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９．環境と調和し、快適に暮らせること
（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

(96,116)(96,116)(96,116)(96,116) ○○○○ 環境保全基金の積立てに要する経費環境保全基金の積立てに要する経費環境保全基金の積立てに要する経費環境保全基金の積立てに要する経費

 8,709  8,709  8,709  8,709 

○○○○ 環境教育副読本の作成費環境教育副読本の作成費環境教育副読本の作成費環境教育副読本の作成費 1,5701,5701,5701,570

○○○○ 環境県民会議運営費環境県民会議運営費環境県民会議運営費環境県民会議運営費 73737373

○○○○ 環境啓発イベント開催費等環境啓発イベント開催費等環境啓発イベント開催費等環境啓発イベント開催費等 49494949

○○○○ こどもエコクラブの活動促進に要する経費こどもエコクラブの活動促進に要する経費こどもエコクラブの活動促進に要する経費こどもエコクラブの活動促進に要する経費 72727272

○○○○ 地域の特色に応じた環境保全活動を担う人材の育成に要する経費地域の特色に応じた環境保全活動を担う人材の育成に要する経費地域の特色に応じた環境保全活動を担う人材の育成に要する経費地域の特色に応じた環境保全活動を担う人材の育成に要する経費

2,4182,4182,4182,418

(3,750)(3,750)(3,750)(3,750) ○○○○ 家庭及び事業所における地球温暖化対策の促進に要する経費家庭及び事業所における地球温暖化対策の促進に要する経費家庭及び事業所における地球温暖化対策の促進に要する経費家庭及び事業所における地球温暖化対策の促進に要する経費

 3,117  3,117  3,117  3,117 

(13,067)(13,067)(13,067)(13,067) ○○○○ 省エネルギーに係る講座及び相談会の開催に要する経費省エネルギーに係る講座及び相談会の開催に要する経費省エネルギーに係る講座及び相談会の開催に要する経費省エネルギーに係る講座及び相談会の開催に要する経費 10,63910,63910,63910,639

○○○○ 省エネルギーに係る情報発信等に要する経費省エネルギーに係る情報発信等に要する経費省エネルギーに係る情報発信等に要する経費省エネルギーに係る情報発信等に要する経費 2,6632,6632,6632,663

(3,722)(3,722)(3,722)(3,722)

 4,182  4,182  4,182  4,182 

エエエエ ココココ ララララ イイイイ フフフフ 促促促促 進進進進 費費費費

環環環環 境境境境 教教教教 育育育育 ・・・・ 共共共共 創創創創 推推推推 進進進進 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

環環環環 境境境境 保保保保 全全全全 基基基基 金金金金 積積積積 立立立立 金金金金

１１１１ １１１１低低低低

炭炭炭炭

素素素素

社社社社

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

環環環環境境境境政政政政策策策策課課課課 ４４４４

中中中中 小小小小 企企企企 業業業業 省省省省 エエエエ ネネネネ 促促促促 進進進進 費費費費 ○○○○ 省エネルギーに係る情報発信等に要する経費省エネルギーに係る情報発信等に要する経費省エネルギーに係る情報発信等に要する経費省エネルギーに係る情報発信等に要する経費 2,6632,6632,6632,663

 13,302  13,302  13,302  13,302 

(26,042)(26,042)(26,042)(26,042) ○○○○ 県内一斉省エネ・節電推進事業の実施に要する経費県内一斉省エネ・節電推進事業の実施に要する経費県内一斉省エネ・節電推進事業の実施に要する経費県内一斉省エネ・節電推進事業の実施に要する経費

21,24521,24521,24521,245

(7,217)(7,217)(7,217)(7,217) ○○○○ 地球温暖化防止活動推進センターに対する助成地球温暖化防止活動推進センターに対する助成地球温暖化防止活動推進センターに対する助成地球温暖化防止活動推進センターに対する助成 6,5656,5656,5656,565

○○○○ 地球温暖化防止活動推進員の配置に要する経費地球温暖化防止活動推進員の配置に要する経費地球温暖化防止活動推進員の配置に要する経費地球温暖化防止活動推進員の配置に要する経費 575575575575

 7,140  7,140  7,140  7,140 

(3,426)(3,426)(3,426)(3,426) ○○○○ リサイクル関係法推進費リサイクル関係法推進費リサイクル関係法推進費リサイクル関係法推進費 1,0271,0271,0271,027

ごごごご みみみみ 減減減減 量量量量 化化化化 促促促促 進進進進 対対対対 策策策策 費費費費 ○○○○ ３Ｒ協働推進費３Ｒ協働推進費３Ｒ協働推進費３Ｒ協働推進費 2,1132,1132,1132,113

 3,140  3,140  3,140  3,140 

(655)(655)(655)(655) ○○○○ 大牟田ＲＤＦ発電事業の推進に要する経費大牟田ＲＤＦ発電事業の推進に要する経費大牟田ＲＤＦ発電事業の推進に要する経費大牟田ＲＤＦ発電事業の推進に要する経費

 738  738  738  738 

○○○○ リサイクル総合研究事業化センターの運営に要する経費リサイクル総合研究事業化センターの運営に要する経費リサイクル総合研究事業化センターの運営に要する経費リサイクル総合研究事業化センターの運営に要する経費 168,503168,503168,503168,503

○○○○ リサイクルシステムの開発・実用化に向けた産学官共同研究に要するリサイクルシステムの開発・実用化に向けた産学官共同研究に要するリサイクルシステムの開発・実用化に向けた産学官共同研究に要するリサイクルシステムの開発・実用化に向けた産学官共同研究に要する

