
６．子ども・若者が夢を抱き、将来に向かってはばたけること
（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

○○○○

・県立高等学校・県立高等学校・県立高等学校・県立高等学校 41,89741,89741,89741,897

・県立特別支援学校・県立特別支援学校・県立特別支援学校・県立特別支援学校 5,0005,0005,0005,000

・県立学校の広報費・県立学校の広報費・県立学校の広報費・県立学校の広報費 6,7996,7996,7996,799

(3,137)(3,137)(3,137)(3,137) ○○○○

3,1983,1983,1983,198

 13,644  13,644  13,644  13,644 ○○○○ 　 高度な農業技術を持った人材の育成に要する経費　 高度な農業技術を持った人材の育成に要する経費　 高度な農業技術を持った人材の育成に要する経費　 高度な農業技術を持った人材の育成に要する経費 10,44610,44610,44610,446

(5,707)(5,707)(5,707)(5,707) ○○○○

費費費費

 5,720  5,720  5,720  5,720 

○○○○ 高校生を対象とした「科学の甲子園」福岡県大会の実施等に要する経高校生を対象とした「科学の甲子園」福岡県大会の実施等に要する経高校生を対象とした「科学の甲子園」福岡県大会の実施等に要する経高校生を対象とした「科学の甲子園」福岡県大会の実施等に要する経

費費費費 7,1407,1407,1407,140

○○○○ 中学生を対象とした「科学の甲子園ジュニア」福岡県大会の実施等に中学生を対象とした「科学の甲子園ジュニア」福岡県大会の実施等に中学生を対象とした「科学の甲子園ジュニア」福岡県大会の実施等に中学生を対象とした「科学の甲子園ジュニア」福岡県大会の実施等に

要する経費要する経費要する経費要する経費 4,8944,8944,8944,894

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

10101010

10101010

個個個個

性性性性

やややや

能能能能

力力力力

にににに

富富富富

高校教育課高校教育課高校教育課高校教育課

高高高高校校校校教教教教育育育育課課課課

義義義義務務務務教教教教育育育育課課課課
１１１１

説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

大学教授と高校生がディスカッションを行う合宿の実施等に要する経大学教授と高校生がディスカッションを行う合宿の実施等に要する経大学教授と高校生がディスカッションを行う合宿の実施等に要する経大学教授と高校生がディスカッションを行う合宿の実施等に要する経

(61,799)(61,799)(61,799)(61,799)

１１１１ ４４４４

生徒が主体となって計画立案した体験活動等の実施に要する経費生徒が主体となって計画立案した体験活動等の実施に要する経費生徒が主体となって計画立案した体験活動等の実施に要する経費生徒が主体となって計画立案した体験活動等の実施に要する経費

専専専専 門門門門 高高高高 校校校校 生生生生 実実実実 践践践践 力力力力

向向向向 上上上上 事事事事 業業業業 費費費費

(7,133)(7,133)(7,133)(7,133)

 12,034  12,034  12,034  12,034 

次次次次 世世世世 代代代代 のののの 科科科科 学学学学 技技技技 術術術術 をををを

担担担担 うううう 人人人人 材材材材 育育育育 成成成成 費費費費
４４４４

 53,696  53,696  53,696  53,696 

高高高高 校校校校 生生生生 知知知知 のののの 創創創創 造造造造 力力力力

育育育育 成成成成 セセセセ ミミミミ ナナナナ ーーーー 事事事事 業業業業 費費費費

ものづくりコンテスト、高校生産業教育フェアの実施に要する経費ものづくりコンテスト、高校生産業教育フェアの実施に要する経費ものづくりコンテスト、高校生産業教育フェアの実施に要する経費ものづくりコンテスト、高校生産業教育フェアの実施に要する経費

未未未未来来来来をををを切切切切りりりり拓拓拓拓くくくく人人人人材材材材育育育育成成成成費費費費

新新新新

要する経費要する経費要する経費要する経費 4,8944,8944,8944,894

○○○○ 学力実態調査事業費学力実態調査事業費学力実態調査事業費学力実態調査事業費 31,10431,10431,10431,104

　対象：小学校６年生、中学校３年生　対象：小学校６年生、中学校３年生　対象：小学校６年生、中学校３年生　対象：小学校６年生、中学校３年生

○○○○

る助成等る助成等る助成等る助成等 6,4946,4946,4946,494

○○○○

169,256169,256169,256169,256

○○○○ 活用力育成教材集の作成及び診断テストの実施に要する経費  26,481活用力育成教材集の作成及び診断テストの実施に要する経費  26,481活用力育成教材集の作成及び診断テストの実施に要する経費  26,481活用力育成教材集の作成及び診断テストの実施に要する経費  26,481

○○○○ 授業実践力強化講座の実施等に要する経費授業実践力強化講座の実施等に要する経費授業実践力強化講座の実施等に要する経費授業実践力強化講座の実施等に要する経費 1,5531,5531,5531,553

○○○○ 　 外部人材を活用した土曜授業の実施に対する助成　 外部人材を活用した土曜授業の実施に対する助成　 外部人材を活用した土曜授業の実施に対する助成　 外部人材を活用した土曜授業の実施に対する助成 55,04055,04055,04055,040

(8,095)(8,095)(8,095)(8,095) ○○○○ 英語体験活動の実施に要する経費英語体験活動の実施に要する経費英語体験活動の実施に要する経費英語体験活動の実施に要する経費

 7,920  7,920  7,920  7,920 

(5,392)(5,392)(5,392)(5,392) ○○○○

 4,717  4,717  4,717  4,717 

(1,507)(1,507)(1,507)(1,507) ○○○○ 小、中、高等学校との交流事業費小、中、高等学校との交流事業費小、中、高等学校との交流事業費小、中、高等学校との交流事業費

障障障障 害害害害 児児児児 理理理理 解解解解 啓啓啓啓 発発発発 推推推推 進進進進 費費費費

 1,506  1,506  1,506  1,506 

(450)(450)(450)(450) ○○○○ 幼児期からの就学相談による適正就学指導費幼児期からの就学相談による適正就学指導費幼児期からの就学相談による適正就学指導費幼児期からの就学相談による適正就学指導費

みみみみ

、、、、

学学学学

力力力力

・・・・

体体体体

力力力力

をををを

備備備備

ええええ

たたたた

義務教育課義務教育課義務教育課義務教育課
特特特特 別別別別 支支支支 援援援援 学学学学 校校校校

体体体体 験験験験 学学学学 習習習習 推推推推 進進進進 費費費費

学力強化が特に必要な市町村が実施する学力向上プランの推進に対す学力強化が特に必要な市町村が実施する学力向上プランの推進に対す学力強化が特に必要な市町村が実施する学力向上プランの推進に対す学力強化が特に必要な市町村が実施する学力向上プランの推進に対す
(196,801)(196,801)(196,801)(196,801)

ふふふふくくくくおおおおかかかか学学学学力力力力アアアアッッッッププププ推推推推進進進進費費費費

英英英英語語語語でででで世世世世界界界界ににににチチチチャャャャレレレレンンンンジジジジ

すすすす るるるる 小小小小 中中中中 学学学学 生生生生 育育育育 成成成成 費費費費

10101010 １１１１ ４４４４

学力強化が特に必要な市町村への非常勤講師の派遣に要する経費学力強化が特に必要な市町村への非常勤講師の派遣に要する経費学力強化が特に必要な市町村への非常勤講師の派遣に要する経費学力強化が特に必要な市町村への非常勤講師の派遣に要する経費
 289,928  289,928  289,928  289,928 

県立特別支援学校の児童生徒の体験学習に要する経費県立特別支援学校の児童生徒の体験学習に要する経費県立特別支援学校の児童生徒の体験学習に要する経費県立特別支援学校の児童生徒の体験学習に要する経費

