,350  735,350 

○○○○ 東九州自動車道の建設促進に要する経費東九州自動車道の建設促進に要する経費東九州自動車道の建設促進に要する経費東九州自動車道の建設促進に要する経費

・建設促進経費・建設促進経費・建設促進経費・建設促進経費 12,21412,21412,21412,214

・県道の整備に要する経費・県道の整備に要する経費・県道の整備に要する経費・県道の整備に要する経費 633,950633,950633,950633,950

・西日本高速道路(株)からの用地買収受託・西日本高速道路(株)からの用地買収受託・西日本高速道路(株)からの用地買収受託・西日本高速道路(株)からの用地買収受託 6,0006,0006,0006,000

８８８８ ２２２２ ３３３３

１１１１

３３３３

道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課 ８８８８ ２２２２
１１１１
３３３３
５５５５

(825,339)(825,339)(825,339)(825,339)

 652,164  652,164  652,164  652,164 

東東東東九九九九州州州州自自自自動動動動車車車車道道道道建建建建設設設設促促促促進進進進費費費費

８８８８

道道道道路路路路維維維維持持持持課課課課 ８８８８ ２２２２

道道道道路路路路建建建建設設設設課課課課

高高高高 速速速速 道道道道 路路路路
対対対対 策策策策 室室室室

８８８８ ２２２２

北北北北 部部部部 九九九九 州州州州 自自自自 動動動動 車車車車 産産産産 業業業業
アアアア ジジジジ アアアア 先先先先 進進進進 拠拠拠拠 点点点点 関関関関 連連連連
道道道道 路路路路 整整整整 備備備備 事事事事 業業業業 費費費費

３３３３ 直直直直 轄轄轄轄 道道道道 路路路路 事事事事 業業業業 費費費費 負負負負 担担担担 金金金金

基基基基 幹幹幹幹 的的的的 道道道道 路路路路 整整整整 備備備備 事事事事 業業業業 費費費費

１１１１ 下下下下 関関関関 北北北北 九九九九 州州州州 道道道道 路路路路 関関関関 連連連連 費費費費

にににに

連連連連
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しししし

発発発発

展展展展

すすすす

るるるる
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のののの

社社社社

会会会会

資資資資

本本本本

をををを

整整整整

備備備備

すすすす

るるるる

２２２２
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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
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
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

(27,746)(27,746)(27,746)(27,746) ○○○○ 定期航路を開設する船社の入出港に要する経費に対する助成   5,720定期航路を開設する船社の入出港に要する経費に対する助成   5,720定期航路を開設する船社の入出港に要する経費に対する助成   5,720定期航路を開設する船社の入出港に要する経費に対する助成   5,720

○○○○ 定期航路利用荷主の輸送経費に対する助成定期航路利用荷主の輸送経費に対する助成定期航路利用荷主の輸送経費に対する助成定期航路利用荷主の輸送経費に対する助成 32,00032,00032,00032,000

 37,720  37,720  37,720  37,720 ・　 輸出促進のための助成額の加算・　 輸出促進のための助成額の加算・　 輸出促進のための助成額の加算・　 輸出促進のための助成額の加算

○○○○ 単独事業費単独事業費単独事業費単独事業費 179,283179,283179,283179,283

(1,518,559)(1,518,559)(1,518,559)(1,518,559) ・港湾整備事業費・港湾整備事業費・港湾整備事業費・港湾整備事業費

○○○○ 補助事業費補助事業費補助事業費補助事業費 1,348,9691,348,9691,348,9691,348,969

 1,528,252  1,528,252  1,528,252  1,528,252 ・港湾改修事業費・港湾改修事業費・港湾改修事業費・港湾改修事業費 699,016699,016699,016699,016

・港湾局部改良事業費等・港湾局部改良事業費等・港湾局部改良事業費等・港湾局部改良事業費等 649,953649,953649,953649,953

(4,857,500)(4,857,500)(4,857,500)(4,857,500) ○○○○ 苅田港埠頭用地造成事業費苅田港埠頭用地造成事業費苅田港埠頭用地造成事業費苅田港埠頭用地造成事業費 1,776,1001,776,1001,776,1001,776,100

○○○○ 苅田港新松山地区都市再開発用地造成事業費苅田港新松山地区都市再開発用地造成事業費苅田港新松山地区都市再開発用地造成事業費苅田港新松山地区都市再開発用地造成事業費 61,00061,00061,00061,000

 3,346,300  3,346,300  3,346,300  3,346,300 ○○○○ 苅田港新松山地区臨海工業団地造成事業費苅田港新松山地区臨海工業団地造成事業費苅田港新松山地区臨海工業団地造成事業費苅田港新松山地区臨海工業団地造成事業費 1,509,2001,509,2001,509,2001,509,200

(1,778,856)(1,778,856)(1,778,856)(1,778,856) ○○○○ 苅田港整備事業費負担金苅田港整備事業費負担金苅田港整備事業費負担金苅田港整備事業費負担金 1,501,8021,501,8021,501,8021,501,802

○○○○ 三池港整備事業費負担金三池港整備事業費負担金三池港整備事業費負担金三池港整備事業費負担金 312,630312,630312,630312,630

 1,814,432  1,814,432  1,814,432  1,814,432 

(707,000)(707,000)(707,000)(707,000) ○○○○ 福岡県道路公社に対する負担金福岡県道路公社に対する負担金福岡県道路公社に対する負担金福岡県道路公社に対する負担金

港港港港 湾湾湾湾 整整整整 備備備備 事事事事 業業業業 費費費費

直直直直 轄轄轄轄 港港港港 湾湾湾湾 事事事事 業業業業 費費費費 負負負負 担担担担 金金金金２２２２

三三三三 池池池池 港港港港 国国国国 際際際際 ココココ ンンンン テテテテ ナナナナ

航航航航 路路路路 安安安安 定定定定 化化化化 事事事事 業業業業 費費費費

２２２２ 港港港港 湾湾湾湾 整整整整 備備備備 事事事事 業業業業 費費費費

８８８８

４４４４

特別会計特別会計特別会計特別会計

４４４４ １１１１

高高高高 速速速速 道道道道 路路路路

８８８８

８８８８ ４４４４

港港港港 湾湾湾湾 課課課課
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(707,000)(707,000)(707,000)(707,000) ○○○○ 福岡県道路公社に対する負担金福岡県道路公社に対する負担金福岡県道路公社に対する負担金福岡県道路公社に対する負担金

 707,000  707,000  707,000  707,000 

(3,023,356)(3,023,356)(3,023,356)(3,023,356) ○○○○

 3,276,472  3,276,472  3,276,472  3,276,472 

８８８８

連連連連 続続続続 立立立立 体体体体 交交交交 差差差差 事事事事 業業業業 費費費費

西鉄天神大牟田線春日原、下大利間の立体交差化に要する経費西鉄天神大牟田線春日原、下大利間の立体交差化に要する経費西鉄天神大牟田線春日原、下大利間の立体交差化に要する経費西鉄天神大牟田線春日原、下大利間の立体交差化に要する経費

２２２２ ３３３３ 道道道道 路路路路 公公公公 社社社社 事事事事 業業業業 費費費費

公公公公園園園園街街街街路路路路課課課課 ８８８８ ５５５５ ３３３３

高高高高 速速速速 道道道道 路路路路

対対対対 策策策策 室室室室

（ 23 ）