経費経費経費経費 38,50038,50038,50038,500

○○○○ 研究成果の全国展示会出展等に要する経費研究成果の全国展示会出展等に要する経費研究成果の全国展示会出展等に要する経費研究成果の全国展示会出展等に要する経費 3,3223,3223,3223,322

(157,179)(157,179)(157,179)(157,179) ○○○○ 産業廃棄物税基金の積立てに要する経費産業廃棄物税基金の積立てに要する経費産業廃棄物税基金の積立てに要する経費産業廃棄物税基金の積立てに要する経費

２２２２

(132,326)(132,326)(132,326)(132,326)

 210,325  210,325  210,325  210,325 

会会会会

・・・・

循循循循

環環環環

型型型型

社社社社

会会会会

１１１１環環環環境境境境保保保保全全全全課課課課 ４４４４

中中中中 小小小小 企企企企 業業業業 省省省省 エエエエ ネネネネ 促促促促 進進進進 費費費費

省省省省 エエエエ ネネネネ ・・・・ 節節節節 電電電電 推推推推 進進進進 費費費費

地地地地 球球球球 温温温温 暖暖暖暖 化化化化 対対対対 策策策策 推推推推 進進進進 費費費費

ＲＲＲＲ ＤＤＤＤ ＦＦＦＦ 発発発発 電電電電 推推推推 進進進進 費費費費

リリリリ ササササ イイイイ クククク ルルルル 総総総総 合合合合 研研研研 究究究究

事事事事 業業業業 化化化化 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー 推推推推 進進進進 費費費費

(157,179)(157,179)(157,179)(157,179) ○○○○ 産業廃棄物税基金の積立てに要する経費産業廃棄物税基金の積立てに要する経費産業廃棄物税基金の積立てに要する経費産業廃棄物税基金の積立てに要する経費

 133,897  133,897  133,897  133,897 

(2,124)(2,124)(2,124)(2,124) ○○○○ 環境研修の実施、リサイクル関連企業情報サイトの運用等に要する経環境研修の実施、リサイクル関連企業情報サイトの運用等に要する経環境研修の実施、リサイクル関連企業情報サイトの運用等に要する経環境研修の実施、リサイクル関連企業情報サイトの運用等に要する経

費費費費

2,1972,1972,1972,197

(6,413)(6,413)(6,413)(6,413) ○○○○ リサイクル製品認定制度の運用に要する経費リサイクル製品認定制度の運用に要する経費リサイクル製品認定制度の運用に要する経費リサイクル製品認定制度の運用に要する経費

 6,463  6,463  6,463  6,463 

(37,852)(37,852)(37,852)(37,852) ○○○○ 産業廃棄物の再資源化施設整備に対する助成産業廃棄物の再資源化施設整備に対する助成産業廃棄物の再資源化施設整備に対する助成産業廃棄物の再資源化施設整備に対する助成

 37,852  37,852  37,852  37,852 

(1,508)(1,508)(1,508)(1,508) ○○○○

 1,495  1,495  1,495  1,495 

レアメタル(希少金属)リサイクル産学官連絡会議に要する経費レアメタル(希少金属)リサイクル産学官連絡会議に要する経費レアメタル(希少金属)リサイクル産学官連絡会議に要する経費レアメタル(希少金属)リサイクル産学官連絡会議に要する経費レレレレ アアアア メメメメ タタタタ ルルルル リリリリ ササササ イイイイ クククク ルルルル

推推推推 進進進進 費費費費

産産産産業業業業廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物税税税税基基基基金金金金積積積積立立立立金金金金

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

環環環環 境境境境 人人人人 材材材材 育育育育 成成成成 ・・・・

ネネネネ ッッッッ トトトト ワワワワ ーーーー クククク 事事事事 業業業業 費費費費

リリリリササササイイイイククククルルルル製製製製品品品品活活活活用用用用促促促促進進進進費費費費

産産産産廃廃廃廃リリリリササササイイイイククククルルルル施施施施設設設設整整整整備備備備費費費費

１１１１ １１１１
循循循循環環環環型型型型社社社社会会会会

推推推推 進進進進 課課課課
４４４４

10,47910,47910,47910,479



（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

(14,550)(14,550)(14,550)(14,550) ○○○○ 福岡都市圏の紙おむつの広域回収実証実験等に要する経費福岡都市圏の紙おむつの広域回収実証実験等に要する経費福岡都市圏の紙おむつの広域回収実証実験等に要する経費福岡都市圏の紙おむつの広域回収実証実験等に要する経費

 10,862  10,862  10,862  10,862 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 食品廃棄物リサイクル事業化検討会の運営に要する経費食品廃棄物リサイクル事業化検討会の運営に要する経費食品廃棄物リサイクル事業化検討会の運営に要する経費食品廃棄物リサイクル事業化検討会の運営に要する経費

食食食食 品品品品 廃廃廃廃 棄棄棄棄 物物物物 リリリリ ササササ イイイイ クククク ルルルル ○○○○ 食品廃棄物排出実態調査に要する経費食品廃棄物排出実態調査に要する経費食品廃棄物排出実態調査に要する経費食品廃棄物排出実態調査に要する経費 2,1762,1762,1762,176

推推推推 進進進進 費費費費  4,854  4,854  4,854  4,854 

(4,637)(4,637)(4,637)(4,637) ○○○○ 産業廃棄物適正処理確認事業に対する助成産業廃棄物適正処理確認事業に対する助成産業廃棄物適正処理確認事業に対する助成産業廃棄物適正処理確認事業に対する助成 3,2003,2003,2003,200

