
（ 54 ）

８．心のぬくもりと絆を実感できる社会であること
（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

(18,096)(18,096)(18,096)(18,096) ○○○○ ＮＰＯ・ボランティアセンターの運営に要する経費ＮＰＯ・ボランティアセンターの運営に要する経費ＮＰＯ・ボランティアセンターの運営に要する経費ＮＰＯ・ボランティアセンターの運営に要する経費 15,95515,95515,95515,955

○○○○ ふくおか共助社会づくり表彰の実施に要する経費ふくおか共助社会づくり表彰の実施に要する経費ふくおか共助社会づくり表彰の実施に要する経費ふくおか共助社会づくり表彰の実施に要する経費 2,6772,6772,6772,677

 18,632  18,632  18,632  18,632 

○○○○ ＮＰＯ協働力向上のための実践的講座の開催に要する経費ＮＰＯ協働力向上のための実践的講座の開催に要する経費ＮＰＯ協働力向上のための実践的講座の開催に要する経費ＮＰＯ協働力向上のための実践的講座の開催に要する経費

○○○○ 地域課題に取り組むＮＰＯ活動の支援に要する経費地域課題に取り組むＮＰＯ活動の支援に要する経費地域課題に取り組むＮＰＯ活動の支援に要する経費地域課題に取り組むＮＰＯ活動の支援に要する経費 14,75314,75314,75314,753

○○○○ 　 市町村におけるＮＰＯとの協働促進のためのアドバイザー派遣等　 市町村におけるＮＰＯとの協働促進のためのアドバイザー派遣等　 市町村におけるＮＰＯとの協働促進のためのアドバイザー派遣等　 市町村におけるＮＰＯとの協働促進のためのアドバイザー派遣等

に要する経費に要する経費に要する経費に要する経費 1,5071,5071,5071,507

(5,789)(5,789)(5,789)(5,789) ○○○○ ＮＰＯと企業との協働事業の実施に要する経費ＮＰＯと企業との協働事業の実施に要する経費ＮＰＯと企業との協働事業の実施に要する経費ＮＰＯと企業との協働事業の実施に要する経費

 4,380  4,380  4,380  4,380 

(1,608)(1,608)(1,608)(1,608) ○○○○ ＮＰＯや企業が参加する協働実践会議の開催に要する経費ＮＰＯや企業が参加する協働実践会議の開催に要する経費ＮＰＯや企業が参加する協働実践会議の開催に要する経費ＮＰＯや企業が参加する協働実践会議の開催に要する経費

 809  809  809  809 

(26,695)(26,695)(26,695)(26,695)

 20,200  20,200  20,200  20,200 
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区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

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

福福福福 岡岡岡岡 県県県県 ＮＮＮＮ ＰＰＰＰ ＯＯＯＯ ・・・・
ボボボボ ララララ ンンンン テテテテ ィィィィ アアアア
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

社社社社 会会会会 活活活活 動動動動

推推推推 進進進進 課課課課
５５５５ １１１１ １１１１ ＮＮＮＮ ＰＰＰＰ ＯＯＯＯ とととと 企企企企 業業業業 とととと のののの

協協協協 働働働働 促促促促 進進進進 費費費費

ＮＮＮＮ ＰＰＰＰ ＯＯＯＯ がががが 活活活活 躍躍躍躍 すすすす るるるる

共共共共 助助助助 社社社社 会会会会 推推推推 進進進進 費費費費

ＮＮＮＮ ＰＰＰＰ ＯＯＯＯ とととと のののの 協協協協 働働働働 にににに よよよよ るるるる

地地地地 域域域域 力力力力 向向向向 上上上上 事事事事 業業業業 費費費費

3,9403,9403,9403,940

新新新新

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 「ふくおかＮＰＯマーケット」の開催、寄附収入及び自主事業収入の「ふくおかＮＰＯマーケット」の開催、寄附収入及び自主事業収入の「ふくおかＮＰＯマーケット」の開催、寄附収入及び自主事業収入の「ふくおかＮＰＯマーケット」の開催、寄附収入及び自主事業収入の

