
（ 24 ）

２．災害や犯罪、事故がなく、安全で安心して暮らせること
（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

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 私立幼稚園、小・中・高等学校の耐震化に対する助成私立幼稚園、小・中・高等学校の耐震化に対する助成私立幼稚園、小・中・高等学校の耐震化に対する助成私立幼稚園、小・中・高等学校の耐震化に対する助成

私私私私 立立立立 学学学学 校校校校 耐耐耐耐 震震震震 化化化化 促促促促 進進進進 費費費費

 247,657  247,657  247,657  247,657 

(3,315)(3,315)(3,315)(3,315) ○○○○ 専門委員会議の開催等に要する経費専門委員会議の開催等に要する経費専門委員会議の開催等に要する経費専門委員会議の開催等に要する経費

地地地地 域域域域 防防防防 災災災災 計計計計 画画画画 強強強強 化化化化 費費費費

 1,745  1,745  1,745  1,745 

(27,500)(27,500)(27,500)(27,500) ○○○○

機材の整備に要する経費機材の整備に要する経費機材の整備に要する経費機材の整備に要する経費 26,54426,54426,54426,544

 31,013  31,013  31,013  31,013 ○○○○

原原原原 子子子子 力力力力 防防防防 災災災災 (19,038)(19,038)(19,038)(19,038) ○○○○ 原子力災害時における国等との専用連絡回線の運用に要する経費原子力災害時における国等との専用連絡回線の運用に要する経費原子力災害時における国等との専用連絡回線の運用に要する経費原子力災害時における国等との専用連絡回線の運用に要する経費

ネネネネ ッッッッ トトトト ワワワワ ーーーー クククク 運運運運 営営営営 費費費費  17,917  17,917  17,917  17,917 

防防防防 災災災災 危危危危 機機機機 管管管管 理理理理 体体体体 制制制制 (22,873)(22,873)(22,873)(22,873) ○○○○ 県防災ネットワーク整備基本設計の実施に要する経費県防災ネットワーク整備基本設計の実施に要する経費県防災ネットワーク整備基本設計の実施に要する経費県防災ネットワーク整備基本設計の実施に要する経費 9,2079,2079,2079,207

災災災災

害害害害

にににに ６６６６ １１１１

原原原原 子子子子 力力力力 災災災災 害害害害 対対対対 策策策策 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

私私私私学学学学振振振振興興興興課課課課 ９９９９ ２２２２

防防防防災災災災企企企企画画画画課課課課 ２２２２

説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名
款款款款

緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内の住民の避難誘導等に必要な資緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内の住民の避難誘導等に必要な資緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内の住民の避難誘導等に必要な資緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内の住民の避難誘導等に必要な資

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

10101010

原発事故の発生を想定した広域的な防災訓練等に要する経費原発事故の発生を想定した広域的な防災訓練等に要する経費原発事故の発生を想定した広域的な防災訓練等に要する経費原発事故の発生を想定した広域的な防災訓練等に要する経費 4,4694,4694,4694,469

新新新新

○○○○ 防災情報等メール配信システムの運用に要する経費防災情報等メール配信システムの運用に要する経費防災情報等メール配信システムの運用に要する経費防災情報等メール配信システムの運用に要する経費 5,4095,4095,4095,409

強強強強 化化化化 推推推推 進進進進 費費費費  14,616  14,616  14,616  14,616 

(163,193)(163,193)(163,193)(163,193) ○○○○ 防災行政無線の維持管理に要する経費防災行政無線の維持管理に要する経費防災行政無線の維持管理に要する経費防災行政無線の維持管理に要する経費

防防防防 災災災災 行行行行 政政政政 無無無無 線線線線 業業業業 務務務務 費費費費

 164,858  164,858  164,858  164,858 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 県民・事業所向け備蓄促進キャンペーン等の実施に要する経費県民・事業所向け備蓄促進キャンペーン等の実施に要する経費県民・事業所向け備蓄促進キャンペーン等の実施に要する経費県民・事業所向け備蓄促進キャンペーン等の実施に要する経費

災災災災害害害害用用用用備備備備蓄蓄蓄蓄等等等等強強強強化化化化事事事事業業業業費費費費 11,32111,32111,32111,321

 40,956  40,956  40,956  40,956 ○○○○ 災害時の滅失等を補完するための避難所資機材の整備等災害時の滅失等を補完するための避難所資機材の整備等災害時の滅失等を補完するための避難所資機材の整備等災害時の滅失等を補完するための避難所資機材の整備等

防防防防災災災災企企企企画画画画課課課課 ○○○○ 県防災会議運営費等県防災会議運営費等県防災会議運営費等県防災会議運営費等 3,7003,7003,7003,700

○○○○ 防災訓練費防災訓練費防災訓練費防災訓練費 3,8623,8623,8623,862

消消消消 防防防防 防防防防 災災災災 ○○○○ 石油コンビナート等防災対策費石油コンビナート等防災対策費石油コンビナート等防災対策費石油コンビナート等防災対策費 10,20510,20510,20510,205

指指指指 導導導導 課課課課 ○○○○ 緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練費緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練費緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練費緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練費 1,8971,8971,8971,897

(63,551)(63,551)(63,551)(63,551) ○○○○ 災害対策本部設置運営訓練の実施に要する経費災害対策本部設置運営訓練の実施に要する経費災害対策本部設置運営訓練の実施に要する経費災害対策本部設置運営訓練の実施に要する経費 10,85110,85110,85110,851

○○○○ 避難体制整備に要する経費避難体制整備に要する経費避難体制整備に要する経費避難体制整備に要する経費 54,90054,90054,90054,900

 66,701  66,701  66,701  66,701 ○○○○ 防災担当職員研修に要する経費防災担当職員研修に要する経費防災担当職員研修に要する経費防災担当職員研修に要する経費 950950950950

○○○○ 自主防災組織の設立促進に要する経費自主防災組織の設立促進に要する経費自主防災組織の設立促進に要する経費自主防災組織の設立促進に要する経費 7,8087,8087,8087,808

(27,521)(27,521)(27,521)(27,521) ○○○○ 自主防災組織の育成強化に要する経費自主防災組織の育成強化に要する経費自主防災組織の育成強化に要する経費自主防災組織の育成強化に要する経費 15,44115,44115,44115,441

○○○○ 消防団員等を対象とした自主防災組織指導員研修に要する経費消防団員等を対象とした自主防災組織指導員研修に要する経費消防団員等を対象とした自主防災組織指導員研修に要する経費消防団員等を対象とした自主防災組織指導員研修に要する経費

 29,608  29,608  29,608  29,608 5,7865,7865,7865,786

強強強強
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(8,894)(8,894)(8,894)(8,894)

自自自自主主主主防防防防災災災災組組組組織織織織育育育育成成成成強強強強化化化化費費費費

市市市市町町町町村村村村防防防防災災災災力力力力強強強強化化化化支支支支援援援援費費費費

防防防防 災災災災 対対対対 策策策策 費費費費

 19,664  19,664  19,664  19,664 

新新新新

29,63529,63529,63529,635

 29,608  29,608  29,608  29,608 5,7865,7865,7865,786

○○○○ 自主防災組織リーダー研修に要する経費自主防災組織リーダー研修に要する経費自主防災組織リーダー研修に要する経費自主防災組織リーダー研修に要する経費 573573573573

災災災災 害害害害 時時時時 要要要要 援援援援 護護護護 者者者者 (45,243)(45,243)(45,243)(45,243) ○○○○

避避避避 難難難難 支支支支 援援援援 費費費費  31,519  31,519  31,519  31,519 

(9,124)(9,124)(9,124)(9,124) ○○○○

津津津津 波波波波 避避避避 難難難難 対対対対 策策策策 費費費費

 5,886  5,886  5,886  5,886 

○○○○ 防災人材バンク登録者の派遣等に要する経費防災人材バンク登録者の派遣等に要する経費防災人材バンク登録者の派遣等に要する経費防災人材バンク登録者の派遣等に要する経費 915915915915

○○○○ 災害ボランティアコーディネーターの養成等に要する経費災害ボランティアコーディネーターの養成等に要する経費災害ボランティアコーディネーターの養成等に要する経費災害ボランティアコーディネーターの養成等に要する経費

○○○○ 大学生災害ボランティアコーディネーターの養成に要する経費大学生災害ボランティアコーディネーターの養成に要する経費大学生災害ボランティアコーディネーターの養成に要する経費大学生災害ボランティアコーディネーターの養成に要する経費

1,6501,6501,6501,650

(18,206)(18,206)(18,206)(18,206) ○○○○ 救急振興財団への負担金救急振興財団への負担金救急振興財団への負担金救急振興財団への負担金 14,90014,90014,90014,900

救救救救 急急急急 業業業業 務務務務 高高高高 度度度度 化化化化 推推推推 進進進進 費費費費 ○○○○ 救急業務メディカルコントロール協議会運営費救急業務メディカルコントロール協議会運営費救急業務メディカルコントロール協議会運営費救急業務メディカルコントロール協議会運営費 3,2863,2863,2863,286

 18,186  18,186  18,186  18,186 
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指指指指 導導導導 課課課課
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 6,834  6,834  6,834  6,834 

(13,077)(13,077)(13,077)(13,077)

１１１１

市町村における地域津波避難計画の策定支援に要する経費市町村における地域津波避難計画の策定支援に要する経費市町村における地域津波避難計画の策定支援に要する経費市町村における地域津波避難計画の策定支援に要する経費