○○○○ 不法投棄防止対策事業に対する助成等不法投棄防止対策事業に対する助成等不法投棄防止対策事業に対する助成等不法投棄防止対策事業に対する助成等 1,4371,4371,4371,437

 4,637  4,637  4,637  4,637 

(31,913)(31,913)(31,913)(31,913) ○○○○ 保健所設置市が行う産業廃棄物の適正処理推進事業に対する交付金保健所設置市が行う産業廃棄物の適正処理推進事業に対する交付金保健所設置市が行う産業廃棄物の適正処理推進事業に対する交付金保健所設置市が行う産業廃棄物の適正処理推進事業に対する交付金

 27,178  27,178  27,178  27,178 

○○○○ (公社)福岡県産業廃棄物協会に対する助成(公社)福岡県産業廃棄物協会に対する助成(公社)福岡県産業廃棄物協会に対する助成(公社)福岡県産業廃棄物協会に対する助成 2,0002,0002,0002,000

○○○○ 産業廃棄物広域処理対策費産業廃棄物広域処理対策費産業廃棄物広域処理対策費産業廃棄物広域処理対策費 349349349349

○○○○ 許可・届出審査事務等に要する経費許可・届出審査事務等に要する経費許可・届出審査事務等に要する経費許可・届出審査事務等に要する経費 1,8281,8281,8281,828

市市市市町町町町村村村村産産産産廃廃廃廃対対対対策策策策支支支支援援援援事事事事業業業業費費費費

紙紙紙紙 おおおお むむむむ つつつつ リリリリ ササササ イイイイ クククク ルルルル

推推推推 進進進進 費費費費

(4,210)(4,210)(4,210)(4,210)

保保保保 健健健健 所所所所 設設設設 置置置置 市市市市

産産産産 廃廃廃廃 対対対対 策策策策 交交交交 付付付付 金金金金

３３３３ 産産産産 業業業業 廃廃廃廃 棄棄棄棄 物物物物 対対対対 策策策策 費費費費

循循循循環環環環型型型型社社社社会会会会
推推推推 進進進進 課課課課

３３３３

４４４４

１１１１ １１１１

低低低低

炭炭炭炭

素素素素

社社社社

４４４４ １１１１

廃廃廃廃 棄棄棄棄 物物物物

４４４４

循循循循環環環環型型型型社社社社会会会会

推推推推 進進進進 課課課課

１１１１

新新新新 2,6782,6782,6782,678

○○○○ 許可・届出審査事務等に要する経費許可・届出審査事務等に要する経費許可・届出審査事務等に要する経費許可・届出審査事務等に要する経費 1,8281,8281,8281,828

(779)(779)(779)(779) ○○○○ ごみ散乱防止に係る啓発等に要する経費ごみ散乱防止に係る啓発等に要する経費ごみ散乱防止に係る啓発等に要する経費ごみ散乱防止に係る啓発等に要する経費

 492  492  492  492 

(1,317)(1,317)(1,317)(1,317) ○○○○ 許可・届出審査事務等に要する経費許可・届出審査事務等に要する経費許可・届出審査事務等に要する経費許可・届出審査事務等に要する経費

 2,169  2,169  2,169  2,169 

(659,507)(659,507)(659,507)(659,507) ○○○○ (独)環境再生保全機構が行うＰＣＢ廃棄物処理基金の積立てに対する(独)環境再生保全機構が行うＰＣＢ廃棄物処理基金の積立てに対する(独)環境再生保全機構が行うＰＣＢ廃棄物処理基金の積立てに対する(独)環境再生保全機構が行うＰＣＢ廃棄物処理基金の積立てに対する

助成等助成等助成等助成等

 27,804  27,804  27,804  27,804 

(1,881)(1,881)(1,881)(1,881) ○○○○ (公社)福岡県産業廃棄物協会が実施する研修会の開催に対する助成(公社)福岡県産業廃棄物協会が実施する研修会の開催に対する助成(公社)福岡県産業廃棄物協会が実施する研修会の開催に対する助成(公社)福岡県産業廃棄物協会が実施する研修会の開催に対する助成

 1,881  1,881  1,881  1,881 

(9,590)(9,590)(9,590)(9,590) ○○○○ 廃棄物情報管理・提供システムの運用に要する経費廃棄物情報管理・提供システムの運用に要する経費廃棄物情報管理・提供システムの運用に要する経費廃棄物情報管理・提供システムの運用に要する経費

 9,864  9,864  9,864  9,864 

１１１１ ３３３３ ○○○○ 海岸漂着物地域対策費海岸漂着物地域対策費海岸漂着物地域対策費海岸漂着物地域対策費 23,01623,01623,01623,016

○○○○ 有明海沿岸漂着物臨時回収・処理事業費有明海沿岸漂着物臨時回収・処理事業費有明海沿岸漂着物臨時回収・処理事業費有明海沿岸漂着物臨時回収・処理事業費 6,5406,5406,5406,540

廃廃廃廃 棄棄棄棄 物物物物 情情情情 報報報報 管管管管 理理理理

・・・・ 提提提提 供供供供 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

産産産産 廃廃廃廃 処処処処 分分分分 業業業業 者者者者

実実実実 務務務務 研研研研 修修修修 事事事事 業業業業 費費費費

4,1774,1774,1774,177

４４４４ １１１１ ３３３３

散散散散 乱乱乱乱 ごごごご みみみみ 対対対対 策策策策 費費費費

使使使使 用用用用 済済済済 自自自自 動動動動 車車車車

リリリリ ササササ イイイイ クククク ルルルル 対対対対 策策策策 費費費費

ＰＰＰＰＣＣＣＣＢＢＢＢ廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物処処処処理理理理対対対対策策策策費費費費