拡大の支援に要する経費拡大の支援に要する経費拡大の支援に要する経費拡大の支援に要する経費

 4,336  4,336  4,336  4,336 

(14,921)(14,921)(14,921)(14,921) ○○○○ 県社協のボランティアセンター事業に対する助成県社協のボランティアセンター事業に対する助成県社協のボランティアセンター事業に対する助成県社協のボランティアセンター事業に対する助成

 14,329  14,329  14,329  14,329 

(4,819)(4,819)(4,819)(4,819) ○○○○ 県が管理する道路の歩道清掃等を行うボランティア団体に対する支援県が管理する道路の歩道清掃等を行うボランティア団体に対する支援県が管理する道路の歩道清掃等を行うボランティア団体に対する支援県が管理する道路の歩道清掃等を行うボランティア団体に対する支援

に要する経費に要する経費に要する経費に要する経費

 4,891  4,891  4,891  4,891 

○○○○ 県が管理する河川の清掃等を行うボランティア団体に対する支援に要県が管理する河川の清掃等を行うボランティア団体に対する支援に要県が管理する河川の清掃等を行うボランティア団体に対する支援に要県が管理する河川の清掃等を行うボランティア団体に対する支援に要

する経費する経費する経費する経費 30,15030,15030,15030,150

○○○○ 住民参加によるシンポジウムの開催、流域一斉清掃の実施等に要する住民参加によるシンポジウムの開催、流域一斉清掃の実施等に要する住民参加によるシンポジウムの開催、流域一斉清掃の実施等に要する住民参加によるシンポジウムの開催、流域一斉清掃の実施等に要する

経費経費経費経費 4,8214,8214,8214,821

○○○○ 県が管理する河川の清掃等を行う企業等に対する支援に要する経費県が管理する河川の清掃等を行う企業等に対する支援に要する経費県が管理する河川の清掃等を行う企業等に対する支援に要する経費県が管理する河川の清掃等を行う企業等に対する支援に要する経費

795795795795

○○○○ 河川愛護団体に建設機械を使って協力する企業の募集等に要する経費河川愛護団体に建設機械を使って協力する企業の募集等に要する経費河川愛護団体に建設機械を使って協力する企業の募集等に要する経費河川愛護団体に建設機械を使って協力する企業の募集等に要する経費

34343434

(1,584)(1,584)(1,584)(1,584) ○○○○ 地域づくりネットワーク福岡県協議会の運営に要する経費地域づくりネットワーク福岡県協議会の運営に要する経費地域づくりネットワーク福岡県協議会の運営に要する経費地域づくりネットワーク福岡県協議会の運営に要する経費

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
広広広広 域域域域 地地地地 域域域域

２２２２ ２２２２ ２２２２

(34,765)(34,765)(34,765)(34,765)

 34,971  34,971  34,971  34,971 

企企企企業業業業協協協協働働働働河河河河川川川川愛愛愛愛護護護護事事事事業業業業費費費費

(1,218)(1,218)(1,218)(1,218)

 829  829  829  829 

ククククリリリリーーーーンンンンリリリリババババーーーー推推推推進進進進対対対対策策策策費費費費

８８８８ ２２２２ ２２２２ ささささわわわわややややかかかか道道道道路路路路美美美美化化化化促促促促進進進進費費費費

河河河河 川川川川 課課課課 ８８８８ ３３３３ １１１１

アアアア

がががが

活活活活

躍躍躍躍

すすすす

るるるる

社社社社

会会会会

をををを

つつつつ
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るるるる

ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ財財財財政政政政力力力力強強強強化化化化支支支支援援援援費費費費

福福福福祉祉祉祉総総総総務務務務課課課課 ５５５５ ２２２２ １１１１ ボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアア事事事事業業業業助助助助成成成成費費費費