ふふふふ くくくく おおおお かかかか 防防防防 災災災災 人人人人 材材材材

育育育育 成成成成 ・・・・ 活活活活 用用用用 事事事事 業業業業 費費費費

市町村における要援護者避難支援計画の策定支援に要する経費市町村における要援護者避難支援計画の策定支援に要する経費市町村における要援護者避難支援計画の策定支援に要する経費市町村における要援護者避難支援計画の策定支援に要する経費

4,2694,2694,2694,269



（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

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名
款款款款

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

(203)(203)(203)(203) ○○○○ 市町村消防の広域化の推進に要する経費市町村消防の広域化の推進に要する経費市町村消防の広域化の推進に要する経費市町村消防の広域化の推進に要する経費

消消消消 防防防防 広広広広 域域域域 化化化化 推推推推 進進進進 費費費費

 174  174  174  174 

２２２２ (91,702)(91,702)(91,702)(91,702) ○○○○ 消防関係団体補助金等消防関係団体補助金等消防関係団体補助金等消防関係団体補助金等 17,53517,53517,53517,535

消消消消 防防防防 連連連連 絡絡絡絡 調調調調 整整整整 費費費費 ○○○○ 消防学校運営費等消防学校運営費等消防学校運営費等消防学校運営費等 81,86581,86581,86581,865

３３３３  99,400  99,400  99,400  99,400 

(341,987)(341,987)(341,987)(341,987) ○○○○ 新消防学校の整備に要する経費新消防学校の整備に要する経費新消防学校の整備に要する経費新消防学校の整備に要する経費

新新新新 消消消消 防防防防 学学学学 校校校校 整整整整 備備備備 費費費費 ・建物規模　15,864㎡・建物規模　15,864㎡・建物規模　15,864㎡・建物規模　15,864㎡

 1,185,806  1,185,806  1,185,806  1,185,806 ・工　　期　平成２３～２８年度・工　　期　平成２３～２８年度・工　　期　平成２３～２８年度・工　　期　平成２３～２８年度

債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為  4,327,624  4,327,624  4,327,624  4,327,624 

○○○○

・ももち文化センター・ももち文化センター・ももち文化センター・ももち文化センター 338,890338,890338,890338,890

・保健環境研究所・保健環境研究所・保健環境研究所・保健環境研究所 192,780192,780192,780192,780

・美術館・美術館・美術館・美術館 167,203167,203167,203167,203

１１１１ ２２２２

外外外外

５５５５

災災災災

害害害害

にににに

２２２２

消消消消 防防防防 防防防防 災災災災

指指指指 導導導導 課課課課

６６６６２２２２

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

外外外外 ２２２２ 課課課課

６６６６

６６６６

２２２２

県県県県 有有有有 施施施施 設設設設 等等等等 耐耐耐耐 震震震震 対対対対 策策策策 費費費費

耐震改修に要する経費耐震改修に要する経費耐震改修に要する経費耐震改修に要する経費
(102,741)(102,741)(102,741)(102,741)

 698,873  698,873  698,873  698,873 

３３３３

２２２２

(882)(882)(882)(882) ○○○○

 908  908  908  908 

(1,990)(1,990)(1,990)(1,990) ○○○○ 災害派遣医療チーム運営委員会運営費災害派遣医療チーム運営委員会運営費災害派遣医療チーム運営委員会運営費災害派遣医療チーム運営委員会運営費 924924924924

○○○○ 災害派遣医療チームの運営に対する助成災害派遣医療チームの運営に対する助成災害派遣医療チームの運営に対する助成災害派遣医療チームの運営に対する助成 2,0792,0792,0792,079

 3,624  3,624  3,624  3,624 ○○○○ 九州・沖縄ブロックＤＭＡＴ実動訓練の実施に要する経費九州・沖縄ブロックＤＭＡＴ実動訓練の実施に要する経費九州・沖縄ブロックＤＭＡＴ実動訓練の実施に要する経費九州・沖縄ブロックＤＭＡＴ実動訓練の実施に要する経費

(783,205)(783,205)(783,205)(783,205) ○○○○ 災害拠点病院等の耐震化に対する助成災害拠点病院等の耐震化に対する助成災害拠点病院等の耐震化に対する助成災害拠点病院等の耐震化に対する助成

 925,343  925,343  925,343  925,343 

(2,479)(2,479)(2,479)(2,479) ○○○○ 災害時の初動医療に必要な備蓄医薬品の管理に要する経費災害時の初動医療に必要な備蓄医薬品の管理に要する経費災害時の初動医療に必要な備蓄医薬品の管理に要する経費災害時の初動医療に必要な備蓄医薬品の管理に要する経費

 3,229  3,229  3,229  3,229 

○○○○ 緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内の避難住民のためのスクリーニ緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内の避難住民のためのスクリーニ緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内の避難住民のためのスクリーニ緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内の避難住民のためのスクリーニ

ング検査等に必要な資機材の整備に要する経費ング検査等に必要な資機材の整備に要する経費ング検査等に必要な資機材の整備に要する経費ング検査等に必要な資機材の整備に要する経費 25,13425,13425,13425,134

○○○○ 緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内の避難住民等のための安定ヨウ緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内の避難住民等のための安定ヨウ緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内の避難住民等のための安定ヨウ緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内の避難住民等のための安定ヨウ

素剤の備蓄等に要する経費素剤の備蓄等に要する経費素剤の備蓄等に要する経費素剤の備蓄等に要する経費 948948948948

(2,001,594)(2,001,594)(2,001,594)(2,001,594) ○○○○ 障害者福祉施設の耐震化及びスプリンクラー整備に対する助成障害者福祉施設の耐震化及びスプリンクラー整備に対する助成障害者福祉施設の耐震化及びスプリンクラー整備に対する助成障害者福祉施設の耐震化及びスプリンクラー整備に対する助成

 288,605  288,605  288,605  288,605 

強強強強

いいいい

まままま

ちちちち

をををを

医医医医療療療療指指指指導導導導課課課課 ３３３３ ４４４４

４４４４
２２２２

４４４４

医医医医療療療療指指指指導導導導課課課課

薬薬薬薬 務務務務 課課課課
３３３３

障障障障 害害害害 者者者者

福福福福 祉祉祉祉 課課課課
５５５５ ４４４４

４４４４
災災災災 害害害害 時時時時 緊緊緊緊 急急急急 医医医医 薬薬薬薬 品品品品 等等等等

備備備備 蓄蓄蓄蓄 事事事事 業業業業 費費費費

災災災災害害害害派派派派遣遣遣遣医医医医療療療療チチチチーーーームムムム運運運運営営営営費費費費

２２２２

３３３３

３３３３
外外外外 国国国国 人人人人 災災災災 害害害害 情情情情 報報報報 等等等等

緊緊緊緊 急急急急 通通通通 報報報報 事事事事 業業業業 費費費費

４４４４

原原原原 子子子子 力力力力 災災災災 害害害害 医医医医 療療療療 対対対対 策策策策 費費費費

交交交交流流流流第第第第一一一一課課課課 ５５５５ １１１１

薬薬薬薬 務務務務 課課課課

４４４４

病病病病 院院院院 耐耐耐耐 震震震震 化化化化 整整整整 備備備備 費費費費

外国語による防災情報等メール配信システムの運用に要する経費外国語による防災情報等メール配信システムの運用に要する経費外国語による防災情報等メール配信システムの運用に要する経費外国語による防災情報等メール配信システムの運用に要する経費

社社社社 会会会会 福福福福 祉祉祉祉 施施施施 設設設設

耐耐耐耐 震震震震 化化化化 等等等等 整整整整 備備備備 費費費費

 26,082  26,082  26,082  26,082 

(45,960)(45,960)(45,960)(45,960)

621621621621

 288,605  288,605  288,605  288,605 

○○○○ 放射線常時監視を行うための経費放射線常時監視を行うための経費放射線常時監視を行うための経費放射線常時監視を行うための経費 86,42886,42886,42886,428

○○○○ インターネットによる放射線情報等の提供に要する経費インターネットによる放射線情報等の提供に要する経費インターネットによる放射線情報等の提供に要する経費インターネットによる放射線情報等の提供に要する経費 1,4001,4001,4001,400

○○○○ 緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（ＳＰＥＥＤＩ）端緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（ＳＰＥＥＤＩ）端緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（ＳＰＥＥＤＩ）端緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（ＳＰＥＥＤＩ）端

末の運用に要する経費末の運用に要する経費末の運用に要する経費末の運用に要する経費 13,21513,21513,21513,215

(3,566,090)(3,566,090)(3,566,090)(3,566,090) ○○○○ ため池等の整備に要する経費ため池等の整備に要する経費ため池等の整備に要する経費ため池等の整備に要する経費

たたたた めめめめ 池池池池 等等等等 整整整整 備備備備 費費費費

 3,177,531  3,177,531  3,177,531  3,177,531 

(4,432,761)(4,432,761)(4,432,761)(4,432,761) ○○○○ 治山事業費治山事業費治山事業費治山事業費 3,977,8443,977,8443,977,8443,977,844

○○○○ 県単治山事業費県単治山事業費県単治山事業費県単治山事業費 866,422866,422866,422866,422

 4,844,266  4,844,266  4,844,266  4,844,266 

(675,778)(675,778)(675,778)(675,778) ○○○○ 災害関連緊急治山事業費災害関連緊急治山事業費災害関連緊急治山事業費災害関連緊急治山事業費

 432,215  432,215  432,215  432,215 

つつつつ

くくくく

るるるる

１１１１環環環環境境境境保保保保全全全全課課課課 ４４４４

５５５５ ４４４４６６６６

災災災災害害害害関関関関連連連連緊緊緊緊急急急急治治治治山山山山等等等等事事事事業業業業費費費費

放放放放 射射射射 能能能能 測測測測 定定定定 体体体体 制制制制 強強強強 化化化化 費費費費１１１１

治治治治 山山山山 事事事事 業業業業 費費費費
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

(52,010)(52,010)(52,010)(52,010)