廃廃廃廃 棄棄棄棄 物物物物
対対対対 策策策策 課課課課

４４４４

会会会会

・・・・

循循循循

環環環環

型型型型

社社社社

会会会会

廃廃廃廃 棄棄棄棄 物物物物

対対対対 策策策策 課課課課

廃廃廃廃 棄棄棄棄 物物物物
対対対対 策策策策 課課課課

○○○○ 有明海沿岸漂着物臨時回収・処理事業費有明海沿岸漂着物臨時回収・処理事業費有明海沿岸漂着物臨時回収・処理事業費有明海沿岸漂着物臨時回収・処理事業費 6,5406,5406,5406,540

漁漁漁漁業業業業管管管管理理理理課課課課 ２２２２ (59,503)(59,503)(59,503)(59,503) ○○○○ 漁港漂着物臨時回収・処理事業費漁港漂着物臨時回収・処理事業費漁港漂着物臨時回収・処理事業費漁港漂着物臨時回収・処理事業費 14,38414,38414,38414,384

６６６６ 海海海海 岸岸岸岸 漂漂漂漂 着着着着 物物物物 対対対対 策策策策 推推推推 進進進進 費費費費 ○○○○ 海岸漂着物臨時回収・処理事業費海岸漂着物臨時回収・処理事業費海岸漂着物臨時回収・処理事業費海岸漂着物臨時回収・処理事業費 11,54311,54311,54311,543

水水水水産産産産振振振振興興興興課課課課 ７７７７  55,483  55,483  55,483  55,483 

港港港港 湾湾湾湾 課課課課 ３３３３ １１１１

○○○○ 最終処分場（飯塚市）に係る揚水した地下滞留水の処理委託等行政代最終処分場（飯塚市）に係る揚水した地下滞留水の処理委託等行政代最終処分場（飯塚市）に係る揚水した地下滞留水の処理委託等行政代最終処分場（飯塚市）に係る揚水した地下滞留水の処理委託等行政代

執行に要する経費執行に要する経費執行に要する経費執行に要する経費 67,27567,27567,27567,275

○○○○ 処分場周辺のモニタリングに要する経費処分場周辺のモニタリングに要する経費処分場周辺のモニタリングに要する経費処分場周辺のモニタリングに要する経費 17,52217,52217,52217,522

○○○○ 専門委員会の運営に要する経費専門委員会の運営に要する経費専門委員会の運営に要する経費専門委員会の運営に要する経費 269269269269

○○○○ 夜間、休日における産業廃棄物の不法投棄の監視に要する経費夜間、休日における産業廃棄物の不法投棄の監視に要する経費夜間、休日における産業廃棄物の不法投棄の監視に要する経費夜間、休日における産業廃棄物の不法投棄の監視に要する経費

47,69047,69047,69047,690

○○○○ 安定型最終処分場の埋立廃棄物の定期的な掘削調査に要する経費安定型最終処分場の埋立廃棄物の定期的な掘削調査に要する経費安定型最終処分場の埋立廃棄物の定期的な掘削調査に要する経費安定型最終処分場の埋立廃棄物の定期的な掘削調査に要する経費

11,67211,67211,67211,672

(46,444)(46,444)(46,444)(46,444) ○○○○ 長期化している産業廃棄物の不適正処理事案の解消に向けた調査等に長期化している産業廃棄物の不適正処理事案の解消に向けた調査等に長期化している産業廃棄物の不適正処理事案の解消に向けた調査等に長期化している産業廃棄物の不適正処理事案の解消に向けた調査等に

要する経費要する経費要する経費要する経費

 44,099  44,099  44,099  44,099 

 85,066  85,066  85,066  85,066 

(54,984)(54,984)(54,984)(54,984)

 59,362  59,362  59,362  59,362 

監監監監視視視視指指指指導導導導課課課課 ４４４４
監監監監 視視視視 指指指指 導導導導 強強強強 化化化化 費費費費

不不不不 適適適適 正正正正 処処処処 理理理理 現現現現 場場場場 改改改改 善善善善 費費費費

産産産産 業業業業 廃廃廃廃 棄棄棄棄 物物物物

最最最最 終終終終 処処処処 分分分分 場場場場 対対対対 策策策策 費費費費

(14,588)(14,588)(14,588)(14,588)

６６６６

８８８８

対対対対 策策策策 課課課課会会会会

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

１１１１ ３３３３

87587587587514,85614,85614,85614,856

（ 57 ）



（ 58 ）

（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

○○○○ 不法投棄防止キャンペーンの実施等に要する経費不法投棄防止キャンペーンの実施等に要する経費不法投棄防止キャンペーンの実施等に要する経費不法投棄防止キャンペーンの実施等に要する経費 798798798798

○○○○ 排出事業者、処理業者等監視指導強化費排出事業者、処理業者等監視指導強化費排出事業者、処理業者等監視指導強化費排出事業者、処理業者等監視指導強化費 6,5946,5946,5946,594