道道道道路路路路維維維維持持持持課課課課

新新新新

 1,598  1,598  1,598  1,598 

(3,365)(3,365)(3,365)(3,365) ○○○○ 市町村職員研修会等による人材育成に要する経費市町村職員研修会等による人材育成に要する経費市町村職員研修会等による人材育成に要する経費市町村職員研修会等による人材育成に要する経費 753753753753

○○○○ 情報誌・ホームページによる先進事例の発信に要する経費情報誌・ホームページによる先進事例の発信に要する経費情報誌・ホームページによる先進事例の発信に要する経費情報誌・ホームページによる先進事例の発信に要する経費

 3,380  3,380  3,380  3,380 ○○○○ 市町村が行う地域コミュニティ活性化への取組に対する助成市町村が行う地域コミュニティ活性化への取組に対する助成市町村が行う地域コミュニティ活性化への取組に対する助成市町村が行う地域コミュニティ活性化への取組に対する助成

(427,033)(427,033)(427,033)(427,033) ○○○○ クローバープラザ（共用施設等）の管理運営に要する経費クローバープラザ（共用施設等）の管理運営に要する経費クローバープラザ（共用施設等）の管理運営に要する経費クローバープラザ（共用施設等）の管理運営に要する経費

○○○○ 福岡県総合福祉センターの管理運営に要する経費福岡県総合福祉センターの管理運営に要する経費福岡県総合福祉センターの管理運営に要する経費福岡県総合福祉センターの管理運営に要する経費 15,17415,17415,17415,174

 464,698  464,698  464,698  464,698 

(29,848)(29,848)(29,848)(29,848) ○○○○

 31,657  31,657  31,657  31,657 

○○○○ 民生委員の設置に要する経費民生委員の設置に要する経費民生委員の設置に要する経費民生委員の設置に要する経費

・民生委員（児童委員）手当・民生委員（児童委員）手当・民生委員（児童委員）手当・民生委員（児童委員）手当 257,484257,484257,484257,484

・協議会補助金・協議会補助金・協議会補助金・協議会補助金 51,67951,67951,67951,679

・研修費等・研修費等・研修費等・研修費等 1,1261,1261,1261,126

福祉活動指導員の設置に要する経費福祉活動指導員の設置に要する経費福祉活動指導員の設置に要する経費福祉活動指導員の設置に要する経費

民民民民 生生生生 委委委委 員員員員 活活活活 動動動動 費費費費

(307,574)(307,574)(307,574)(307,574)

 310,289  310,289  310,289  310,289 

福福福福祉祉祉祉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補補補補助助助助金金金金

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

市市市市 町町町町 村村村村

支支支支 援援援援 課課課課
２２２２ ４４４４ ２２２２

地地地地 域域域域 ココココ ミミミミ ュュュュ ニニニニ テテテテ ィィィィ

活活活活 性性性性 化化化化 支支支支 援援援援 費費費費

振振振振 興興興興 課課課課
２２２２ ２２２２ ２２２２人人人人

、、、、
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福福福福祉祉祉祉総総総総務務務務課課課課 ５５５５ ２２２２ １１１１

福福福福岡岡岡岡県県県県総総総総合合合合福福福福祉祉祉祉施施施施設設設設運運運運営営営営費費費費

627627627627

2,0002,0002,0002,000

449,524449,524449,524449,524



（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

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

(75,684)(75,684)(75,684)(75,684) ○○○○ 福岡県人権啓発情報センターの事業実施に要する経費福岡県人権啓発情報センターの事業実施に要する経費福岡県人権啓発情報センターの事業実施に要する経費福岡県人権啓発情報センターの事業実施に要する経費

 77,250  77,250  77,250  77,250 

(117,816)(117,816)(117,816)(117,816) ○○○○ 人権啓発に要する経費人権啓発に要する経費人権啓発に要する経費人権啓発に要する経費 119,763119,763119,763119,763