 101,043  101,043  101,043  101,043 

（ 25 ）



（ 26 ）

（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

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名
款款款款

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

○○○○ 団体営事業費（24年災）団体営事業費（24年災）団体営事業費（24年災）団体営事業費（24年災） 771,065771,065771,065771,065

○○○○ 団体営事業費（25年災）団体営事業費（25年災）団体営事業費（25年災）団体営事業費（25年災） 29,28529,28529,28529,285

○○○○ 団体営事業費（現年災見込）団体営事業費（現年災見込）団体営事業費（現年災見込）団体営事業費（現年災見込） 973,438973,438973,438973,438

○○○○ 県営事業費（現年災見込）県営事業費（現年災見込）県営事業費（現年災見込）県営事業費（現年災見込） 104,368104,368104,368104,368

(4,000)(4,000)(4,000)(4,000) ○○○○ 農地の災害復旧に係る農家負担に対する助成農地の災害復旧に係る農家負担に対する助成農地の災害復旧に係る農家負担に対する助成農地の災害復旧に係る農家負担に対する助成

 1,300  1,300  1,300  1,300 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 主要なターミナル駅の駅舎等の耐震改修に対する助成主要なターミナル駅の駅舎等の耐震改修に対する助成主要なターミナル駅の駅舎等の耐震改修に対する助成主要なターミナル駅の駅舎等の耐震改修に対する助成

 31,566  31,566  31,566  31,566 

(805,000)(805,000)(805,000)(805,000) ○○○○ 橋梁等の長寿命化を図るためのアセットマネジメントに要する経費橋梁等の長寿命化を図るためのアセットマネジメントに要する経費橋梁等の長寿命化を図るためのアセットマネジメントに要する経費橋梁等の長寿命化を図るためのアセットマネジメントに要する経費

 938,000  938,000  938,000  938,000 

(2,909,145)(2,909,145)(2,909,145)(2,909,145) ○○○○ 道路災害防除費道路災害防除費道路災害防除費道路災害防除費 1,771,7671,771,7671,771,7671,771,767

○○○○ 道路防災費道路防災費道路防災費道路防災費 1,025,0001,025,0001,025,0001,025,000

災災災災

害害害害

にににに

道道道道路路路路維維維維持持持持課課課課

８８８８

１１１１ １１１１

２２２２

11111111 １１１１ １１１１
 1,878,156  1,878,156  1,878,156  1,878,156 

農農農農地地地地災災災災害害害害復復復復旧旧旧旧緊緊緊緊急急急急支支支支援援援援費費費費

耕耕耕耕 地地地地 災災災災 害害害害 復復復復 旧旧旧旧 事事事事 業業業業 費費費費

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

(1,660,138)(1,660,138)(1,660,138)(1,660,138)

企画交通課企画交通課企画交通課企画交通課 ８８８８

２２２２

８８８８ ２２２２

鉄鉄鉄鉄道道道道駅駅駅駅舎舎舎舎等等等等耐耐耐耐震震震震改改改改修修修修事事事事業業業業費費費費

２２２２
３３３３ 道道道道 路路路路 防防防防 災災災災 事事事事 業業業業 費費費費

道道道道路路路路施施施施設設設設維維維維持持持持管管管管理理理理推推推推進進進進費費費費

新新新新

○○○○ 道路防災費道路防災費道路防災費道路防災費 1,025,0001,025,0001,025,0001,025,000

 2,949,767  2,949,767  2,949,767  2,949,767 ○○○○ 橋りょう震災対策費橋りょう震災対策費橋りょう震災対策費橋りょう震災対策費 153,000153,000153,000153,000

(251,992)(251,992)(251,992)(251,992) ○○○○ 道路の改良復旧工事に要する経費道路の改良復旧工事に要する経費道路の改良復旧工事に要する経費道路の改良復旧工事に要する経費

 63,724  63,724  63,724  63,724 

○○○○ 単独事業費単独事業費単独事業費単独事業費 3,671,6653,671,6653,671,6653,671,665

・河川改修事業費・河川改修事業費・河川改修事業費・河川改修事業費 3,394,9883,394,9883,394,9883,394,988

・河川調査費・河川調査費・河川調査費・河川調査費 276,677276,677276,677276,677

○○○○ 補助事業費補助事業費補助事業費補助事業費 7,973,6557,973,6557,973,6557,973,655

・広域河川改修費・広域河川改修費・広域河川改修費・広域河川改修費 5,430,8355,430,8355,430,8355,430,835

・都市基盤河川改修費・都市基盤河川改修費・都市基盤河川改修費・都市基盤河川改修費 1,039,1471,039,1471,039,1471,039,147

・住宅宅地関連河川改修費等・住宅宅地関連河川改修費等・住宅宅地関連河川改修費等・住宅宅地関連河川改修費等 1,477,9691,477,9691,477,9691,477,969

・河川調査費・河川調査費・河川調査費・河川調査費 25,70425,70425,70425,704

(7,497,895)(7,497,895)(7,497,895)(7,497,895) ○○○○ 床上浸水対策特別緊急事業費床上浸水対策特別緊急事業費床上浸水対策特別緊急事業費床上浸水対策特別緊急事業費 4,238,1184,238,1184,238,1184,238,118

○○○○ 河川災害関連事業費等河川災害関連事業費等河川災害関連事業費等河川災害関連事業費等 3,059,6373,059,6373,059,6373,059,637

 9,559,503  9,559,503  9,559,503  9,559,503 ○○○○ 河川激甚災害対策特別緊急事業費河川激甚災害対策特別緊急事業費河川激甚災害対策特別緊急事業費河川激甚災害対策特別緊急事業費 2,261,7482,261,7482,261,7482,261,748

(1,547,217)(1,547,217)(1,547,217)(1,547,217) ○○○○ 流域単位の水害対策施設の整備、災害関連情報の提供等に要する経費流域単位の水害対策施設の整備、災害関連情報の提供等に要する経費流域単位の水害対策施設の整備、災害関連情報の提供等に要する経費流域単位の水害対策施設の整備、災害関連情報の提供等に要する経費

 1,613,600  1,613,600  1,613,600  1,613,600 

強強強強

いいいい

まままま

ちちちち

をををを

道道道道路路路路維維維維持持持持課課課課

河河河河 川川川川 課課課課

８８８８ ３３３３

３３３３
１１１１

２２２２
河河河河 川川川川 改改改改 修修修修 費費費費

８８８８ ２２２２ 道道道道 路路路路 災災災災 害害害害 関関関関 連連連連 事事事事 業業業業 費費費費３３３３

２２２２

８８８８ ２２２２

８８８８

河河河河 川川川川 災災災災 害害害害 関関関関 連連連連 等等等等 事事事事 業業業業 費費費費

(12,455,421)(12,455,421)(12,455,421)(12,455,421)

 11,645,320  11,645,320  11,645,320  11,645,320 

３３３３
４４４４

道道道道 路路路路 防防防防 災災災災 事事事事 業業業業 費費費費

河河河河川川川川総総総総合合合合流流流流域域域域防防防防災災災災事事事事業業業業費費費費

(3,307,950)(3,307,950)(3,307,950)(3,307,950) ○○○○ 直轄河川の整備に係る負担金直轄河川の整備に係る負担金直轄河川の整備に係る負担金直轄河川の整備に係る負担金

 3,062,802  3,062,802  3,062,802  3,062,802 

(603,156)(603,156)(603,156)(603,156) ○○○○ 直轄河川の災害復旧費負担金直轄河川の災害復旧費負担金直轄河川の災害復旧費負担金直轄河川の災害復旧費負担金

 20,808  20,808  20,808  20,808 

(2,309,255)(2,309,255)(2,309,255)(2,309,255) ○○○○ 24年災24年災24年災24年災 129,637129,637129,637129,637

○○○○ 25年災25年災25年災25年災 94,57294,57294,57294,572

 943,277  943,277  943,277  943,277 ○○○○ 現年災見込現年災見込現年災見込現年災見込 719,068719,068719,068719,068

○○○○ 単独事業費単独事業費単独事業費単独事業費 253,527253,527253,527253,527

・海岸災害防除対策事業費・海岸災害防除対策事業費・海岸災害防除対策事業費・海岸災害防除対策事業費 232,525232,525232,525232,525

(818,167)(818,167)(818,167)(818,167) ・海岸調査費・海岸調査費・海岸調査費・海岸調査費 21,00221,00221,00221,002

○○○○ 補助事業費補助事業費補助事業費補助事業費 598,567598,567598,567598,567

 852,094  852,094  852,094  852,094 ・海岸高潮対策事業費・海岸高潮対策事業費・海岸高潮対策事業費・海岸高潮対策事業費 470,729470,729470,729470,729

・海岸環境整備事業費・海岸環境整備事業費・海岸環境整備事業費・海岸環境整備事業費 110,274110,274110,274110,274

・海岸調査費・海岸調査費・海岸調査費・海岸調査費 17,56417,56417,56417,564

つつつつ

くくくく

るるるる

３３３３ 直直直直轄轄轄轄河河河河川川川川災災災災害害害害復復復復旧旧旧旧事事事事業業業業費費費費11111111 ２２２２

１１１１

４４４４
港港港港 湾湾湾湾 課課課課 ８８８８ ３３３３

河河河河 川川川川 課課課課

港港港港 湾湾湾湾 課課課課
11111111 ２２２２ ２２２２ 土土土土 木木木木 災災災災 害害害害 復復復復 旧旧旧旧 事事事事 業業業業 費費費費

直直直直 轄轄轄轄 河河河河 川川川川 事事事事 業業業業 費費費費 負負負負 担担担担 金金金金

海海海海 岸岸岸岸 整整整整 備備備備 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

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名
款款款款

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

(49,589)(49,589)(49,589)(49,589) ○○○○ ＳＯＬＡＳ条約に対応するための苅田・三池港の保安管理に要する経ＳＯＬＡＳ条約に対応するための苅田・三池港の保安管理に要する経ＳＯＬＡＳ条約に対応するための苅田・三池港の保安管理に要する経ＳＯＬＡＳ条約に対応するための苅田・三池港の保安管理に要する経