新新新新

(450)(450)(450)(450) ○○○○ 幼児期からの就学相談による適正就学指導費幼児期からの就学相談による適正就学指導費幼児期からの就学相談による適正就学指導費幼児期からの就学相談による適正就学指導費

  相談会場　　６会場  相談会場　　６会場  相談会場　　６会場  相談会場　　６会場

 450  450  450  450   相 談 員    ５ 人  相 談 員    ５ 人  相 談 員    ５ 人  相 談 員    ５ 人

(9,375)(9,375)(9,375)(9,375) ○○○○

遣等に要する経費遣等に要する経費遣等に要する経費遣等に要する経費

 9,408  9,408  9,408  9,408 

(3,758)(3,758)(3,758)(3,758) ○○○○ 学校体育における地域スポーツ人材の活用に関する調査研究に要する学校体育における地域スポーツ人材の活用に関する調査研究に要する学校体育における地域スポーツ人材の活用に関する調査研究に要する学校体育における地域スポーツ人材の活用に関する調査研究に要する

経費経費経費経費

 1,560  1,560  1,560  1,560 

(29,574)(29,574)(29,574)(29,574) ○○○○ 中学校、高等学校等の各体育連盟に対する助成中学校、高等学校等の各体育連盟に対する助成中学校、高等学校等の各体育連盟に対する助成中学校、高等学校等の各体育連盟に対する助成

学学学学 校校校校 体体体体 育育育育 振振振振 興興興興 助助助助 成成成成 費費費費

 29,957  29,957  29,957  29,957 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 運動部活動の適切な運営のための実践研究等に要する経費運動部活動の適切な運営のための実践研究等に要する経費運動部活動の適切な運営のための実践研究等に要する経費運動部活動の適切な運営のための実践研究等に要する経費

運運運運 動動動動 部部部部 活活活活 動動動動 推推推推 進進進進 費費費費

 6,540  6,540  6,540  6,540 

７７７７

子子子子

どどどど

もももも

をををを

育育育育

てててて

るるるる

体体体体 育育育育

スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ

健健健健 康康康康 課課課課

障障障障害害害害児児児児巡巡巡巡回回回回就就就就学学学学相相相相談談談談活活活活動動動動費費費費

ふふふふくくくくおおおおかかかか体体体体力力力力アアアアッッッッププププ推推推推進進進進費費費費１１１１

発発発発 達達達達 障障障障 害害害害 児児児児 等等等等

教教教教 育育育育 継継継継 続続続続 支支支支 援援援援 費費費費

２２２２

10101010

10101010 ７７７７

幼稚園、保育所、小・中・高等学校への発達障害に関する専門家の派幼稚園、保育所、小・中・高等学校への発達障害に関する専門家の派幼稚園、保育所、小・中・高等学校への発達障害に関する専門家の派幼稚園、保育所、小・中・高等学校への発達障害に関する専門家の派

3,7253,7253,7253,7259,5029,5029,5029,502

新新新新

（ 43 ）



（ 44 ）

（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

款款款款
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

○○○○ 高校生の学業継続を支援する学習施設への助成高校生の学業継続を支援する学習施設への助成高校生の学業継続を支援する学習施設への助成高校生の学業継続を支援する学習施設への助成 10,00010,00010,00010,000

８８８８ ４４４４ (52,774)(52,774)(52,774)(52,774) ○○○○ 児童生徒の学校復帰や社会的自立を支援するフリースクールへの助成児童生徒の学校復帰や社会的自立を支援するフリースクールへの助成児童生徒の学校復帰や社会的自立を支援するフリースクールへの助成児童生徒の学校復帰や社会的自立を支援するフリースクールへの助成

不不不不登登登登校校校校・・・・中中中中途途途途退退退退学学学学対対対対策策策策費費費費 18,00018,00018,00018,000

９９９９ ２２２２  52,774  52,774  52,774  52,774 ○○○○ 県立大学の不登校・ひきこもりサポートセンターの運営に要する経費県立大学の不登校・ひきこもりサポートセンターの運営に要する経費県立大学の不登校・ひきこもりサポートセンターの運営に要する経費県立大学の不登校・ひきこもりサポートセンターの運営に要する経費

24,77424,77424,77424,774

(21,382)(21,382)(21,382)(21,382) ○○○○ 青年の翼事業に要する経費青年の翼事業に要する経費青年の翼事業に要する経費青年の翼事業に要する経費 6,7546,7546,7546,754

アアアアジジジジアアアア青青青青少少少少年年年年交交交交流流流流事事事事業業業業費費費費 ○○○○ 高校・大学等が実施する海外体験プログラムに対する助成高校・大学等が実施する海外体験プログラムに対する助成高校・大学等が実施する海外体験プログラムに対する助成高校・大学等が実施する海外体験プログラムに対する助成

 21,302  21,302  21,302  21,302 

(34,153)(34,153)(34,153)(34,153) ○○○○ 青少年団体の活動に対する助成青少年団体の活動に対する助成青少年団体の活動に対する助成青少年団体の活動に対する助成 3,9933,9933,9933,993

○○○○ 青少年育成県民運動推進事業費青少年育成県民運動推進事業費青少年育成県民運動推進事業費青少年育成県民運動推進事業費 30,21030,21030,21030,210

 35,203  35,203  35,203  35,203 ○○○○ 青少年囲碁交流事業費青少年囲碁交流事業費青少年囲碁交流事業費青少年囲碁交流事業費 1,0001,0001,0001,000

(2,483)(2,483)(2,483)(2,483) ○○○○ いじめストップ啓発事業費等いじめストップ啓発事業費等いじめストップ啓発事業費等いじめストップ啓発事業費等 2,4312,4312,4312,431

○○○○ 青少年・育成団体等功労表彰費青少年・育成団体等功労表彰費青少年・育成団体等功労表彰費青少年・育成団体等功労表彰費 174174174174

 13,437  13,437  13,437  13,437 ○○○○ 　 青少年ネット適正利用促進費　 青少年ネット適正利用促進費　 青少年ネット適正利用促進費　 青少年ネット適正利用促進費 10,83210,83210,83210,832

○○○○ 非行少年等の自立サポート事業費非行少年等の自立サポート事業費非行少年等の自立サポート事業費非行少年等の自立サポート事業費 6,9966,9966,9966,996

学学学学 事事事事 課課課課

私私私私学学学学振振振振興興興興課課課課
10101010

(12,592)(12,592)(12,592)(12,592)

青青青青 少少少少 年年年年 健健健健 全全全全 育育育育 成成成成 活活活活 動動動動

推推推推 進進進進 費費費費

青青青青 少少少少 年年年年 育育育育 成成成成 環環環環 境境境境 改改改改 善善善善

対対対対 策策策策 事事事事 業業業業 費費費費

非非非非行行行行防防防防止止止止・・・・絆絆絆絆ププププロロロロジジジジェェェェククククトトトト

豊豊豊豊

かかかか

なななな

人人人人

間間間間

性性性性

やややや

志志志志

をををを

14,54814,54814,54814,548

新新新新

○○○○ 非行少年等の自立サポート事業費非行少年等の自立サポート事業費非行少年等の自立サポート事業費非行少年等の自立サポート事業費 6,9966,9966,9966,996

○○○○ 非行少年等の就労体験事業費　　非行少年等の就労体験事業費　　非行少年等の就労体験事業費　　非行少年等の就労体験事業費　　 2,3762,3762,3762,376

○○○○ ネット依存防止・非行防止等講師派遣事業費ネット依存防止・非行防止等講師派遣事業費ネット依存防止・非行防止等講師派遣事業費ネット依存防止・非行防止等講師派遣事業費 2,3492,3492,3492,349

○○○○ 非行少年の立ち直り支援県民フォーラム開催費非行少年の立ち直り支援県民フォーラム開催費非行少年の立ち直り支援県民フォーラム開催費非行少年の立ち直り支援県民フォーラム開催費 932932932932