○○○○ 産業廃棄物運搬車両検問事業費産業廃棄物運搬車両検問事業費産業廃棄物運搬車両検問事業費産業廃棄物運搬車両検問事業費 233233233233

○○○○ 不適正処理された産業廃棄物の除去等に係る周辺のモニタリングに要不適正処理された産業廃棄物の除去等に係る周辺のモニタリングに要不適正処理された産業廃棄物の除去等に係る周辺のモニタリングに要不適正処理された産業廃棄物の除去等に係る周辺のモニタリングに要

する経費する経費する経費する経費 3,0003,0003,0003,000

(71,276)(71,276)(71,276)(71,276) ○○○○ 廃棄物不法投棄等対策専門員の配置に要する経費廃棄物不法投棄等対策専門員の配置に要する経費廃棄物不法投棄等対策専門員の配置に要する経費廃棄物不法投棄等対策専門員の配置に要する経費 69,55669,55669,55669,556

○○○○ 監視パトロール車の維持管理に要する経費監視パトロール車の維持管理に要する経費監視パトロール車の維持管理に要する経費監視パトロール車の維持管理に要する経費 1,2471,2471,2471,247

 70,803  70,803  70,803  70,803 

(807,000)(807,000)(807,000)(807,000) ○○○○ 道路照明のＬＥＤ化に要する経費道路照明のＬＥＤ化に要する経費道路照明のＬＥＤ化に要する経費道路照明のＬＥＤ化に要する経費

 225,420  225,420  225,420  225,420 

(31,501)(31,501)(31,501)(31,501) ○○○○ 既存住宅の建物検査に対する助成既存住宅の建物検査に対する助成既存住宅の建物検査に対する助成既存住宅の建物検査に対する助成 7,7327,7327,7327,732

○○○○ 　 建物検査の普及促進に要する経費　 建物検査の普及促進に要する経費　 建物検査の普及促進に要する経費　 建物検査の普及促進に要する経費 916916916916

 32,706  32,706  32,706  32,706 ○○○○ 建物検査を実施した住宅のリノベーション工事に対する助成建物検査を実施した住宅のリノベーション工事に対する助成建物検査を実施した住宅のリノベーション工事に対する助成建物検査を実施した住宅のリノベーション工事に対する助成

(2,675)(2,675)(2,675)(2,675) ○○○○

産産産産 廃廃廃廃 不不不不 適適適適 正正正正 処処処処 理理理理 対対対対 策策策策 費費費費

産産産産廃廃廃廃処処処処理理理理指指指指導導導導強強強強化化化化事事事事業業業業費費費費

４４４４ １１１１ ３３３３

道道道道 路路路路 照照照照 明明明明 省省省省 エエエエ ネネネネ 改改改改 修修修修 費費費費

(20,155)(20,155)(20,155)(20,155)

10,62510,62510,62510,625

監監監監視視視視指指指指導導導導課課課課
低低低低

炭炭炭炭

素素素素

社社社社

会会会会

・・・・

循循循循

環環環環

型型型型

社社社社

住住住住 宅宅宅宅 流流流流 通通通通 促促促促 進進進進 費費費費

道道道道路路路路維維維維持持持持課課課課 ８８８８ ２２２２ ３３３３

長期優良住宅の普及促進に要する経費長期優良住宅の普及促進に要する経費長期優良住宅の普及促進に要する経費長期優良住宅の普及促進に要する経費
住住住住宅宅宅宅計計計計画画画画課課課課 ８８８８ ６６６６ １１１１

新新新新

24,05824,05824,05824,058

(2,675)(2,675)(2,675)(2,675) ○○○○

 3,058  3,058  3,058  3,058 

(2,172,993)(2,172,993)(2,172,993)(2,172,993) ○○○○ ＬＥＤ信号機への更新に要する経費ＬＥＤ信号機への更新に要する経費ＬＥＤ信号機への更新に要する経費ＬＥＤ信号機への更新に要する経費

１１１１ ４４４４ ＬＬＬＬ ＥＥＥＥ ＤＤＤＤ 信信信信 号号号号 機機機機 整整整整 備備備備 費費費費

 2,553,444  2,553,444  2,553,444  2,553,444 

(1,997)(1,997)(1,997)(1,997) ○○○○

２２２２ ２２２２ 環環環環 境境境境 犯犯犯犯 罪罪罪罪 対対対対 策策策策 費費費費

 1,802  1,802  1,802  1,802 

○○○○ 再生可能エネルギー導入支援システム運用費再生可能エネルギー導入支援システム運用費再生可能エネルギー導入支援システム運用費再生可能エネルギー導入支援システム運用費 2,5232,5232,5232,523

○○○○ 市町村が行う再生可能エネルギー設備導入等への助成市町村が行う再生可能エネルギー設備導入等への助成市町村が行う再生可能エネルギー設備導入等への助成市町村が行う再生可能エネルギー設備導入等への助成 285,453285,453285,453285,453

○○○○ 県民シンポジウム開催費県民シンポジウム開催費県民シンポジウム開催費県民シンポジウム開催費 2,2752,2752,2752,275

○○○○ 再生可能エネルギー先端技術展開催費等再生可能エネルギー先端技術展開催費等再生可能エネルギー先端技術展開催費等再生可能エネルギー先端技術展開催費等 5,7685,7685,7685,768

(5,602)(5,602)(5,602)(5,602) ○○○○ エネルギー需給の安定化に向けた地方の果たすべき役割等を検討するエネルギー需給の安定化に向けた地方の果たすべき役割等を検討するエネルギー需給の安定化に向けた地方の果たすべき役割等を検討するエネルギー需給の安定化に向けた地方の果たすべき役割等を検討する