費費費費

 49,851  49,851  49,851  49,851 

○○○○ 単独事業費単独事業費単独事業費単独事業費 1,889,4081,889,4081,889,4081,889,408

・砂防事業費・砂防事業費・砂防事業費・砂防事業費 1,727,5821,727,5821,727,5821,727,582

・急傾斜地崩壊対策事業費・急傾斜地崩壊対策事業費・急傾斜地崩壊対策事業費・急傾斜地崩壊対策事業費 153,000153,000153,000153,000

(5,200,104)(5,200,104)(5,200,104)(5,200,104) ・砂防調査費・砂防調査費・砂防調査費・砂防調査費 8,8268,8268,8268,826

○○○○ 補助事業費補助事業費補助事業費補助事業費 4,815,1664,815,1664,815,1664,815,166

 6,704,574  6,704,574  6,704,574  6,704,574 ・通常砂防事業費・通常砂防事業費・通常砂防事業費・通常砂防事業費 2,737,5282,737,5282,737,5282,737,528

・地すべり対策事業費・地すべり対策事業費・地すべり対策事業費・地すべり対策事業費 433,704433,704433,704433,704

・急傾斜地崩壊対策事業費・急傾斜地崩壊対策事業費・急傾斜地崩壊対策事業費・急傾斜地崩壊対策事業費 1,590,3841,590,3841,590,3841,590,384

・砂防調査費・砂防調査費・砂防調査費・砂防調査費 53,55053,55053,55053,550

(814,000)(814,000)(814,000)(814,000) ○○○○ 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費 40,80040,80040,80040,800

○○○○ 災害関連緊急砂防事業費等災害関連緊急砂防事業費等災害関連緊急砂防事業費等災害関連緊急砂防事業費等 960,840960,840960,840960,840

 1,001,640  1,001,640  1,001,640  1,001,640 

災災災災

害害害害

にににに

強強強強

８８８８
１１１１

３３３３
３３３３

砂砂砂砂 防防防防 災災災災 害害害害 関関関関 連連連連 等等等等 事事事事 業業業業 費費費費

８８８８ ３３３３ ３３３３

港港港港 湾湾湾湾 課課課課 ８８８８ ４４４４ １１１１

砂砂砂砂 防防防防 課課課課

港港港港 湾湾湾湾 保保保保 安安安安 対対対対 策策策策 管管管管 理理理理 費費費費

砂砂砂砂 防防防防 事事事事 業業業業 費費費費

(976,875)(976,875)(976,875)(976,875) ○○○○ 流域単位の土砂災害対策施設の整備、災害関連情報の提供等に要する流域単位の土砂災害対策施設の整備、災害関連情報の提供等に要する流域単位の土砂災害対策施設の整備、災害関連情報の提供等に要する流域単位の土砂災害対策施設の整備、災害関連情報の提供等に要する

経費経費経費経費

 826,818  826,818  826,818  826,818 

(2,469)(2,469)(2,469)(2,469) ○○○○

 2,480  2,480  2,480  2,480 

○○○○ 　 民間大規模建築物の耐震診断費に対する助成　 民間大規模建築物の耐震診断費に対する助成　 民間大規模建築物の耐震診断費に対する助成　 民間大規模建築物の耐震診断費に対する助成 137,416137,416137,416137,416

○○○○ 　 耐震改修促進計画の改定のための調査に要する経費　 耐震改修促進計画の改定のための調査に要する経費　 耐震改修促進計画の改定のための調査に要する経費　 耐震改修促進計画の改定のための調査に要する経費 13,12013,12013,12013,120

○○○○ 耐震化に向けた普及啓発に要する経費耐震化に向けた普及啓発に要する経費耐震化に向けた普及啓発に要する経費耐震化に向けた普及啓発に要する経費 13,28213,28213,28213,282

○○○○ 木造戸建住宅耐震改修に対する助成木造戸建住宅耐震改修に対する助成木造戸建住宅耐震改修に対する助成木造戸建住宅耐震改修に対する助成 90,22790,22790,22790,227

２２２２ (   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

１１１１

４４４４  14,813  14,813  14,813  14,813 

(12,030)(12,030)(12,030)(12,030) ○○○○

機材の整備に要する経費機材の整備に要する経費機材の整備に要する経費機材の整備に要する経費

 7,731  7,731  7,731  7,731 

(6,920,579)(6,920,579)(6,920,579)(6,920,579) ○○○○ 耐震改修に要する経費耐震改修に要する経費耐震改修に要する経費耐震改修に要する経費

県県県県 立立立立 学学学学 校校校校 耐耐耐耐 震震震震 対対対対 策策策策 費費費費 ・門司大翔館高校ほか22校・門司大翔館高校ほか22校・門司大翔館高校ほか22校・門司大翔館高校ほか22校

施施施施 設設設設 課課課課  7,231,595  7,231,595  7,231,595  7,231,595 

いいいい

まままま

ちちちち

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

警警警警 察察察察 本本本本 部部部部

９９９９

10101010 ４４４４ ５５５５

原原原原 子子子子 力力力力 災災災災 害害害害 対対対対 策策策策 費費費費

緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内の住民の避難誘導等に必要な資緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内の住民の避難誘導等に必要な資緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内の住民の避難誘導等に必要な資緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）内の住民の避難誘導等に必要な資

２２２２

９９９９

１１１１

駐在所における災害警備活動のための情報通信基盤整備に要する経費駐在所における災害警備活動のための情報通信基盤整備に要する経費駐在所における災害警備活動のための情報通信基盤整備に要する経費駐在所における災害警備活動のための情報通信基盤整備に要する経費

防防防防 災災災災 危危危危 機機機機 管管管管 理理理理
体体体体 制制制制 整整整整 備備備備 費費費費

応急危険度判定士派遣体制の整備等に要する経費応急危険度判定士派遣体制の整備等に要する経費応急危険度判定士派遣体制の整備等に要する経費応急危険度判定士派遣体制の整備等に要する経費

８８８８ ３３３３ ３３３３

建建建建築築築築指指指指導導導導課課課課

住住住住宅宅宅宅計計計計画画画画課課課課
８８８８ １１１１ ５５５５

建建建建築築築築指指指指導導導導課課課課 ８８８８ １１１１ ５５５５

(88,217)(88,217)(88,217)(88,217)

 254,045  254,045  254,045  254,045 

建建建建 築築築築 物物物物 地地地地 震震震震 対対対対 策策策策 事事事事 業業業業 費費費費

建建建建 築築築築 物物物物 耐耐耐耐 震震震震 化化化化 促促促促 進進進進 費費費費

砂砂砂砂防防防防総総総総合合合合流流流流域域域域防防防防災災災災事事事事業業業業費費費費

新新新新

新新新新

新新新新

施施施施 設設設設 課課課課  7,231,595  7,231,595  7,231,595  7,231,595 

債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為  6,171,587  6,171,587  6,171,587  6,171,587 

(4,570)(4,570)(4,570)(4,570) ○○○○

国国国国 民民民民 保保保保 護護護護 体体体体 制制制制 推推推推 進進進進 費費費費 する経費する経費する経費する経費

 14,335  14,335  14,335  14,335 

○○○○ 地域防犯活動団体への助成等地域防犯活動団体への助成等地域防犯活動団体への助成等地域防犯活動団体への助成等 4,6994,6994,6994,699

○○○○ 安全・安心まちづくり県民の集い開催費安全・安心まちづくり県民の集い開催費安全・安心まちづくり県民の集い開催費安全・安心まちづくり県民の集い開催費 3,0873,0873,0873,087

○○○○ 安全・安心まちづくりアドバイザー派遣事業費安全・安心まちづくりアドバイザー派遣事業費安全・安心まちづくりアドバイザー派遣事業費安全・安心まちづくりアドバイザー派遣事業費 2,6072,6072,6072,607

○○○○ インターネット上の交流広場運営費インターネット上の交流広場運営費インターネット上の交流広場運営費インターネット上の交流広場運営費 1,1101,1101,1101,110

○○○○ 暴力団追放！地域決起会議の開催に要する経費暴力団追放！地域決起会議の開催に要する経費暴力団追放！地域決起会議の開催に要する経費暴力団追放！地域決起会議の開催に要する経費 1,3901,3901,3901,390

○○○○ 市町村暴力団排除研修に要する経費市町村暴力団排除研修に要する経費市町村暴力団排除研修に要する経費市町村暴力団排除研修に要する経費 409409409409

○○○○ 市町村が設置する暴力団対策防犯カメラに対する助成市町村が設置する暴力団対策防犯カメラに対する助成市町村が設置する暴力団対策防犯カメラに対する助成市町村が設置する暴力団対策防犯カメラに対する助成 12,60012,60012,60012,600

○○○○ 暴力団事務所撤去運動に対する助成暴力団事務所撤去運動に対する助成暴力団事務所撤去運動に対する助成暴力団事務所撤去運動に対する助成 2,0002,0002,0002,000