○○○○ 青少年アンビシャス運動事業の実施に要する経費青少年アンビシャス運動事業の実施に要する経費青少年アンビシャス運動事業の実施に要する経費青少年アンビシャス運動事業の実施に要する経費

・アンビシャス広場づくり事業費・アンビシャス広場づくり事業費・アンビシャス広場づくり事業費・アンビシャス広場づくり事業費 36,39536,39536,39536,395

・サマーキャンプ事業費・サマーキャンプ事業費・サマーキャンプ事業費・サマーキャンプ事業費 896896896896

・青少年アンビシャスの翼事業費・青少年アンビシャスの翼事業費・青少年アンビシャスの翼事業費・青少年アンビシャスの翼事業費 10,09710,09710,09710,097

(114,190)(114,190)(114,190)(114,190) ・青少年アンビシャス運動啓発事業費・青少年アンビシャス運動啓発事業費・青少年アンビシャス運動啓発事業費・青少年アンビシャス運動啓発事業費 7,5457,5457,5457,545

・アンビシャス・青年リーダー養成事業費・アンビシャス・青年リーダー養成事業費・アンビシャス・青年リーダー養成事業費・アンビシャス・青年リーダー養成事業費 1,9501,9501,9501,950

 63,293  63,293  63,293  63,293 ・アンビシャス幼児読書推進事業費・アンビシャス幼児読書推進事業費・アンビシャス幼児読書推進事業費・アンビシャス幼児読書推進事業費 2,2202,2202,2202,220

・アンビシャス広場学生ボランティア派遣事業費・アンビシャス広場学生ボランティア派遣事業費・アンビシャス広場学生ボランティア派遣事業費・アンビシャス広場学生ボランティア派遣事業費 992992992992

・アンビシャス体験フェスティバル事業費・アンビシャス体験フェスティバル事業費・アンビシャス体験フェスティバル事業費・アンビシャス体験フェスティバル事業費 1,6981,6981,6981,698

・アンビシャス広場地域間交流体験事業費・アンビシャス広場地域間交流体験事業費・アンビシャス広場地域間交流体験事業費・アンビシャス広場地域間交流体験事業費 1,5001,5001,5001,500

(5,280)(5,280)(5,280)(5,280) ○○○○ 青少年アンビシャス運動の企画調整に要する経費青少年アンビシャス運動の企画調整に要する経費青少年アンビシャス運動の企画調整に要する経費青少年アンビシャス運動の企画調整に要する経費

 5,074  5,074  5,074  5,074 

(5,258)(5,258)(5,258)(5,258) ○○○○ 日本の次世代リーダー養成塾の開催負担金等日本の次世代リーダー養成塾の開催負担金等日本の次世代リーダー養成塾の開催負担金等日本の次世代リーダー養成塾の開催負担金等

 5,256  5,256  5,256  5,256 

(11,418)(11,418)(11,418)(11,418) ○○○○

(12,592)(12,592)(12,592)(12,592)

 12,653  12,653  12,653  12,653 

サイエンスマンス2014に要する経費サイエンスマンス2014に要する経費サイエンスマンス2014に要する経費サイエンスマンス2014に要する経費

非非非非行行行行防防防防止止止止・・・・絆絆絆絆ププププロロロロジジジジェェェェククククトトトト

推推推推 進進進進 費費費費

青青青青少少少少年年年年アアアアンンンンビビビビシシシシャャャャスススス運運運運動動動動

推推推推 進進進進 費費費費

青青青青少少少少年年年年アアアアンンンンビビビビシシシシャャャャスススス運運運運動動動動

企企企企 画画画画 調調調調 整整整整 費費費費

青青青青 少少少少 年年年年 課課課課 ５５５５ １１１１ ２２２２

日日日日 本本本本 のののの 次次次次 世世世世 代代代代 リリリリ ーーーー ダダダダ ーーーー

養養養養 成成成成 塾塾塾塾 事事事事 業業業業 費費費費

をををを

持持持持

ちちちち

、、、、

たたたた

くくくく

まままま

しししし

くくくく

生生生生

きききき

るるるる

子子子子

どどどど
(11,418)(11,418)(11,418)(11,418) ○○○○

・体験型科学実験等の実施経費・体験型科学実験等の実施経費・体験型科学実験等の実施経費・体験型科学実験等の実施経費 4,0204,0204,0204,020

 9,306  9,306  9,306  9,306 ・サイエンスマンス啓発事業費・サイエンスマンス啓発事業費・サイエンスマンス啓発事業費・サイエンスマンス啓発事業費 5,2865,2865,2865,286

(27,950)(27,950)(27,950)(27,950) ○○○○

１１１１ ２２２２
 66,204  66,204  66,204  66,204 

(3,165)(3,165)(3,165)(3,165) ○○○○ 大学生ボランティアによる立ち直り支援等に要する経費大学生ボランティアによる立ち直り支援等に要する経費大学生ボランティアによる立ち直り支援等に要する経費大学生ボランティアによる立ち直り支援等に要する経費 6,6006,6006,6006,600

１１１１ ２２２２ ○○○○ 指導カードを活用した街頭補導活動の強化等に要する経費       409指導カードを活用した街頭補導活動の強化等に要する経費       409指導カードを活用した街頭補導活動の強化等に要する経費       409指導カードを活用した街頭補導活動の強化等に要する経費       409

 7,009  7,009  7,009  7,009 

(49,445)(49,445)(49,445)(49,445) ○○○○ 少年補導員等活動費少年補導員等活動費少年補導員等活動費少年補導員等活動費 29,34929,34929,34929,349

２２２２ 少少少少 年年年年 補補補補 導導導導 員員員員 等等等等 活活活活 動動動動 費費費費 ○○○○ 少年警察ボランティア協会補助金少年警察ボランティア協会補助金少年警察ボランティア協会補助金少年警察ボランティア協会補助金 13,03513,03513,03513,035

 45,483  45,483  45,483  45,483 ○○○○ 少年相談専門員配置費少年相談専門員配置費少年相談専門員配置費少年相談専門員配置費 3,0993,0993,0993,099

(1,190)(1,190)(1,190)(1,190) ○○○○ 少年柔剣道合宿研修等に要する経費少年柔剣道合宿研修等に要する経費少年柔剣道合宿研修等に要する経費少年柔剣道合宿研修等に要する経費

２２２２ １１１１ 少少少少 年年年年 健健健健 全全全全 育育育育 成成成成 活活活活 動動動動 費費費費

 1,225  1,225  1,225  1,225 

警警警警 察察察察 本本本本 部部部部

サイエンスマンス2014に要する経費サイエンスマンス2014に要する経費サイエンスマンス2014に要する経費サイエンスマンス2014に要する経費

学校と連携していじめ問題や非行問題に対応するスクールサポーター学校と連携していじめ問題や非行問題に対応するスクールサポーター学校と連携していじめ問題や非行問題に対応するスクールサポーター学校と連携していじめ問題や非行問題に対応するスクールサポーター

９９９９

１１１１ １１１１商商商商工工工工政政政政策策策策課課課課

（33人）の配置に要する経費（33人）の配置に要する経費（33人）の配置に要する経費（33人）の配置に要する経費

７７７７ ササササイイイイエエエエンンンンススススママママンンンンスススス開開開開催催催催費費費費

いいいい じじじじ めめめめ ・・・・ 非非非非 行行行行 問問問問 題題題題

学学学学 校校校校 警警警警 察察察察 連連連連 携携携携 対対対対 策策策策 費費費費

非非非非 行行行行 少少少少 年年年年 をををを 生生生生 まままま なななな 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

２２２２ １１１１９９９９

９９９９

もももも

・・・・

若若若若

者者者者

をををを

育育育育

てててて

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

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　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

○○○○ シンナー等乱用防止総合対策事業費シンナー等乱用防止総合対策事業費シンナー等乱用防止総合対策事業費シンナー等乱用防止総合対策事業費 666666666666