地域エネルギー政策研究会の開催に要する経費地域エネルギー政策研究会の開催に要する経費地域エネルギー政策研究会の開催に要する経費地域エネルギー政策研究会の開催に要する経費

 4,396  4,396  4,396  4,396 

○○○○ 評価委員会開催等に要する経費評価委員会開催等に要する経費評価委員会開催等に要する経費評価委員会開催等に要する経費 1,3731,3731,3731,373

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 市町村・民間の避難施設への太陽光発電設備、蓄電池の導入等に対す市町村・民間の避難施設への太陽光発電設備、蓄電池の導入等に対す市町村・民間の避難施設への太陽光発電設備、蓄電池の導入等に対す市町村・民間の避難施設への太陽光発電設備、蓄電池の導入等に対す

る助成る助成る助成る助成 1,045,1201,045,1201,045,1201,045,120

多多多多

様様様様

なななな

エエエエ

ネネネネ

会会会会

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

９９９９

９９９９

産業廃棄物不法投棄等による環境犯罪の摘発強化経費産業廃棄物不法投棄等による環境犯罪の摘発強化経費産業廃棄物不法投棄等による環境犯罪の摘発強化経費産業廃棄物不法投棄等による環境犯罪の摘発強化経費

長期優良住宅の普及促進に要する経費長期優良住宅の普及促進に要する経費長期優良住宅の普及促進に要する経費長期優良住宅の普及促進に要する経費

長長長長期期期期優優優優良良良良住住住住宅宅宅宅普普普普及及及及促促促促進進進進費費費費

２２２２ ２２２２

再再再再 生生生生 可可可可 能能能能 エエエエ ネネネネ ルルルル ギギギギ ーーーー

導導導導 入入入入 促促促促 進進進進 費費費費

(464,860)(464,860)(464,860)(464,860)

 296,019  296,019  296,019  296,019 

地地地地 域域域域 エエエエ ネネネネ ルルルル ギギギギ ーーーー 政政政政 策策策策

研研研研 究究究究 費費費費

総総総総合合合合政政政政策策策策課課課課

外外外外 ５５５５ 課課課課
２２２２ ２２２２

防防防防 災災災災 拠拠拠拠 点点点点 等等等等 再再再再 生生生生 可可可可 能能能能

エエエエ ネネネネ ルルルル ギギギギ ーーーー 導導導導 入入入入 推推推推 進進進進 費費費費
２２２２

警警警警 察察察察 本本本本 部部部部

総総総総合合合合政政政政策策策策課課課課 ２２２２

 1,290,791  1,290,791  1,290,791  1,290,791 ○○○○ 県の防災拠点施設への太陽光発電設備、蓄電池の導入等に要する経費県の防災拠点施設への太陽光発電設備、蓄電池の導入等に要する経費県の防災拠点施設への太陽光発電設備、蓄電池の導入等に要する経費県の防災拠点施設への太陽光発電設備、蓄電池の導入等に要する経費

244,298244,298244,298244,298

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 民間事業者・県民向けの燃料電池・コジェネ導入セミナーの開催に要民間事業者・県民向けの燃料電池・コジェネ導入セミナーの開催に要民間事業者・県民向けの燃料電池・コジェネ導入セミナーの開催に要民間事業者・県民向けの燃料電池・コジェネ導入セミナーの開催に要

する経費する経費する経費する経費

 1,490  1,490  1,490  1,490 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 中小企業者による再生可能エネルギー及び省エネルギー設備等の導入中小企業者による再生可能エネルギー及び省エネルギー設備等の導入中小企業者による再生可能エネルギー及び省エネルギー設備等の導入中小企業者による再生可能エネルギー及び省エネルギー設備等の導入

に要する資金の低利融資に要する資金の低利融資に要する資金の低利融資に要する資金の低利融資

エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー対対対対策策策策特特特特別別別別融融融融資資資資費費費費  1,002,883  1,002,883  1,002,883  1,002,883 ・融資枠　   　 40億円・融資枠　   　 40億円・融資枠　   　 40億円・融資枠　   　 40億円

・貸付利率　　　1.2～1.4％・貸付利率　　　1.2～1.4％・貸付利率　　　1.2～1.4％・貸付利率　　　1.2～1.4％

債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為  48,000  48,000  48,000  48,000 ○○○○ 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

○○○○

４４４４ ５５５５ (83,376)(83,376)(83,376)(83,376) ○○○○ 太陽光発電設備等の整備に要する経費太陽光発電設備等の整備に要する経費太陽光発電設備等の整備に要する経費太陽光発電設備等の整備に要する経費

・若松商業高校ほか６校・若松商業高校ほか６校・若松商業高校ほか６校・若松商業高校ほか６校

５５５５ ３３３３  199,011  199,011  199,011  199,011 

ネネネネ

ルルルル

ギギギギ

ーーーー

をををを

確確確確

保保保保

すすすす

るるるる

外外外外 ５５５５ 課課課課 エエエエ ネネネネ ルルルル ギギギギ ーーーー 導導導導 入入入入 推推推推 進進進進 費費費費

外外外外

ココココ ーーーー ジジジジ ェェェェ ネネネネ レレレレ 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 導導導導 入入入入 促促促促 進進進進 費費費費

総総総総合合合合政政政政策策策策課課課課 ２２２２

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 ４４４４

２２２２ ２２２２

２２２２

施施施施 設設設設 課課課課

(102,196)(102,196)(102,196)(102,196)
地域資源を活用した電力自給モデルの実証に要する経費地域資源を活用した電力自給モデルの実証に要する経費地域資源を活用した電力自給モデルの実証に要する経費地域資源を活用した電力自給モデルの実証に要する経費