防防防防災災災災企企企企画画画画課課課課

２２２２生生生生活活活活安安安安全全全全課課課課 ５５５５ １１１１

(13,215)(13,215)(13,215)(13,215)

 11,503  11,503  11,503  11,503 

暴暴暴暴 力力力力 団団団団 排排排排 除除除除 推推推推 進進進進 費費費費

(15,860)(15,860)(15,860)(15,860)

 16,399  16,399  16,399  16,399 

安安安安 全全全全 ・・・・ 安安安安 心心心心 まままま ちちちち づづづづ くくくく りりりり

推推推推 進進進進 費費費費

２２２２ ６６６６ １１１１

福岡県国民保護計画の推進及び市町村国民保護計画の推進支援等に要福岡県国民保護計画の推進及び市町村国民保護計画の推進支援等に要福岡県国民保護計画の推進及び市町村国民保護計画の推進支援等に要福岡県国民保護計画の推進及び市町村国民保護計画の推進支援等に要

10101010 ４４４４ ５５５５

（ 27 ）



（ 28 ）

（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

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名
款款款款

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

○○○○ 飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の施行に要する経費飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の施行に要する経費飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の施行に要する経費飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の施行に要する経費

・条例広報費・条例広報費・条例広報費・条例広報費 15,20815,20815,20815,208

・違反者に対する受診指導等に要する経費・違反者に対する受診指導等に要する経費・違反者に対する受診指導等に要する経費・違反者に対する受診指導等に要する経費 4,3834,3834,3834,383

・事業所、飲食店等の取組促進費・事業所、飲食店等の取組促進費・事業所、飲食店等の取組促進費・事業所、飲食店等の取組促進費 41,47741,47741,47741,477

・飲酒運転撲滅連絡会議運営費・飲酒運転撲滅連絡会議運営費・飲酒運転撲滅連絡会議運営費・飲酒運転撲滅連絡会議運営費 1,2121,2121,2121,212

・飲酒運転撲滅活動アドバイザーの派遣等に要する経費　   　3,037・飲酒運転撲滅活動アドバイザーの派遣等に要する経費　   　3,037・飲酒運転撲滅活動アドバイザーの派遣等に要する経費　   　3,037・飲酒運転撲滅活動アドバイザーの派遣等に要する経費　   　3,037

(13,000)(13,000)(13,000)(13,000) ○○○○ 交通安全団体の活動に対する助成交通安全団体の活動に対する助成交通安全団体の活動に対する助成交通安全団体の活動に対する助成

交交交交 通通通通 安安安安 全全全全 運運運運 動動動動 推推推推 進進進進 費費費費

 12,110  12,110  12,110  12,110 

(6,952)(6,952)(6,952)(6,952) ○○○○ アルコール依存症講習会の開催等に要する経費アルコール依存症講習会の開催等に要する経費アルコール依存症講習会の開催等に要する経費アルコール依存症講習会の開催等に要する経費 4,4314,4314,4314,431

○○○○ アルコール依存症の疑いのある人の飲酒方法の改善のための保健指導アルコール依存症の疑いのある人の飲酒方法の改善のための保健指導アルコール依存症の疑いのある人の飲酒方法の改善のための保健指導アルコール依存症の疑いのある人の飲酒方法の改善のための保健指導

 5,766  5,766  5,766  5,766 プログラムの普及等に要する経費プログラムの普及等に要する経費プログラムの普及等に要する経費プログラムの普及等に要する経費 1,3351,3351,3351,335

○○○○ 薬物乱用防止対策費薬物乱用防止対策費薬物乱用防止対策費薬物乱用防止対策費 2,6672,6672,6672,667

(16,910)(16,910)(16,910)(16,910) ○○○○ 違法ドラッグ等薬物乱用防止啓発費違法ドラッグ等薬物乱用防止啓発費違法ドラッグ等薬物乱用防止啓発費違法ドラッグ等薬物乱用防止啓発費 13,77913,77913,77913,779

○○○○ 大学生大麻等薬物乱用防止啓発費大学生大麻等薬物乱用防止啓発費大学生大麻等薬物乱用防止啓発費大学生大麻等薬物乱用防止啓発費 813813813813

犯犯犯犯

罪罪罪罪

やややや

事事事事

生生生生活活活活安安安安全全全全課課課課 ５５５５ １１１１ ２２２２

アアアアルルルルココココーーーールルルル依依依依存存存存症症症症支支支支援援援援費費費費

薬薬薬薬 務務務務 課課課課 ３３３３ ４４４４ ４４４４ 薬薬薬薬 物物物物 乱乱乱乱 用用用用 対対対対 策策策策 推推推推 進進進進 費費費費

健健健健康康康康増増増増進進進進課課課課 ３３３３ ２２２２ ５５５５

飲飲飲飲 酒酒酒酒 運運運運 転転転転 撲撲撲撲 滅滅滅滅 運運運運 動動動動

推推推推 進進進進 費費費費

(63,506)(63,506)(63,506)(63,506)

 65,317  65,317  65,317  65,317 

 18,206  18,206  18,206  18,206 ○○○○

947947947947

(6,175,293)(6,175,293)(6,175,293)(6,175,293) ○○○○ 単独事業費単独事業費単独事業費単独事業費 3,511,8963,511,8963,511,8963,511,896

○○○○ 補助事業費補助事業費補助事業費補助事業費 4,041,6894,041,6894,041,6894,041,689

 7,553,585  7,553,585  7,553,585  7,553,585 

(6,600)(6,600)(6,600)(6,600) ○○○○ 県防犯協会連合会の防犯活動に対する助成県防犯協会連合会の防犯活動に対する助成県防犯協会連合会の防犯活動に対する助成県防犯協会連合会の防犯活動に対する助成

防防防防犯犯犯犯協協協協会会会会連連連連合合合合会会会会強強強強化化化化対対対対策策策策費費費費

 6,600  6,600  6,600  6,600 　　　　　　　　 　　　　

(159,785)(159,785)(159,785)(159,785) ○○○○

 160,363  160,363  160,363  160,363 　　　　　　　　 　　　　

(46,996)(46,996)(46,996)(46,996) ○○○○

 47,166  47,166  47,166  47,166 

(16,621)(16,621)(16,621)(16,621) ○○○○

 16,799  16,799  16,799  16,799 

(6,233)(6,233)(6,233)(6,233) ○○○○

故故故故

のののの

なななな

いいいい

社社社社

会会会会
１１１１９９９９ ２２２２

県県県県民民民民ココココミミミミュュュュニニニニケケケケーーーーシシシショョョョンンンン

シシシシ スススス テテテテ ムムムム 整整整整 備備備備 費費費費

ホームページ及び防犯メールによる情報提供等に要する経費ホームページ及び防犯メールによる情報提供等に要する経費ホームページ及び防犯メールによる情報提供等に要する経費ホームページ及び防犯メールによる情報提供等に要する経費

高高高高 齢齢齢齢 者者者者 交交交交 通通通通 安安安安 全全全全 ボランティア等による高齢者宅への交通安全訪問活動等に要する経費ボランティア等による高齢者宅への交通安全訪問活動等に要する経費ボランティア等による高齢者宅への交通安全訪問活動等に要する経費ボランティア等による高齢者宅への交通安全訪問活動等に要する経費

地地地地 域域域域 警警警警 察察察察 活活活活 動動動動 費費費費

交番相談員(85人)の配置に要する経費交番相談員(85人)の配置に要する経費交番相談員(85人)の配置に要する経費交番相談員(85人)の配置に要する経費

警警警警 察察察察 安安安安 全全全全 相相相相 談談談談 強強強強 化化化化 費費費費

警察安全相談員(25人)の配置に要する経費警察安全相談員(25人)の配置に要する経費警察安全相談員(25人)の配置に要する経費警察安全相談員(25人)の配置に要する経費

　 薬物再乱用を防止するための回復プログラムの検討に要する経費　 薬物再乱用を防止するための回復プログラムの検討に要する経費　 薬物再乱用を防止するための回復プログラムの検討に要する経費　 薬物再乱用を防止するための回復プログラムの検討に要する経費

道道道道路路路路維維維維持持持持課課課課 ８８８８ ２２２２
２２２２

３３３３
交交交交 通通通通 安安安安 全全全全 対対対対 策策策策 費費費費

新新新新

(6,233)(6,233)(6,233)(6,233) ○○○○

 6,214  6,214  6,214  6,214 

(10,414)(10,414)(10,414)(10,414) ○○○○

落落落落ととととしししし物物物物ネネネネッッッットトトト検検検検索索索索推推推推進進進進費費費費

 10,587  10,587  10,587  10,587 

(29,165)(29,165)(29,165)(29,165) ○○○○

 29,450  29,450  29,450  29,450 

２２２２ (81,350)(81,350)(81,350)(81,350) ○○○○

３３３３  88,364  88,364  88,364  88,364 

１１１１ ２２２２ (5,173)(5,173)(5,173)(5,173) ○○○○ 一般交通安全運動費一般交通安全運動費一般交通安全運動費一般交通安全運動費 441441441441

○○○○ 交通事故総量抑制対策費交通事故総量抑制対策費交通事故総量抑制対策費交通事故総量抑制対策費 4,7784,7784,7784,778

２２２２ ３３３３  33,088  33,088  33,088  33,088 ○○○○ 　 交通事故管理・分析システムの構築に要する経費　 交通事故管理・分析システムの構築に要する経費　 交通事故管理・分析システムの構築に要する経費　 交通事故管理・分析システムの構築に要する経費 27,86927,86927,86927,869