○○○○ 有害環境浄化活動費有害環境浄化活動費有害環境浄化活動費有害環境浄化活動費 4,1244,1244,1244,124

○○○○ 学校警察連絡協議会費学校警察連絡協議会費学校警察連絡協議会費学校警察連絡協議会費 583583583583

○○○○ 思春期サポート活動費等思春期サポート活動費等思春期サポート活動費等思春期サポート活動費等 1,8511,8511,8511,851

(22,987)(22,987)(22,987)(22,987) ○○○○ 共同危険行為等暴走事件の取締りに要する経費共同危険行為等暴走事件の取締りに要する経費共同危険行為等暴走事件の取締りに要する経費共同危険行為等暴走事件の取締りに要する経費

２２２２ ３３３３
 22,822  22,822  22,822  22,822 

○○○○ 　「新福岡の教育ビジョン」の策定に要する経費　「新福岡の教育ビジョン」の策定に要する経費　「新福岡の教育ビジョン」の策定に要する経費　「新福岡の教育ビジョン」の策定に要する経費 8,1908,1908,1908,190

○○○○

経費経費経費経費 6,0006,0006,0006,000

○○○○ 通学合宿の実施に要する経費通学合宿の実施に要する経費通学合宿の実施に要する経費通学合宿の実施に要する経費 5,7005,7005,7005,700

(267,233)(267,233)(267,233)(267,233) ○○○○

の配置に対する助成の配置に対する助成の配置に対する助成の配置に対する助成

 267,714  267,714  267,714  267,714 

(2,400)(2,400)(2,400)(2,400) ○○○○

企企企企画画画画調調調調整整整整課課課課

豊豊豊豊

かかかか

なななな

人人人人

間間間間

性性性性

やややや

志志志志

(22,632)(22,632)(22,632)(22,632)

10101010 ６６６６ １１１１

１１１１ (7,023)(7,023)(7,023)(7,023)

９９９９ ２２２２ 少少少少 年年年年 非非非非 行行行行 防防防防 止止止止 対対対対 策策策策 費費費費

２２２２  7,224  7,224  7,224  7,224 

鍛えよう！ほめよう！学校の教育力向上プロジェクトの実施に要する鍛えよう！ほめよう！学校の教育力向上プロジェクトの実施に要する鍛えよう！ほめよう！学校の教育力向上プロジェクトの実施に要する鍛えよう！ほめよう！学校の教育力向上プロジェクトの実施に要する

 19,890  19,890  19,890  19,890 

10101010

９９９９

１１１１ ２２２２

暴暴暴暴 走走走走 族族族族 取取取取 締締締締 費費費費

教教教教 育育育育 力力力力 向向向向 上上上上 福福福福 岡岡岡岡

県県県県 民民民民 運運運運 動動動動 推推推推 進進進進 費費費費

子子子子 どどどど もももも のののの 社社社社 会会会会 力力力力

地地地地 域域域域 活活活活 動動動動 指指指指 導導導導 員員員員

設設設設 置置置置 事事事事 業業業業 助助助助 成成成成 費費費費

地域のボランティア活動を行う「子ども地域貢献隊」の養成に要する地域のボランティア活動を行う「子ども地域貢献隊」の養成に要する地域のボランティア活動を行う「子ども地域貢献隊」の養成に要する地域のボランティア活動を行う「子ども地域貢献隊」の養成に要する

子どもたちの体験・学習活動等の企画・指導等を行う地域活動指導員子どもたちの体験・学習活動等の企画・指導等を行う地域活動指導員子どもたちの体験・学習活動等の企画・指導等を行う地域活動指導員子どもたちの体験・学習活動等の企画・指導等を行う地域活動指導員

警警警警 察察察察 本本本本 部部部部

新新新新

(2,400)(2,400)(2,400)(2,400) ○○○○

経費経費経費経費

 2,400  2,400  2,400  2,400 

(3,107)(3,107)(3,107)(3,107) ○○○○

家家家家 庭庭庭庭 教教教教 育育育育 充充充充 実実実実 事事事事 業業業業 費費費費

 2,627  2,627  2,627  2,627 

○○○○ ５、６歳及び小学校１年生を持つ家庭を対象とした生活習慣カード等５、６歳及び小学校１年生を持つ家庭を対象とした生活習慣カード等５、６歳及び小学校１年生を持つ家庭を対象とした生活習慣カード等５、６歳及び小学校１年生を持つ家庭を対象とした生活習慣カード等

の配布に要する経費の配布に要する経費の配布に要する経費の配布に要する経費 3,7983,7983,7983,798

○○○○ 市町村が行う小学生を対象とした補充学習事業の支援に要する経費市町村が行う小学生を対象とした補充学習事業の支援に要する経費市町村が行う小学生を対象とした補充学習事業の支援に要する経費市町村が行う小学生を対象とした補充学習事業の支援に要する経費

11,52911,52911,52911,529

(394,013)(394,013)(394,013)(394,013) ○○○○

英英英英 語語語語 教教教教 育育育育 充充充充 実実実実 費費費費 ・高等学校　71名・高等学校　71名・高等学校　71名・高等学校　71名

 392,182  392,182  392,182  392,182 ・小中学校  17名・小中学校  17名・小中学校  17名・小中学校  17名

(21,640)(21,640)(21,640)(21,640) ○○○○

高高高高校校校校教教教教育育育育課課課課 １１１１ ４４４４ 世世世世 界界界界 にににに 挑挑挑挑 むむむむ 人人人人 材材材材 育育育育 成成成成 費費費費

 21,113  21,113  21,113  21,113 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ グローバルな社会課題を発見・解決できる人材を育成するカリキュラグローバルな社会課題を発見・解決できる人材を育成するカリキュラグローバルな社会課題を発見・解決できる人材を育成するカリキュラグローバルな社会課題を発見・解決できる人材を育成するカリキュラ

ふふふふ くくくく おおおお かかかか ググググ ロロロロ ーーーー ババババ ルルルル ムの開発等に要する経費ムの開発等に要する経費ムの開発等に要する経費ムの開発等に要する経費

ハハハハ イイイイ スススス クククク ーーーー ルルルル 事事事事 業業業業 費費費費  48,422  48,422  48,422  48,422 

○○○○

社社社社会会会会教教教教育育育育課課課課

をををを

持持持持

ちちちち

、、、、

たたたた

くくくく

まままま

しししし

くくくく

生生生生

きききき

るるるる

子子子子

10101010 ６６６６ ２２２２

子子子子 どどどど もももも のののの 社社社社 会会会会 力力力力

育育育育 成成成成 推推推推 進進進進 費費費費

いじめ及び不登校問題の予防・早期発見と解決を図るための経費いじめ及び不登校問題の予防・早期発見と解決を図るための経費いじめ及び不登校問題の予防・早期発見と解決を図るための経費いじめ及び不登校問題の予防・早期発見と解決を図るための経費

地域のボランティア活動を行う「子ども地域貢献隊」の養成に要する地域のボランティア活動を行う「子ども地域貢献隊」の養成に要する地域のボランティア活動を行う「子ども地域貢献隊」の養成に要する地域のボランティア活動を行う「子ども地域貢献隊」の養成に要する

家庭教育に関する相談体制の整備費家庭教育に関する相談体制の整備費家庭教育に関する相談体制の整備費家庭教育に関する相談体制の整備費

ふふふふくくくくおおおおかかかか家家家家庭庭庭庭教教教教育育育育支支支支援援援援費費費費

(14,418)(14,418)(14,418)(14,418)

 15,327  15,327  15,327  15,327 

英語指導助手の配置に要する経費英語指導助手の配置に要する経費英語指導助手の配置に要する経費英語指導助手の配置に要する経費

高校生の留学経費に対する助成高校生の留学経費に対する助成高校生の留学経費に対する助成高校生の留学経費に対する助成

10101010

新新新新

○○○○

・教育相談システム構築事業費・教育相談システム構築事業費・教育相談システム構築事業費・教育相談システム構築事業費 454454454454

・子どもホットライン24相談事業費・子どもホットライン24相談事業費・子どもホットライン24相談事業費・子どもホットライン24相談事業費 35,91735,91735,91735,917