モモモモ デデデデ ルルルル 事事事事 業業業業 費費費費  12,687  12,687  12,687  12,687 

県県県県 立立立立 学学学学 校校校校 太太太太 陽陽陽陽 光光光光

発発発発 電電電電 設設設設 備備備備 等等等等 整整整整 備備備備 費費費費
10101010

営営営営 農農農農 用用用用 電電電電 力力力力 自自自自 給給給給

新新新新

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

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

○○○○ 自然公園費自然公園費自然公園費自然公園費 7,8097,8097,8097,809

○○○○ 自然公園施設整備費自然公園施設整備費自然公園施設整備費自然公園施設整備費 106,096106,096106,096106,096

○○○○ 平尾台自然観察センター活動事業費平尾台自然観察センター活動事業費平尾台自然観察センター活動事業費平尾台自然観察センター活動事業費 26,43526,43526,43526,435

○○○○ 希少野生生物保全対策費希少野生生物保全対策費希少野生生物保全対策費希少野生生物保全対策費 5,6165,6165,6165,616

○○○○ 地域による自然環境保全活動促進費地域による自然環境保全活動促進費地域による自然環境保全活動促進費地域による自然環境保全活動促進費 1,0011,0011,0011,001

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 県民参加型生きもの調査費等県民参加型生きもの調査費等県民参加型生きもの調査費等県民参加型生きもの調査費等 3,2643,2643,2643,264

○○○○ 外来種ブラックリスト作成に向けた生息状況調査費等外来種ブラックリスト作成に向けた生息状況調査費等外来種ブラックリスト作成に向けた生息状況調査費等外来種ブラックリスト作成に向けた生息状況調査費等 2,5312,5312,5312,531

 6,513  6,513  6,513  6,513 ○○○○ 黄金川スイゼンジノリ保全活動支援費黄金川スイゼンジノリ保全活動支援費黄金川スイゼンジノリ保全活動支援費黄金川スイゼンジノリ保全活動支援費 718718718718

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ シカの食害を受けている絶滅危惧植物保全のための種子の保存、移植シカの食害を受けている絶滅危惧植物保全のための種子の保存、移植シカの食害を受けている絶滅危惧植物保全のための種子の保存、移植シカの食害を受けている絶滅危惧植物保全のための種子の保存、移植

及び防護柵設置等に要する経費及び防護柵設置等に要する経費及び防護柵設置等に要する経費及び防護柵設置等に要する経費

 6,644  6,644  6,644  6,644 

自自自自然然然然環環環環境境境境課課課課 １１１１ ４４４４ (4,750)(4,750)(4,750)(4,750) ○○○○ 鳥獣保護区の指定及び鳥類生息分布調査等に要する経費鳥獣保護区の指定及び鳥類生息分布調査等に要する経費鳥獣保護区の指定及び鳥類生息分布調査等に要する経費鳥獣保護区の指定及び鳥類生息分布調査等に要する経費 2,7002,7002,7002,700

○○○○ 特定鳥獣保護管理計画の策定等に要する経費特定鳥獣保護管理計画の策定等に要する経費特定鳥獣保護管理計画の策定等に要する経費特定鳥獣保護管理計画の策定等に要する経費 2,4182,4182,4182,418

畜畜畜畜 産産産産 課課課課 ５５５５ ７７７７ 5,1185,1185,1185,118

(1,869)(1,869)(1,869)(1,869) ○○○○ 森林保全のための巡視に要する経費森林保全のための巡視に要する経費森林保全のための巡視に要する経費森林保全のための巡視に要する経費

(143,105)(143,105)(143,105)(143,105)

146,957146,957146,957146,957

自自自自 然然然然 保保保保 護護護護 対対対対 策策策策 費費費費

自自自自然然然然環環環環境境境境課課課課

多多多多 様様様様 なななな 主主主主 体体体体 にににに よよよよ るるるる
生生生生 物物物物 多多多多 様様様様 性性性性 戦戦戦戦 略略略略 推推推推 進進進進 費費費費

英英英英 彦彦彦彦 山山山山 絶絶絶絶 滅滅滅滅 危危危危 惧惧惧惧 種種種種
保保保保 護護護護 対対対対 策策策策 費費費費

４４４４ １１１１ ４４４４

４４４４

鳥鳥鳥鳥 獣獣獣獣 保保保保 護護護護 対対対対 策策策策 費費費費

６６６６

豊豊豊豊

かかかか

なななな

自自自自

新新新新

新新新新

(1,869)(1,869)(1,869)(1,869) ○○○○ 森林保全のための巡視に要する経費森林保全のための巡視に要する経費森林保全のための巡視に要する経費森林保全のための巡視に要する経費

 1,295  1,295  1,295  1,295 

(1,803,222)(1,803,222)(1,803,222)(1,803,222) ○○○○ 森林組合等が行う路網の整備等に対する助成森林組合等が行う路網の整備等に対する助成森林組合等が行う路網の整備等に対する助成森林組合等が行う路網の整備等に対する助成 367,000367,000367,000367,000

○○○○ 製材業者等が行う木材加工流通施設等の整備に対する助成　 432,375製材業者等が行う木材加工流通施設等の整備に対する助成　 432,375製材業者等が行う木材加工流通施設等の整備に対する助成　 432,375製材業者等が行う木材加工流通施設等の整備に対する助成　 432,375