○○○○ 人権啓発に関する施策策定事業費人権啓発に関する施策策定事業費人権啓発に関する施策策定事業費人権啓発に関する施策策定事業費 440440440440

 123,898  123,898  123,898  123,898 ○○○○ 地域人権啓発推進事業費地域人権啓発推進事業費地域人権啓発推進事業費地域人権啓発推進事業費 3,6953,6953,6953,695

(3,534)(3,534)(3,534)(3,534) ○○○○ 児童生徒の成長や学年進行に応じた指導プログラム開発に要する経費児童生徒の成長や学年進行に応じた指導プログラム開発に要する経費児童生徒の成長や学年進行に応じた指導プログラム開発に要する経費児童生徒の成長や学年進行に応じた指導プログラム開発に要する経費

 3,729  3,729  3,729  3,729 

(3,199)(3,199)(3,199)(3,199) ○○○○ 公民館と行政・ＮＰＯ等が連携して取り組む人権課題解決のための研公民館と行政・ＮＰＯ等が連携して取り組む人権課題解決のための研公民館と行政・ＮＰＯ等が連携して取り組む人権課題解決のための研公民館と行政・ＮＰＯ等が連携して取り組む人権課題解決のための研

修会等の実施に要する経費修会等の実施に要する経費修会等の実施に要する経費修会等の実施に要する経費

 2,682  2,682  2,682  2,682 

　生涯学習社会をつくる　生涯学習社会をつくる　生涯学習社会をつくる　生涯学習社会をつくる

(808)(808)(808)(808) ○○○○ 生涯学習審議会の開催、「ふくおか生涯学習ひろば」の運営等に要す生涯学習審議会の開催、「ふくおか生涯学習ひろば」の運営等に要す生涯学習審議会の開催、「ふくおか生涯学習ひろば」の運営等に要す生涯学習審議会の開催、「ふくおか生涯学習ひろば」の運営等に要す

人人人人 権権権権 ・・・・

同同同同和和和和教教教教育育育育課課課課

５５５５ ６６６６ ４４４４ 人人人人 権権権権 啓啓啓啓 発発発発 事事事事 業業業業 費費費費

10101010 ６６６６ １１１１
公公公公民民民民館館館館等等等等のののの機機機機能能能能をををを活活活活かかかかししししたたたた

人人人人 権権権権 教教教教 育育育育 活活活活 性性性性 化化化化 事事事事 業業業業 費費費費

10101010 １１１１ ４４４４
人人人人 権権権権 教教教教 育育育育 のののの 系系系系 統統統統 的的的的 指指指指 導導導導

ププププ ロロロロ ググググ ララララ ムムムム 開開開開 発発発発 費費費費

５５５５ ６６６６ １１１１
福福福福 岡岡岡岡 県県県県 人人人人 権権権権 啓啓啓啓 発発発発 情情情情 報報報報

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

調調調調 整整整整 課課課課

人人人人
権権権権
がががが
尊尊尊尊
重重重重
ささささ
れれれれ
るるるる
心心心心
豊豊豊豊
かかかか
なななな
社社社社
会会会会
をををを
つつつつ
くくくく
るるるる

(808)(808)(808)(808)

生生生生 涯涯涯涯 学学学学 習習習習 推推推推 進進進進 費費費費 る経費る経費る経費る経費

 1,071  1,071  1,071  1,071 

(4,971)(4,971)(4,971)(4,971) ○○○○ 地域活動実践型の生涯学習講座の実施に要する経費地域活動実践型の生涯学習講座の実施に要する経費地域活動実践型の生涯学習講座の実施に要する経費地域活動実践型の生涯学習講座の実施に要する経費

　６か所　６か所　６か所　６か所

 4,747  4,747  4,747  4,747 

地地地地 域域域域 活活活活 動動動動 実実実実 践践践践 型型型型

生生生生 涯涯涯涯 学学学学 習習習習 事事事事 業業業業 費費費費

社社社社 会会会会 活活活活 動動動動

推推推推 進進進進 課課課課
５５５５ １１１１ １１１１

（ 55 ）