(331,228)(331,228)(331,228)(331,228) ・スクールカウンセラー活用事業費・スクールカウンセラー活用事業費・スクールカウンセラー活用事業費・スクールカウンセラー活用事業費 234,228234,228234,228234,228

１１１１ ４４４４ ・不登校生徒等地域支援事業費・不登校生徒等地域支援事業費・不登校生徒等地域支援事業費・不登校生徒等地域支援事業費 3,5973,5973,5973,597

 349,494  349,494  349,494  349,494 ・学校・学級適応促進事業費・学校・学級適応促進事業費・学校・学級適応促進事業費・学校・学級適応促進事業費 4,4034,4034,4034,403

・　 中１不登校等対策強化費・　 中１不登校等対策強化費・　 中１不登校等対策強化費・　 中１不登校等対策強化費 16,55116,55116,55116,551

・高等学校不登校・中途退学防止支援費・高等学校不登校・中途退学防止支援費・高等学校不登校・中途退学防止支援費・高等学校不登校・中途退学防止支援費 16,74616,74616,74616,746

・いじめ問題対策強化費・いじめ問題対策強化費・いじめ問題対策強化費・いじめ問題対策強化費 37,59837,59837,59837,598

(11,501)(11,501)(11,501)(11,501) ○○○○

要する経費要する経費要する経費要する経費

 11,392  11,392  11,392  11,392 

(8,453)(8,453)(8,453)(8,453) ○○○○

義義義義務務務務教教教教育育育育課課課課 １１１１ ４４４４ ーの派遣に要する経費ーの派遣に要する経費ーの派遣に要する経費ーの派遣に要する経費

 4,483  4,483  4,483  4,483 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 困難克服プログラムを伴う宿泊体験学習に要する経費困難克服プログラムを伴う宿泊体験学習に要する経費困難克服プログラムを伴う宿泊体験学習に要する経費困難克服プログラムを伴う宿泊体験学習に要する経費 6,1006,1006,1006,100

ふふふふ くくくく おおおお かかかか 小小小小 中中中中 学学学学 生生生生 ○○○○ 小学校における動物飼育実施のための教員研修等に要する経費小学校における動物飼育実施のための教員研修等に要する経費小学校における動物飼育実施のための教員研修等に要する経費小学校における動物飼育実施のための教員研修等に要する経費

体体体体 験験験験 活活活活 動動動動 推推推推 進進進進 費費費費  10,101  10,101  10,101  10,101 4,0014,0014,0014,001

子子子子

どどどど

もももも

・・・・

若若若若

者者者者

をををを

育育育育

てててて

るるるる

いじめ及び不登校問題の予防・早期発見と解決を図るための経費いじめ及び不登校問題の予防・早期発見と解決を図るための経費いじめ及び不登校問題の予防・早期発見と解決を図るための経費いじめ及び不登校問題の予防・早期発見と解決を図るための経費

10101010

高高高高校校校校教教教教育育育育課課課課

義義義義務務務務教教教教育育育育課課課課

いいいい じじじじ めめめめ ・・・・ 不不不不 登登登登 校校校校

総総総総 合合合合 対対対対 策策策策 費費費費
10101010

緊緊緊緊急急急急ススススククククーーーールルルルカカカカウウウウンンンンセセセセララララーーーー

派派派派 遣遣遣遣 事事事事 業業業業 費費費費

保保保保 護護護護 者者者者 とととと 学学学学 ぶぶぶぶ 児児児児 童童童童

生生生生 徒徒徒徒 のののの 規規規規 範範範範 意意意意 識識識識 育育育育 成成成成 費費費費

児童生徒及び保護者が参加する規範意識育成学習会への講師の派遣に児童生徒及び保護者が参加する規範意識育成学習会への講師の派遣に児童生徒及び保護者が参加する規範意識育成学習会への講師の派遣に児童生徒及び保護者が参加する規範意識育成学習会への講師の派遣に

避難幼児児童生徒・保護者への助言・援助を行うスクールカウンセラ避難幼児児童生徒・保護者への助言・援助を行うスクールカウンセラ避難幼児児童生徒・保護者への助言・援助を行うスクールカウンセラ避難幼児児童生徒・保護者への助言・援助を行うスクールカウンセラ
1,5381,5381,5381,5383,7253,7253,7253,7259,5029,5029,5029,502

新新新新

新新新新

（ 45 ）



（ 46 ）

（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

款款款款
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

(4,657)(4,657)(4,657)(4,657) ○○○○

健健健健 康康康康 教教教教 育育育育 推推推推 進進進進 費費費費 4,6614,6614,6614,661

 5,964  5,964  5,964  5,964 ○○○○ 　 公立学校におけるがん教育の推進に要する経費　 公立学校におけるがん教育の推進に要する経費　 公立学校におけるがん教育の推進に要する経費　 公立学校におけるがん教育の推進に要する経費 1,3031,3031,3031,303

(2,326)(2,326)(2,326)(2,326) ○○○○ 学校における食育推進のための実践研究に要する経費学校における食育推進のための実践研究に要する経費学校における食育推進のための実践研究に要する経費学校における食育推進のための実践研究に要する経費

食食食食 育育育育 推推推推 進進進進 費費費費

 2,012  2,012  2,012  2,012 

２２２２ 県県県県 設設設設 立立立立 公公公公 立立立立 大大大大 学学学学 法法法法 人人人人 (3,910,633)(3,910,633)(3,910,633)(3,910,633) ○○○○ 福岡女子大学福岡女子大学福岡女子大学福岡女子大学 1,149,1901,149,1901,149,1901,149,190

３３３３ ○○○○ 九州歯科大学九州歯科大学九州歯科大学九州歯科大学 1,656,1091,656,1091,656,1091,656,109

４４４４ 運運運運 営営営営 費費費費 交交交交 付付付付 金金金金  3,819,646  3,819,646  3,819,646  3,819,646 ○○○○ 福岡県立大学福岡県立大学福岡県立大学福岡県立大学 1,014,3471,014,3471,014,3471,014,347

(6,229,122)(6,229,122)(6,229,122)(6,229,122) ○○○○ 福岡女子大学の建設等に要する経費福岡女子大学の建設等に要する経費福岡女子大学の建設等に要する経費福岡女子大学の建設等に要する経費

福福福福岡岡岡岡女女女女子子子子大大大大学学学学施施施施設設設設整整整整備備備備費費費費 ・建物規模　29,828㎡・建物規模　29,828㎡・建物規模　29,828㎡・建物規模　29,828㎡

 741,754  741,754  741,754  741,754 ・工　　期　平成２１～２９年度・工　　期　平成２１～２９年度・工　　期　平成２１～２９年度・工　　期　平成２１～２９年度

○○○○ 私立高等学校運営費補助金私立高等学校運営費補助金私立高等学校運営費補助金私立高等学校運営費補助金 19,482,59719,482,59719,482,59719,482,597

○○○○ 私立小・中学校運営費補助金私立小・中学校運営費補助金私立小・中学校運営費補助金私立小・中学校運営費補助金 2,996,6762,996,6762,996,6762,996,676

○○○○ 私立幼稚園運営費補助金私立幼稚園運営費補助金私立幼稚園運営費補助金私立幼稚園運営費補助金 11,574,05511,574,05511,574,05511,574,055

信信信信

頼頼頼頼

10101010 ７７７７ １１１１

10101010 ８８８８ ２２２２

10101010 ８８８８

体体体体 育育育育
スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ
健健健健 康康康康 課課課課

児童・生徒の健康問題解決のための相談体制の整備に要する経費児童・生徒の健康問題解決のための相談体制の整備に要する経費児童・生徒の健康問題解決のための相談体制の整備に要する経費児童・生徒の健康問題解決のための相談体制の整備に要する経費