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

警警警警 察察察察 本本本本 部部部部

１１１１ パパパパ トトトト ロロロロ ーーーー ルルルル 強強強強 化化化化 事事事事 業業業業 費費費費

小型警ら車によるパトロール活動に要する経費小型警ら車によるパトロール活動に要する経費小型警ら車によるパトロール活動に要する経費小型警ら車によるパトロール活動に要する経費

９９９９ 　　　　

９９９９ 交交交交通通通通事事事事故故故故抑抑抑抑止止止止総総総総合合合合対対対対策策策策費費費費

落とし物ネット検索システムの運営に要する経費落とし物ネット検索システムの運営に要する経費落とし物ネット検索システムの運営に要する経費落とし物ネット検索システムの運営に要する経費

交交交交 番番番番 情情情情 報報報報 ネネネネ ッッッッ トトトト ワワワワ ーーーー クククク

整整整整 備備備備 費費費費

警察活動強化のための情報通信基盤の運営に要する経費警察活動強化のための情報通信基盤の運営に要する経費警察活動強化のための情報通信基盤の運営に要する経費警察活動強化のための情報通信基盤の運営に要する経費

高高高高 齢齢齢齢 者者者者 交交交交 通通通通 安安安安 全全全全

ササササ ポポポポ ーーーー トトトト 事事事事 業業業業 費費費費

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

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名
款款款款

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

１１１１ ２２２２ (299,620)(299,620)(299,620)(299,620) ○○○○ 一般刑法犯罪の捜査に要する経費一般刑法犯罪の捜査に要する経費一般刑法犯罪の捜査に要する経費一般刑法犯罪の捜査に要する経費 124,516124,516124,516124,516

２２２２ １１１１ ○○○○ 広域機動捜査システム経費広域機動捜査システム経費広域機動捜査システム経費広域機動捜査システム経費 67,66567,66567,66567,665

２２２２  301,675  301,675  301,675  301,675 ○○○○ 事件に強い警察関係経費事件に強い警察関係経費事件に強い警察関係経費事件に強い警察関係経費 109,494109,494109,494109,494

(23,031)(23,031)(23,031)(23,031) ○○○○ 交　番　　５か所交　番　　５か所交　番　　５か所交　番　　５か所

交交交交 番番番番 ・・・・ 駐駐駐駐 在在在在 所所所所 改改改改 築築築築 費費費費 ○○○○ 駐在所　　１か所駐在所　　１か所駐在所　　１か所駐在所　　１か所

 250,325  250,325  250,325  250,325 

○○○○ 信号機の新設費等信号機の新設費等信号機の新設費等信号機の新設費等 273,641273,641273,641273,641

交交交交 通通通通 安安安安 全全全全 施施施施 設設設設 整整整整 備備備備 費費費費 (771,980)(771,980)(771,980)(771,980) ○○○○ パーキングメーター設置費パーキングメーター設置費パーキングメーター設置費パーキングメーター設置費 49,66849,66849,66849,668

○○○○ 道路標識・標示整備費等道路標識・標示整備費等道路標識・標示整備費等道路標識・標示整備費等 334,416334,416334,416334,416

（（（（ 県県県県 単単単単 独独独独 事事事事 業業業業 ））））  812,353  812,353  812,353  812,353 ○○○○ 交通管制センター整備費交通管制センター整備費交通管制センター整備費交通管制センター整備費 104,308104,308104,308104,308

○○○○ 信号機耐震化工事費信号機耐震化工事費信号機耐震化工事費信号機耐震化工事費 50,32050,32050,32050,320

交交交交 通通通通 安安安安 全全全全 施施施施 設設設設 整整整整 備備備備 費費費費 (1,416,113)(1,416,113)(1,416,113)(1,416,113) ○○○○ 交通管制センター整備費交通管制センター整備費交通管制センター整備費交通管制センター整備費 680,540680,540680,540680,540

○○○○ 信号機の更新費等信号機の更新費等信号機の更新費等信号機の更新費等 301,566301,566301,566301,566

（（（（ 国国国国 庫庫庫庫 補補補補 助助助助 事事事事 業業業業 ））））  1,481,960  1,481,960  1,481,960  1,481,960 ○○○○ 信号機の新設費等信号機の新設費等信号機の新設費等信号機の新設費等 499,854499,854499,854499,854

(278,480)(278,480)(278,480)(278,480) ○○○○

犯犯犯犯

罪罪罪罪

やややや

事事事事

９９９９ １１１１ ４４４４

筑豊自動車運転免許試験場の整備に要する経費筑豊自動車運転免許試験場の整備に要する経費筑豊自動車運転免許試験場の整備に要する経費筑豊自動車運転免許試験場の整備に要する経費

一一一一般般般般犯犯犯犯罪罪罪罪捜捜捜捜査査査査活活活活動動動動強強強強化化化化費費費費９９９９

筑筑筑筑 豊豊豊豊 自自自自 動動動動 車車車車 運運運運 転転転転 (278,480)(278,480)(278,480)(278,480) ○○○○

１１１１ ５５５５
 457,225  457,225  457,225  457,225 

１１１１ ５５５５ (636,997)(636,997)(636,997)(636,997) ○○○○

19,50719,50719,50719,507

２２２２ ３３３３  689,333  689,333  689,333  689,333 ○○○○ ＩＣ免許証の交付に要する経費ＩＣ免許証の交付に要する経費ＩＣ免許証の交付に要する経費ＩＣ免許証の交付に要する経費 669,826669,826669,826669,826

(22,887)(22,887)(22,887)(22,887) ○○○○ 優良運転者及び高齢者の免許更新センターの運営に要する経費優良運転者及び高齢者の免許更新センターの運営に要する経費優良運転者及び高齢者の免許更新センターの運営に要する経費優良運転者及び高齢者の免許更新センターの運営に要する経費

１１１１ ５５５５
15,62215,62215,62215,622

(52,906)(52,906)(52,906)(52,906) ○○○○ 総合指揮システムの運用等に要する経費総合指揮システムの運用等に要する経費総合指揮システムの運用等に要する経費総合指揮システムの運用等に要する経費 19,65019,65019,65019,650

総総総総合合合合的的的的危危危危機機機機管管管管理理理理機機機機能能能能強強強強化化化化費費費費 ○○○○ 国際テロ未然防止対策に要する経費国際テロ未然防止対策に要する経費国際テロ未然防止対策に要する経費国際テロ未然防止対策に要する経費 2,4762,4762,4762,476

 54,205  54,205  54,205  54,205 ○○○○ ヘリコプターテレビシステムの更新等に要する経費ヘリコプターテレビシステムの更新等に要する経費ヘリコプターテレビシステムの更新等に要する経費ヘリコプターテレビシステムの更新等に要する経費 32,07932,07932,07932,079

(12,402)(12,402)(12,402)(12,402) ○○○○ 犯罪被害者に対する相談活動等に要する経費犯罪被害者に対する相談活動等に要する経費犯罪被害者に対する相談活動等に要する経費犯罪被害者に対する相談活動等に要する経費 4,5324,5324,5324,532

○○○○ 犯罪被害者の治療等に要する経費犯罪被害者の治療等に要する経費犯罪被害者の治療等に要する経費犯罪被害者の治療等に要する経費 6,6006,6006,6006,600

 12,273  12,273  12,273  12,273 ○○○○ 犯罪被害者の遺族に対する支援に要する経費犯罪被害者の遺族に対する支援に要する経費犯罪被害者の遺族に対する支援に要する経費犯罪被害者の遺族に対する支援に要する経費 1,1411,1411,1411,141

(522,694)(522,694)(522,694)(522,694) ○○○○ 新通信指令システムの運営に要する経費新通信指令システムの運営に要する経費新通信指令システムの運営に要する経費新通信指令システムの運営に要する経費

新新新新通通通通信信信信指指指指令令令令シシシシスススステテテテムムムム運運運運営営営営費費費費

 520,981  520,981  520,981  520,981 

(64,717)(64,717)(64,717)(64,717) ○○○○ 捜査報償費捜査報償費捜査報償費捜査報償費 55,00055,00055,00055,000

故故故故

のののの

なななな

いいいい

社社社社

会会会会

警警警警 察察察察 本本本本 部部部部

９９９９ ２２２２ １１１１

９９９９
優優優優良良良良運運運運転転転転者者者者更更更更新新新新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

犯犯犯犯 罪罪罪罪 被被被被 害害害害 者者者者 対対対対 策策策策 費費費費

筑豊自動車運転免許試験場の整備に要する経費筑豊自動車運転免許試験場の整備に要する経費筑豊自動車運転免許試験場の整備に要する経費筑豊自動車運転免許試験場の整備に要する経費

９９９９

自自自自 動動動動 車車車車 運運運運 転転転転 免免免免 許許許許 費費費費

遠隔地警察署(８署)における更新免許証の即日交付に要する経費遠隔地警察署(８署)における更新免許証の即日交付に要する経費遠隔地警察署(８署)における更新免許証の即日交付に要する経費遠隔地警察署(８署)における更新免許証の即日交付に要する経費

９９９９

筑筑筑筑 豊豊豊豊 自自自自 動動動動 車車車車 運運運運 転転転転

免免免免 許許許許 試試試試 験験験験 場場場場 整整整整 備備備備 費費費費

(64,717)(64,717)(64,717)(64,717) ○○○○ 捜査報償費捜査報償費捜査報償費捜査報償費 55,00055,00055,00055,000

一一一一 般般般般 警警警警 察察察察 運運運運 営営営営 費費費費 ○○○○ 財務アドバイザーによる職員教養経費財務アドバイザーによる職員教養経費財務アドバイザーによる職員教養経費財務アドバイザーによる職員教養経費 162162162162