学学学学 事事事事 課課課課

新新新新

○○○○ 私立幼稚園運営費補助金私立幼稚園運営費補助金私立幼稚園運営費補助金私立幼稚園運営費補助金 11,574,05511,574,05511,574,05511,574,055

○○○○ 私立幼稚園等設備費補助金私立幼稚園等設備費補助金私立幼稚園等設備費補助金私立幼稚園等設備費補助金 116,220116,220116,220116,220

○○○○ 私立専修学校高等課程運営費補助金私立専修学校高等課程運営費補助金私立専修学校高等課程運営費補助金私立専修学校高等課程運営費補助金 13,50013,50013,50013,500

○○○○ 預かり保育推進事業費補助金預かり保育推進事業費補助金預かり保育推進事業費補助金預かり保育推進事業費補助金 275,591275,591275,591275,591

○○○○ 私立専修学校・各種学校設備整備費補助金私立専修学校・各種学校設備整備費補助金私立専修学校・各種学校設備整備費補助金私立専修学校・各種学校設備整備費補助金 45,00045,00045,00045,000

○○○○ 私立幼稚園教育振興事業費補助金私立幼稚園教育振興事業費補助金私立幼稚園教育振興事業費補助金私立幼稚園教育振興事業費補助金 135,060135,060135,060135,060

○○○○ 外国人学校教育振興事業費補助金外国人学校教育振興事業費補助金外国人学校教育振興事業費補助金外国人学校教育振興事業費補助金 4,0004,0004,0004,000

○○○○ 私立学校振興・共済事業団補助金私立学校振興・共済事業団補助金私立学校振興・共済事業団補助金私立学校振興・共済事業団補助金 371,511371,511371,511371,511

○○○○ 私学協会補助金私学協会補助金私学協会補助金私学協会補助金 33,40033,40033,40033,400

○○○○ 私学教育振興会補助金私学教育振興会補助金私学教育振興会補助金私学教育振興会補助金 528,077528,077528,077528,077

○○○○ 私立幼稚園退職金基金社団補助金私立幼稚園退職金基金社団補助金私立幼稚園退職金基金社団補助金私立幼稚園退職金基金社団補助金 364,479364,479364,479364,479

○○○○ 私立幼稚園振興協会補助金私立幼稚園振興協会補助金私立幼稚園振興協会補助金私立幼稚園振興協会補助金 9,6509,6509,6509,650

○○○○ 専修学校各種学校協会補助金専修学校各種学校協会補助金専修学校各種学校協会補助金専修学校各種学校協会補助金 1,9251,9251,9251,925

○○○○ 私立学校外国青年派遣事業費私立学校外国青年派遣事業費私立学校外国青年派遣事業費私立学校外国青年派遣事業費 9,9159,9159,9159,915

高高高高 等等等等 学学学学 校校校校 等等等等 就就就就 学学学学 支支支支 援援援援 金金金金 (7,965,191)(7,965,191)(7,965,191)(7,965,191) ○○○○

・　 公立高等学校等の生徒に対する就学支援金の創設・　 公立高等学校等の生徒に対する就学支援金の創設・　 公立高等学校等の生徒に対する就学支援金の創設・　 公立高等学校等の生徒に対する就学支援金の創設

私私私私学学学学振振振振興興興興課課課課 交交交交 付付付付 金金金金  10,685,820  10,685,820  10,685,820  10,685,820 

財財財財 務務務務 課課課課 (   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

高高高高 等等等等 学学学学 校校校校 等等等等 奨奨奨奨 学学学学 給給給給 付付付付 金金金金

事事事事 業業業業 費費費費  612,208  612,208  612,208  612,208 

(6,000)(6,000)(6,000)(6,000) ○○○○

ささささ

れれれれ

るるるる

学学学学

校校校校

をををを

つつつつ

高等学校等の生徒に対する就学支援金の助成高等学校等の生徒に対する就学支援金の助成高等学校等の生徒に対する就学支援金の助成高等学校等の生徒に対する就学支援金の助成

10101010 ９９９９ ２２２２

高等学校等の生徒に対する奨学のための給付金の助成高等学校等の生徒に対する奨学のための給付金の助成高等学校等の生徒に対する奨学のための給付金の助成高等学校等の生徒に対する奨学のための給付金の助成

私私私私学学学学振振振振興興興興課課課課

４４４４

２２２２

離島の高校生を対象とした通学費、居住費に対する助成離島の高校生を対象とした通学費、居住費に対する助成離島の高校生を対象とした通学費、居住費に対する助成離島の高校生を対象とした通学費、居住費に対する助成

(35,247,661)(35,247,661)(35,247,661)(35,247,661)

私私私私 立立立立 学学学学 校校校校 振振振振 興興興興 対対対対 策策策策 費費費費

 35,961,656  35,961,656  35,961,656  35,961,656 

１１１１ ４４４４

10101010
１１１１

９９９９

私私私私学学学学振振振振興興興興課課課課

新新新新

新新新新

(6,000)(6,000)(6,000)(6,000) ○○○○

離離離離 島島島島 高高高高 校校校校 生生生生 修修修修 学学学学 支支支支 援援援援 費費費費

 6,300  6,300  6,300  6,300 

(15,816)(15,816)(15,816)(15,816) ○○○○

被被被被災災災災児児児児童童童童生生生生徒徒徒徒就就就就学学学学支支支支援援援援費費費費 対する助成対する助成対する助成対する助成

 7,909  7,909  7,909  7,909 

(4,970)(4,970)(4,970)(4,970) ○○○○

教教教教 員員員員 のののの 心心心心 のののの 健健健健 康康康康 推推推推 進進進進 費費費費

 5,072  5,072  5,072  5,072 

くくくく

るるるる

市町村等が行う避難幼児児童生徒を対象とした就園・就学支援事業に市町村等が行う避難幼児児童生徒を対象とした就園・就学支援事業に市町村等が行う避難幼児児童生徒を対象とした就園・就学支援事業に市町村等が行う避難幼児児童生徒を対象とした就園・就学支援事業に

６６６６

離島の高校生を対象とした通学費、居住費に対する助成離島の高校生を対象とした通学費、居住費に対する助成離島の高校生を対象とした通学費、居住費に対する助成離島の高校生を対象とした通学費、居住費に対する助成

教員の精神性疾患の防止に要する経費教員の精神性疾患の防止に要する経費教員の精神性疾患の防止に要する経費教員の精神性疾患の防止に要する経費

私私私私学学学学振振振振興興興興課課課課

義義義義務務務務教教教教育育育育課課課課

１１１１

９９９９

４４４４

２２２２

10101010
１１１１

９９９９

４４４４

２２２２

10101010 １１１１

10101010

総総総総 務務務務 課課課課

私私私私学学学学振振振振興興興興課課課課

高高高高校校校校教教教教育育育育課課課課



（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

款款款款
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

○○○○

・中学校・中学校・中学校・中学校 17,29117,29117,29117,291

・高等学校・高等学校・高等学校・高等学校 2,070,6942,070,6942,070,6942,070,694

３３３３ ２２２２ ・特別支援学校・特別支援学校・特別支援学校・特別支援学校 457,404457,404457,404457,404

２２２２ (288,253)(288,253)(288,253)(288,253) ○○○○

４４４４ ３３３３ 県県県県 立立立立 学学学学 校校校校 実実実実 験験験験 実実実実 習習習習 費費費費 ・高等学校・高等学校・高等学校・高等学校 287,832287,832287,832287,832

６６６６  296,459  296,459  296,459  296,459 ・特別支援学校・特別支援学校・特別支援学校・特別支援学校 8,6278,6278,6278,627

５５５５ １１１１ (108,068)(108,068)(108,068)(108,068) ○○○○

部部部部 活活活活 動動動動 推推推推 進進進進 費費費費

 111,018  111,018  111,018  111,018 

(7,316)(7,316)(7,316)(7,316) ○○○○

 8,988  8,988  8,988  8,988 

(24,000)(24,000)(24,000)(24,000) ○○○○

小小小小 ・・・・ 中中中中 学学学学 校校校校 統統統統 合合合合 支支支支 援援援援 費費費費

高等学校等の部活動の奨励充実費高等学校等の部活動の奨励充実費高等学校等の部活動の奨励充実費高等学校等の部活動の奨励充実費

県県県県 立立立立 学学学学 校校校校 運運運運 営営営営 費費費費

(2,377,850)(2,377,850)(2,377,850)(2,377,850)
県立学校の運営に要する経費県立学校の運営に要する経費県立学校の運営に要する経費県立学校の運営に要する経費

 2,545,389  2,545,389  2,545,389  2,545,389 

県立学校の実験実習に要する経費県立学校の実験実習に要する経費県立学校の実験実習に要する経費県立学校の実験実習に要する経費

10101010

公公公公 立立立立 専専専専 修修修修 学学学学 校校校校

就就就就 学学学学 支支支支 援援援援 事事事事 業業業業 費費費費

公立専修学校の生徒に対する就学支援金の助成公立専修学校の生徒に対する就学支援金の助成公立専修学校の生徒に対する就学支援金の助成公立専修学校の生徒に対する就学支援金の助成

市町村が行う小・中学校統合事業に対する助成市町村が行う小・中学校統合事業に対する助成市町村が行う小・中学校統合事業に対する助成市町村が行う小・中学校統合事業に対する助成

財財財財 務務務務 課課課課

信信信信

頼頼頼頼

ささささ
小小小小 ・・・・ 中中中中 学学学学 校校校校 統統統統 合合合合 支支支支 援援援援 費費費費

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

(407)(407)(407)(407) ○○○○

 468  468  468  468 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

ＩＩＩＩ ＣＣＣＣ ＴＴＴＴ 活活活活 用用用用 教教教教 育育育育

研研研研 究究究究 費費費費  20,592  20,592  20,592  20,592 

(26,544)(26,544)(26,544)(26,544) ○○○○

 32,847  32,847  32,847  32,847 

(42,171)(42,171)(42,171)(42,171) ○○○○

県県県県 立立立立 学学学学 校校校校 情情情情 報報報報 化化化化 推推推推 進進進進 費費費費

 59,186  59,186  59,186  59,186 

(2,899,246)(2,899,246)(2,899,246)(2,899,246) ○○○○

奨奨奨奨 学学学学 事事事事 業業業業 助助助助 成成成成 費費費費

 2,300,333  2,300,333  2,300,333  2,300,333 

企企企企画画画画調調調調整整整整課課課課 １１１１ ４４４４ 中中中中 高高高高 一一一一 貫貫貫貫 教教教教 育育育育 校校校校 (913)(913)(913)(913) ○○○○

施施施施 設設設設 課課課課 ４４４４ ５５５５ 整整整整 備備備備 費費費費  81,505  81,505  81,505  81,505 

情報通信技術を活用した教育の研究に要する経費情報通信技術を活用した教育の研究に要する経費情報通信技術を活用した教育の研究に要する経費情報通信技術を活用した教育の研究に要する経費

県県県県 立立立立 高高高高 校校校校 教教教教 務務務務 支支支支 援援援援

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

総合学科、定時制単位制高校の教務支援システムの整備に要する経費総合学科、定時制単位制高校の教務支援システムの整備に要する経費総合学科、定時制単位制高校の教務支援システムの整備に要する経費総合学科、定時制単位制高校の教務支援システムの整備に要する経費

１１１１ ２２２２

高高高高 等等等等 学学学学 校校校校 受受受受 入入入入 れれれれ

計計計計 画画画画 策策策策 定定定定 費費費費

高等学校生徒受入れの長期計画の策定に要する経費高等学校生徒受入れの長期計画の策定に要する経費高等学校生徒受入れの長期計画の策定に要する経費高等学校生徒受入れの長期計画の策定に要する経費

県立学校における教務用パソコン等の整備に要する経費県立学校における教務用パソコン等の整備に要する経費県立学校における教務用パソコン等の整備に要する経費県立学校における教務用パソコン等の整備に要する経費

社社社社会会会会教教教教育育育育課課課課 10101010 １１１１ ４４４４

福岡県教育文化奨学財団に対する奨学金の資金の助成等福岡県教育文化奨学財団に対する奨学金の資金の助成等福岡県教育文化奨学財団に対する奨学金の資金の助成等福岡県教育文化奨学財団に対する奨学金の資金の助成等

新たな中高一貫教育校の整備に要する経費新たな中高一貫教育校の整備に要する経費新たな中高一貫教育校の整備に要する経費新たな中高一貫教育校の整備に要する経費

10101010

企企企企画画画画調調調調整整整整課課課課

10101010

10101010 １１１１

れれれれ

るるるる

学学学学

校校校校

をををを

４４４４

新新新新

施施施施 設設設設 課課課課 ４４４４ ５５５５ 整整整整 備備備備 費費費費  81,505  81,505  81,505  81,505 

３３３３ ２２２２ ○○○○

４４４４ ２２２２

４４４４

５５５５ １１１１

２２２２

(758,440)(758,440)(758,440)(758,440) ○○○○ 施設充実費施設充実費施設充実費施設充実費 35,52335,52335,52335,523

４４４４ ５５５５ ○○○○ 校地整備費校地整備費校地整備費校地整備費 360,393360,393360,393360,393

施施施施 設設設設 課課課課  551,804  551,804  551,804  551,804 ○○○○ 環境整備費等環境整備費等環境整備費等環境整備費等 155,888155,888155,888155,888

５５５５ ３３３３

債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為  46,410  46,410  46,410  46,410 

(224,794)(224,794)(224,794)(224,794) ○○○○

５５５５ ３３３３ 特特特特 別別別別 支支支支 援援援援 学学学学 校校校校 整整整整 備備備備 費費費費 ・平成２７年度開校分・平成２７年度開校分・平成２７年度開校分・平成２７年度開校分

 441,919  441,919  441,919  441,919 

(40,520)(40,520)(40,520)(40,520) ○○○○

高高高高校校校校教教教教育育育育課課課課 １１１１ ４４４４
 41,211  41,211  41,211  41,211 

10101010 県県県県 立立立立 学学学学 校校校校 設設設設 備備備備 費費費費

(124,641)(124,641)(124,641)(124,641)
産業教育、理科教育、定時制、特別支援教育等の設備整備費産業教育、理科教育、定時制、特別支援教育等の設備整備費産業教育、理科教育、定時制、特別支援教育等の設備整備費産業教育、理科教育、定時制、特別支援教育等の設備整備費

110,122110,122110,122110,122

高高高高 等等等等 学学学学 校校校校 施施施施 設設設設 整整整整 備備備備 費費費費

10101010

県立特別支援学校整備計画に基づく施設整備に要する経費県立特別支援学校整備計画に基づく施設整備に要する経費県立特別支援学校整備計画に基づく施設整備に要する経費県立特別支援学校整備計画に基づく施設整備に要する経費

10101010

高高高高校校校校生生生生自自自自助助助助とととと共共共共助助助助をををを学学学学ぶぶぶぶ

宿宿宿宿 泊泊泊泊 体体体体 験験験験 事事事事 業業業業 費費費費

集団宿泊体験活動に要する経費集団宿泊体験活動に要する経費集団宿泊体験活動に要する経費集団宿泊体験活動に要する経費

10101010 ・県立中学校、中等教育学校、高等学校の新１年生・県立中学校、中等教育学校、高等学校の新１年生・県立中学校、中等教育学校、高等学校の新１年生・県立中学校、中等教育学校、高等学校の新１年生