 64,717  64,717  64,717  64,717 ○○○○ 地域コミュニケーション活動経費地域コミュニケーション活動経費地域コミュニケーション活動経費地域コミュニケーション活動経費 9,5559,5559,5559,555

(945)(945)(945)(945) ○○○○

○○○○ 街頭活動の安全確保のための普及啓発等に要する経費街頭活動の安全確保のための普及啓発等に要する経費街頭活動の安全確保のための普及啓発等に要する経費街頭活動の安全確保のための普及啓発等に要する経費 778778778778

 865  865  865  865 

(19,722)(19,722)(19,722)(19,722) ○○○○ 取締りの強化及び広報啓発活動に要する経費取締りの強化及び広報啓発活動に要する経費取締りの強化及び広報啓発活動に要する経費取締りの強化及び広報啓発活動に要する経費

飲飲飲飲 酒酒酒酒 運運運運 転転転転 撲撲撲撲 滅滅滅滅 対対対対 策策策策 費費費費

 19,688  19,688  19,688  19,688 

(2,025)(2,025)(2,025)(2,025) ○○○○ 銃器捜査に要する経費銃器捜査に要する経費銃器捜査に要する経費銃器捜査に要する経費 1,7541,7541,7541,754

銃銃銃銃 器器器器 摘摘摘摘 発発発発 総総総総 合合合合 対対対対 策策策策 費費費費 ○○○○ 広報啓発活動及び連携強化費広報啓発活動及び連携強化費広報啓発活動及び連携強化費広報啓発活動及び連携強化費 149149149149

 1,903  1,903  1,903  1,903 

(6,779)(6,779)(6,779)(6,779) ○○○○ ハイテク犯罪対策経費ハイテク犯罪対策経費ハイテク犯罪対策経費ハイテク犯罪対策経費 4,1164,1164,1164,116

新新新新 型型型型 犯犯犯犯 罪罪罪罪 対対対対 策策策策 費費費費 ○○○○ 来日外国人犯罪対策経費来日外国人犯罪対策経費来日外国人犯罪対策経費来日外国人犯罪対策経費 2,6632,6632,6632,663

 6,779  6,779  6,779  6,779 

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

９９９９ ２２２２
１１１１

２２２２

地地地地 域域域域 防防防防 犯犯犯犯 活活活活 動動動動 推推推推 進進進進 費費費費

事業者に対する防犯責任者講習の普及啓発等に要する経費　　　　87事業者に対する防犯責任者講習の普及啓発等に要する経費　　　　87事業者に対する防犯責任者講習の普及啓発等に要する経費　　　　87事業者に対する防犯責任者講習の普及啓発等に要する経費　　　　87

（ 29 ）



（ 30 ）

（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

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名
款款款款

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

１１１１ (27,361)(27,361)(27,361)(27,361) ○○○○

２２２２

２２２２  27,844  27,844  27,844  27,844 

○○○○

費費費費

・公共事業からの暴力団排除に要する経費・公共事業からの暴力団排除に要する経費・公共事業からの暴力団排除に要する経費・公共事業からの暴力団排除に要する経費 5,9925,9925,9925,992

(66,422)(66,422)(66,422)(66,422) ・保護対策の徹底に要する経費・保護対策の徹底に要する経費・保護対策の徹底に要する経費・保護対策の徹底に要する経費 10,32510,32510,32510,325

・訴訟の援助に要する経費・訴訟の援助に要する経費・訴訟の援助に要する経費・訴訟の援助に要する経費 2,0002,0002,0002,000

 67,724  67,724  67,724  67,724 ・広報啓発活動に要する経費・広報啓発活動に要する経費・広報啓発活動に要する経費・広報啓発活動に要する経費 4,8834,8834,8834,883

・暴力団及び暴走族に対する取締り強化に要する経費・暴力団及び暴走族に対する取締り強化に要する経費・暴力団及び暴走族に対する取締り強化に要する経費・暴力団及び暴走族に対する取締り強化に要する経費 1,7251,7251,7251,725

・中学校・高等学校等における暴力団排除教育に要する経費　29,539・中学校・高等学校等における暴力団排除教育に要する経費　29,539・中学校・高等学校等における暴力団排除教育に要する経費　29,539・中学校・高等学校等における暴力団排除教育に要する経費　29,539

・武器・資金源の取締り強化に要する経費・武器・資金源の取締り強化に要する経費・武器・資金源の取締り強化に要する経費・武器・資金源の取締り強化に要する経費 13,26013,26013,26013,260

(250,696)(250,696)(250,696)(250,696) ○○○○ 指定暴力団の捜査、取締りの強化に要する経費指定暴力団の捜査、取締りの強化に要する経費指定暴力団の捜査、取締りの強化に要する経費指定暴力団の捜査、取締りの強化に要する経費 221,187221,187221,187221,187

○○○○ 被害者保護対策に要する経費被害者保護対策に要する経費被害者保護対策に要する経費被害者保護対策に要する経費 18,28118,28118,28118,281

 252,951  252,951  252,951  252,951 ○○○○ 事業者等責任者講習の実施等に要する経費事業者等責任者講習の実施等に要する経費事業者等責任者講習の実施等に要する経費事業者等責任者講習の実施等に要する経費 13,48313,48313,48313,483

犯犯犯犯

罪罪罪罪

やややや

事事事事

故故故故

のののの

なななな

警警警警 察察察察 本本本本 部部部部

９９９９ ２２２２ ２２２２ 暴暴暴暴 力力力力 団団団団 総総総総 合合合合 対対対対 策策策策 費費費費

福岡県暴力団排除条例に基づく暴力団組織の弱体化・撲滅に要する経福岡県暴力団排除条例に基づく暴力団組織の弱体化・撲滅に要する経福岡県暴力団排除条例に基づく暴力団組織の弱体化・撲滅に要する経福岡県暴力団排除条例に基づく暴力団組織の弱体化・撲滅に要する経

１１１１ ２２２２

暴暴暴暴 力力力力 団団団団 排排排排 除除除除 総総総総 合合合合 対対対対 策策策策 費費費費
９９９９ ２２２２ １１１１

２２２２

ササササ イイイイ ババババ ーーーー 犯犯犯犯 罪罪罪罪 対対対対 策策策策 費費費費

解析機材の整備、捜査員の研修及び広報啓発活動等に要する経費解析機材の整備、捜査員の研修及び広報啓発活動等に要する経費解析機材の整備、捜査員の研修及び広報啓発活動等に要する経費解析機材の整備、捜査員の研修及び広報啓発活動等に要する経費

９９９９

○○○○ 暴力団排除特別強化地域への防犯カメラ設置に要する経費暴力団排除特別強化地域への防犯カメラ設置に要する経費暴力団排除特別強化地域への防犯カメラ設置に要する経費暴力団排除特別強化地域への防犯カメラ設置に要する経費

○○○○ 特定危険指定暴力団等の捜査、取締りの強化に要する経費特定危険指定暴力団等の捜査、取締りの強化に要する経費特定危険指定暴力団等の捜査、取締りの強化に要する経費特定危険指定暴力団等の捜査、取締りの強化に要する経費

○○○○ 福岡県暴力追放運動推進センターが行う代理訴訟に対する助成福岡県暴力追放運動推進センターが行う代理訴訟に対する助成福岡県暴力追放運動推進センターが行う代理訴訟に対する助成福岡県暴力追放運動推進センターが行う代理訴訟に対する助成

5,0005,0005,0005,000

○○○○ 保護対策の徹底、暴力団取締り強化のための資機材の整備等に要する保護対策の徹底、暴力団取締り強化のための資機材の整備等に要する保護対策の徹底、暴力団取締り強化のための資機材の整備等に要する保護対策の徹底、暴力団取締り強化のための資機材の整備等に要する

経費経費経費経費 17,61617,61617,61617,616

(35,421)(35,421)(35,421)(35,421) ○○○○

犯犯犯犯 罪罪罪罪 捜捜捜捜 査査査査 基基基基 盤盤盤盤 強強強強 化化化化 費費費費

 36,481  36,481  36,481  36,481 

(25,377)(25,377)(25,377)(25,377) ○○○○

 25,377  25,377  25,377  25,377 

(284,884)(284,884)(284,884)(284,884) ○○○○ 放置駐車確認に係る業務委託等に要する経費放置駐車確認に係る業務委託等に要する経費放置駐車確認に係る業務委託等に要する経費放置駐車確認に係る業務委託等に要する経費

２２２２ ３３３３ ・委託警察署　中央外９署・委託警察署　中央外９署・委託警察署　中央外９署・委託警察署　中央外９署

 296,174  296,174  296,174  296,174 

○○○○ 県消費生活センターの相談体制整備費県消費生活センターの相談体制整備費県消費生活センターの相談体制整備費県消費生活センターの相談体制整備費 18,63118,63118,63118,631

○○○○ 消費者講習会開催費消費者講習会開催費消費者講習会開催費消費者講習会開催費 232232232232

○○○○ 商品テスト事業費商品テスト事業費商品テスト事業費商品テスト事業費 126126126126

○○○○ 消費者啓発資料展示費消費者啓発資料展示費消費者啓発資料展示費消費者啓発資料展示費 86868686

いいいい

社社社社

会会会会

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

暮暮暮暮

らららら

警警警警 察察察察 本本本本 部部部部

９９９９ ２２２２

１１１１

犯罪取締り強化のための捜査情報基盤の整備等に要する経費犯罪取締り強化のための捜査情報基盤の整備等に要する経費犯罪取締り強化のための捜査情報基盤の整備等に要する経費犯罪取締り強化のための捜査情報基盤の整備等に要する経費