つつつつ

くくくく

るるるる

（ 47 ）



（ 48 ）

（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

款款款款
説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額

(5,363)(5,363)(5,363)(5,363) ○○○○ 県立高等学校入試制度広報・啓発費県立高等学校入試制度広報・啓発費県立高等学校入試制度広報・啓発費県立高等学校入試制度広報・啓発費 850850850850

○○○○ 中学生進路相談事業費中学生進路相談事業費中学生進路相談事業費中学生進路相談事業費 1,4781,4781,4781,478

 2,328  2,328  2,328  2,328 

(20,393)(20,393)(20,393)(20,393) ○○○○

 18,308  18,308  18,308  18,308 

(1,957)(1,957)(1,957)(1,957) ○○○○

高高高高校校校校教教教教育育育育課課課課 英英英英語語語語教教教教員員員員指指指指導導導導力力力力向向向向上上上上事事事事業業業業費費費費

 1,998  1,998  1,998  1,998 

先先先先 進進進進 的的的的 英英英英 語語語語 教教教教 育育育育 (5,605)(5,605)(5,605)(5,605) ○○○○

開開開開 発発発発 ・・・・ 実実実実 践践践践 事事事事 業業業業 費費費費  5,530  5,530  5,530  5,530 

○○○○

・長期研修          47人・長期研修          47人・長期研修          47人・長期研修          47人

・専門研修　　   3,781人・専門研修　　   3,781人・専門研修　　   3,781人・専門研修　　   3,781人
教教教教 育育育育 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー 研研研研 修修修修 費費費費

県立高校英語教員の授業方法改善の研究に要する経費県立高校英語教員の授業方法改善の研究に要する経費県立高校英語教員の授業方法改善の研究に要する経費県立高校英語教員の授業方法改善の研究に要する経費

英語科の新しいカリキュラムの研究開発・実践に要する経費英語科の新しいカリキュラムの研究開発・実践に要する経費英語科の新しいカリキュラムの研究開発・実践に要する経費英語科の新しいカリキュラムの研究開発・実践に要する経費

県県県県 立立立立 学学学学 校校校校 等等等等 活活活活 性性性性 化化化化

総総総総 合合合合 推推推推 進進進進 費費費費

情情情情 報報報報 教教教教 育育育育 総総総総 合合合合 推推推推 進進進進 費費費費

高度情報通信社会における情報活用能力の育成推進に要する経費高度情報通信社会における情報活用能力の育成推進に要する経費高度情報通信社会における情報活用能力の育成推進に要する経費高度情報通信社会における情報活用能力の育成推進に要する経費

(9,598)(9,598)(9,598)(9,598)
教職員の研修に要する経費教職員の研修に要する経費教職員の研修に要する経費教職員の研修に要する経費

 9,426  9,426  9,426  9,426 

10101010 １１１１ ７７７７

10101010

信信信信

頼頼頼頼

ささささ

れれれれ

４４４４１１１１

・専門研修　　   3,781人・専門研修　　   3,781人・専門研修　　   3,781人・専門研修　　   3,781人

(44,947)(44,947)(44,947)(44,947) ○○○○

１１１１ ４４４４
 49,605  49,605  49,605  49,605 

(3,336)(3,336)(3,336)(3,336) ○○○○

義義義義務務務務教教教教育育育育課課課課 特特特特別別別別支支支支援援援援学学学学校校校校設設設設備備備備充充充充実実実実費費費費

 3,406  3,406  3,406  3,406 

(914,523)(914,523)(914,523)(914,523) ○○○○

特特特特別別別別支支支支援援援援教教教教育育育育就就就就学学学学奨奨奨奨励励励励費費費費

 1,019,585  1,019,585  1,019,585  1,019,585 

１１１１ ４４４４ ○○○○

２２２２ １１１１ (251,548)(251,548)(251,548)(251,548) ・小　学　校      324 人・小　学　校      324 人・小　学　校      324 人・小　学　校      324 人

３３３３ １１１１ 初初初初 任任任任 者者者者 研研研研 修修修修 事事事事 業業業業 費費費費 ・中  学　校      169 人・中  学　校      169 人・中  学　校      169 人・中  学　校      169 人

４４４４ １１１１  267,552  267,552  267,552  267,552 ・高 等 学 校     155 人・高 等 学 校     155 人・高 等 学 校     155 人・高 等 学 校     155 人

５５５５ １１１１ ・特別支援学校     36 人・特別支援学校     36 人・特別支援学校     36 人・特別支援学校     36 人

(141,799)(141,799)(141,799)(141,799) ○○○○ 夜間定時制高校の給食実施に要する経費夜間定時制高校の給食実施に要する経費夜間定時制高校の給食実施に要する経費夜間定時制高校の給食実施に要する経費 93,83193,83193,83193,831

公公公公 立立立立 学学学学 校校校校 給給給給 食食食食 運運運運 営営営営 費費費費 ○○○○ 特別支援学校の給食実施に要する経費特別支援学校の給食実施に要する経費特別支援学校の給食実施に要する経費特別支援学校の給食実施に要する経費 49,71949,71949,71949,719

 143,550  143,550  143,550  143,550 

体体体体 育育育育 ○○○○ 防災教育に関する外部有識者の学校派遣に要する経費防災教育に関する外部有識者の学校派遣に要する経費防災教育に関する外部有識者の学校派遣に要する経費防災教育に関する外部有識者の学校派遣に要する経費

特別支援学校点字情報ネットワークシステムの運営等に要する経費特別支援学校点字情報ネットワークシステムの運営等に要する経費特別支援学校点字情報ネットワークシステムの運営等に要する経費特別支援学校点字情報ネットワークシステムの運営等に要する経費

 9,426  9,426  9,426  9,426 

初任者研修事業実施に要する経費初任者研修事業実施に要する経費初任者研修事業実施に要する経費初任者研修事業実施に要する経費

５５５５ ２２２２
特別支援学校の児童生徒の就学奨励費特別支援学校の児童生徒の就学奨励費特別支援学校の児童生徒の就学奨励費特別支援学校の児童生徒の就学奨励費

特特特特 別別別別 支支支支 援援援援 学学学学 校校校校

医医医医 療療療療 的的的的 ケケケケ アアアア 体体体体 制制制制 整整整整 備備備備 費費費費

医療的ケアを必要とする児童生徒のための環境整備に要する経費医療的ケアを必要とする児童生徒のための環境整備に要する経費医療的ケアを必要とする児童生徒のための環境整備に要する経費医療的ケアを必要とする児童生徒のための環境整備に要する経費

10101010

教教教教 職職職職 員員員員 課課課課

高高高高校校校校教教教教育育育育課課課課

義義義義務務務務教教教教育育育育課課課課

10101010

10101010

るるるる

学学学学

校校校校

をををを

つつつつ

くくくく

体体体体 育育育育 (2,273)(2,273)(2,273)(2,273) ○○○○ 防災教育に関する外部有識者の学校派遣に要する経費防災教育に関する外部有識者の学校派遣に要する経費防災教育に関する外部有識者の学校派遣に要する経費防災教育に関する外部有識者の学校派遣に要する経費

スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ ７７７７ １１１１ 防防防防 災災災災 教教教教 育育育育 推推推推 進進進進 費費費費

健健健健 康康康康 課課課課  2,254  2,254  2,254  2,254 

(3,156)(3,156)(3,156)(3,156) ○○○○ 通学路の安全確保に係る連絡会議開催費通学路の安全確保に係る連絡会議開催費通学路の安全確保に係る連絡会議開催費通学路の安全確保に係る連絡会議開催費 523523523523

通通通通 学学学学 路路路路 安安安安 全全全全 推推推推 進進進進 事事事事 業業業業 費費費費 ○○○○ 通学路安全対策アドバイザー派遣に要する経費通学路安全対策アドバイザー派遣に要する経費通学路安全対策アドバイザー派遣に要する経費通学路安全対策アドバイザー派遣に要する経費 881881881881

 1,404  1,404  1,404  1,404 

るるるる 10101010