犯犯犯犯 罪罪罪罪 のののの 起起起起 きききき にににに くくくく いいいい

社社社社 会会会会 づづづづ くくくく りりりり 推推推推 進進進進 費費費費

性犯罪、ひったくり等重要犯罪の取締り強化に要する経費性犯罪、ひったくり等重要犯罪の取締り強化に要する経費性犯罪、ひったくり等重要犯罪の取締り強化に要する経費性犯罪、ひったくり等重要犯罪の取締り強化に要する経費
２２２２

(19,019)(19,019)(19,019)(19,019)

(41,274)(41,274)(41,274)(41,274)

２２２２ ２２２２ 64,15164,15164,15164,151

９９９９

総総総総合合合合的的的的消消消消費費費費者者者者行行行行政政政政推推推推進進進進費費費費

９９９９

放放放放 置置置置 駐駐駐駐 車車車車 確確確確 認認認認 業業業業 務務務務 費費費費

 19,075  19,075  19,075  19,075 

２２２２

暴暴暴暴 力力力力 団団団団 対対対対 策策策策 緊緊緊緊 急急急急 事事事事 業業業業 費費費費

22,61822,61822,61822,618

18,91718,91718,91718,917

(5,353)(5,353)(5,353)(5,353) ○○○○ 県消費生活センターの相談体制整備費県消費生活センターの相談体制整備費県消費生活センターの相談体制整備費県消費生活センターの相談体制整備費

 5,214  5,214  5,214  5,214 

(41,831)(41,831)(41,831)(41,831) ○○○○ 県消費生活センターの相談体制整備費県消費生活センターの相談体制整備費県消費生活センターの相談体制整備費県消費生活センターの相談体制整備費 11,52511,52511,52511,525

多多多多 重重重重 債債債債 務務務務 問問問問 題題題題 対対対対 策策策策 費費費費 ○○○○ 多重債務問題対策協議会等に要する経費多重債務問題対策協議会等に要する経費多重債務問題対策協議会等に要する経費多重債務問題対策協議会等に要する経費 83838383

 37,843  37,843  37,843  37,843 ○○○○ 生活再生相談窓口の運営等に要する経費生活再生相談窓口の運営等に要する経費生活再生相談窓口の運営等に要する経費生活再生相談窓口の運営等に要する経費 26,23526,23526,23526,235

(218,818)(218,818)(218,818)(218,818) ○○○○ 県消費生活センターが行う消費者教育・啓発等に要する経費  26,550県消費生活センターが行う消費者教育・啓発等に要する経費  26,550県消費生活センターが行う消費者教育・啓発等に要する経費  26,550県消費生活センターが行う消費者教育・啓発等に要する経費  26,550

消消消消費費費費者者者者行行行行政政政政活活活活性性性性化化化化事事事事業業業業費費費費 ○○○○ 市町村が実施する消費者相談窓口の機能強化等に対する助成市町村が実施する消費者相談窓口の機能強化等に対する助成市町村が実施する消費者相談窓口の機能強化等に対する助成市町村が実施する消費者相談窓口の機能強化等に対する助成

 168,384  168,384  168,384  168,384 141,834141,834141,834141,834

(7,463)(7,463)(7,463)(7,463) ○○○○

 7,558  7,558  7,558  7,558 

(24,516)(24,516)(24,516)(24,516) ○○○○

 10,445  10,445  10,445  10,445 

しししし

のののの

安安安安

全全全全

・・・・

食食食食

のののの

安安安安

全全全全

をををを

守守守守

るるるる

保保保保健健健健衛衛衛衛生生生生課課課課 ３３３３ ３３３３ ３３３３

食食食食 品品品品 衛衛衛衛 生生生生 広広広広 域域域域 専専専専 門門門門 監監監監 視視視視

推推推推 進進進進 費費費費

食品衛生の専門的・技術的な監視指導に要する経費食品衛生の専門的・技術的な監視指導に要する経費食品衛生の専門的・技術的な監視指導に要する経費食品衛生の専門的・技術的な監視指導に要する経費

牛牛牛牛 海海海海 綿綿綿綿 状状状状 脳脳脳脳 症症症症 検検検検 査査査査 費費費費

食肉衛生検査所における牛海綿状脳症検査の実施に要する経費食肉衛生検査所における牛海綿状脳症検査の実施に要する経費食肉衛生検査所における牛海綿状脳症検査の実施に要する経費食肉衛生検査所における牛海綿状脳症検査の実施に要する経費

生生生生活活活活安安安安全全全全課課課課 ５５５５

悪悪悪悪 質質質質 商商商商 法法法法 被被被被 害害害害 防防防防 止止止止

強強強強 化化化化 事事事事 業業業業 費費費費
１１１１ ２２２２



（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

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名
款款款款

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

(1,668)(1,668)(1,668)(1,668) ○○○○ 食の安全懇話会の開催等に要する経費食の安全懇話会の開催等に要する経費食の安全懇話会の開催等に要する経費食の安全懇話会の開催等に要する経費 418418418418

○○○○ 放射性物質汚染食品及び生食用食肉の安全対策に要する経費     650放射性物質汚染食品及び生食用食肉の安全対策に要する経費     650放射性物質汚染食品及び生食用食肉の安全対策に要する経費     650放射性物質汚染食品及び生食用食肉の安全対策に要する経費     650

 1,068  1,068  1,068  1,068 

(185,101)(185,101)(185,101)(185,101) ○○○○ 油症研究推進のためのカネミ油症患者の健康実態調査に要する経費油症研究推進のためのカネミ油症患者の健康実態調査に要する経費油症研究推進のためのカネミ油症患者の健康実態調査に要する経費油症研究推進のためのカネミ油症患者の健康実態調査に要する経費

 122,828  122,828  122,828  122,828 

(3,631)(3,631)(3,631)(3,631) ○○○○

薬薬薬薬 務務務務 課課課課

 3,732  3,732  3,732  3,732 

(3,575)(3,575)(3,575)(3,575) ○○○○ 貸金業の規制等に関する立入調査、登録審査等に要する経費貸金業の規制等に関する立入調査、登録審査等に要する経費貸金業の規制等に関する立入調査、登録審査等に要する経費貸金業の規制等に関する立入調査、登録審査等に要する経費

 3,420  3,420  3,420  3,420 　　　　 　　　　

(9,617)(9,617)(9,617)(9,617) ○○○○

 9,895  9,895  9,895  9,895 

暮暮暮暮

らららら

しししし

のののの

安安安安

全全全全

・・・・

食食食食

のののの

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
７７７７

食食食食のののの安安安安全全全全・・・・

保保保保健健健健衛衛衛衛生生生生課課課課 ３３３３ ３３３３ ３３３３

１１１１

ふふふふくくくくおおおおかかかか食食食食のののの安安安安全全全全・・・・安安安安心心心心

対対対対 策策策策 事事事事 業業業業 費費費費

農業生産工程管理及び食品表示適正化の推進に要する経費農業生産工程管理及び食品表示適正化の推進に要する経費農業生産工程管理及び食品表示適正化の推進に要する経費農業生産工程管理及び食品表示適正化の推進に要する経費

１１１１ 貸貸貸貸 金金金金 業業業業 対対対対 策策策策 費費費費

健康食品等未承認医薬品の検査等に要する経費健康食品等未承認医薬品の検査等に要する経費健康食品等未承認医薬品の検査等に要する経費健康食品等未承認医薬品の検査等に要する経費

３３３３ ４４４４ ４４４４ 健健健健 康康康康 食食食食 品品品品 安安安安 全全全全 対対対対 策策策策 費費費費

油油油油 症症症症 患患患患 者者者者 健健健健 康康康康

実実実実 態態態態 調調調調 査査査査 事事事事 業業業業 費費費費

食食食食 のののの 安安安安 全全全全 対対対対 策策策策 推推推推 進進進進 費費費費

 9,895  9,895  9,895  9,895 

(4,235)(4,235)(4,235)(4,235) ○○○○

 5,136  5,136  5,136  5,136 

(60,514)(60,514)(60,514)(60,514) ○○○○ 家畜伝染病の発生予防及びまん延防止に要する経費家畜伝染病の発生予防及びまん延防止に要する経費家畜伝染病の発生予防及びまん延防止に要する経費家畜伝染病の発生予防及びまん延防止に要する経費

 60,388  60,388  60,388  60,388 

(4,297)(4,297)(4,297)(4,297) ○○○○

 4,211  4,211  4,211  4,211 

のののの

安安安安

全全全全

をををを

守守守守

るるるる
畜畜畜畜 産産産産 課課課課 ６６６６

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
６６６６

３３３３ ２２２２

家家家家 畜畜畜畜 伝伝伝伝 染染染染 病病病病 予予予予 防防防防 事事事事 業業業業 費費費費

口口口口 蹄蹄蹄蹄 疫疫疫疫 等等等等 防防防防 疫疫疫疫 対対対対 策策策策 費費費費

環環環環境境境境にににに調調調調和和和和ししししたたたた農農農農業業業業推推推推進進進進費費費費

対対対対 策策策策 事事事事 業業業業 費費費費

口蹄疫等の発生を想定した防疫訓練等に要する経費口蹄疫等の発生を想定した防疫訓練等に要する経費口蹄疫等の発生を想定した防疫訓練等に要する経費口蹄疫等の発生を想定した防疫訓練等に要する経費

減農薬・減化学肥料栽培農産物に係る認証の実施等に要する経費減農薬・減化学肥料栽培農産物に係る認証の実施等に要する経費減農薬・減化学肥料栽培農産物に係る認証の実施等に要する経費減農薬・減化学肥料栽培農産物に係る認証の実施等に要する経費
１１１１ ３３３３

（ 31 ）