 832,746  832,746  832,746  832,746 ○○○○ 森林整備の機械化のための講習会等に要する経費森林整備の機械化のための講習会等に要する経費森林整備の機械化のための講習会等に要する経費森林整備の機械化のための講習会等に要する経費 33,37133,37133,37133,371

(159,802)(159,802)(159,802)(159,802) ○○○○ 保全すべき松林を対象とした薬剤散布等に対する助成保全すべき松林を対象とした薬剤散布等に対する助成保全すべき松林を対象とした薬剤散布等に対する助成保全すべき松林を対象とした薬剤散布等に対する助成 21,57121,57121,57121,571

○○○○ 被害松林における造林補助金被害松林における造林補助金被害松林における造林補助金被害松林における造林補助金 105,028105,028105,028105,028

 160,228  160,228  160,228  160,228 ○○○○ 松くい虫被害を受けた松林の伐倒駆除に対する助成松くい虫被害を受けた松林の伐倒駆除に対する助成松くい虫被害を受けた松林の伐倒駆除に対する助成松くい虫被害を受けた松林の伐倒駆除に対する助成 33,62933,62933,62933,629

(1,335,552)(1,335,552)(1,335,552)(1,335,552) ○○○○ 森林環境税基金の積立てに要する経費森林環境税基金の積立てに要する経費森林環境税基金の積立てに要する経費森林環境税基金の積立てに要する経費

 1,348,115  1,348,115  1,348,115  1,348,115 

(1,235,147)(1,235,147)(1,235,147)(1,235,147) ○○○○

要する経費要する経費要する経費要する経費 1,262,1351,262,1351,262,1351,262,135

 1,275,075  1,275,075  1,275,075  1,275,075 ○○○○ 市町村に対する「環境の森林」保全交付金市町村に対する「環境の森林」保全交付金市町村に対する「環境の森林」保全交付金市町村に対する「環境の森林」保全交付金 12,94012,94012,94012,940

(33,309)(33,309)(33,309)(33,309) ○○○○ 森林環境税を活用した森林づくり活動に対する助成森林環境税を活用した森林づくり活動に対する助成森林環境税を活用した森林づくり活動に対する助成森林環境税を活用した森林づくり活動に対する助成 21,15021,15021,15021,150

○○○○ 森林の重要性や事業計画などの情報発信等に要する経費森林の重要性や事業計画などの情報発信等に要する経費森林の重要性や事業計画などの情報発信等に要する経費森林の重要性や事業計画などの情報発信等に要する経費 11,71411,71411,71411,714

 32,864  32,864  32,864  32,864 

○○○○ 人と水が親しみやすく、魚や他の生物にとって住みやすい川づくり事人と水が親しみやすく、魚や他の生物にとって住みやすい川づくり事人と水が親しみやすく、魚や他の生物にとって住みやすい川づくり事人と水が親しみやすく、魚や他の生物にとって住みやすい川づくり事

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 ４４４４

森森森森 林林林林 整整整整 備備備備 加加加加 速速速速 化化化化 ・・・・

林林林林 業業業業 再再再再 生生生生 事事事事 業業業業 費費費費

森森森森 林林林林 保保保保 全全全全 費費費費

６６６６ ５５５５ ２２２２

６６６６ ５５５５

然然然然

環環環環

境境境境

をををを

守守守守

森林環境税を活用した荒廃森林再生のための間伐や広葉樹の植栽等に森林環境税を活用した荒廃森林再生のための間伐や広葉樹の植栽等に森林環境税を活用した荒廃森林再生のための間伐や広葉樹の植栽等に森林環境税を活用した荒廃森林再生のための間伐や広葉樹の植栽等に

県県県県 民民民民 参参参参 加加加加 のののの 森森森森 林林林林 づづづづ くくくく りりりり

推推推推 進進進進 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 ５５５５ ５５５５

森森森森 林林林林 環環環環 境境境境 税税税税 基基基基 金金金金 積積積積 立立立立 金金金金

荒荒荒荒 廃廃廃廃 森森森森 林林林林 再再再再 生生生生 費費費費

３３３３

５５５５
松松松松 くくくく いいいい 虫虫虫虫 被被被被 害害害害 対対対対 策策策策 費費費費

(96,000)(96,000)(96,000)(96,000) ○○○○ 人と水が親しみやすく、魚や他の生物にとって住みやすい川づくり事人と水が親しみやすく、魚や他の生物にとって住みやすい川づくり事人と水が親しみやすく、魚や他の生物にとって住みやすい川づくり事人と水が親しみやすく、魚や他の生物にとって住みやすい川づくり事

業費業費業費業費

 96,000  96,000  96,000  96,000 

(30,000)(30,000)(30,000)(30,000) ○○○○ 人に親しまれる海辺づくり事業費人に親しまれる海辺づくり事業費人に親しまれる海辺づくり事業費人に親しまれる海辺づくり事業費

港港港港 湾湾湾湾 課課課課

 30,600  30,600  30,600  30,600 

(137,903)(137,903)(137,903)(137,903) ○○○○

 100,635  100,635  100,635  100,635 

(12,066)(12,066)(12,066)(12,066) ○○○○ ぼた山防護施設の維持補修等に要する経費ぼた山防護施設の維持補修等に要する経費ぼた山防護施設の維持補修等に要する経費ぼた山防護施設の維持補修等に要する経費

 13,436  13,436  13,436  13,436 

(8,831)(8,831)(8,831)(8,831) ○○○○ 動物愛護推進協議会運営費動物愛護推進協議会運営費動物愛護推進協議会運営費動物愛護推進協議会運営費 462462462462

保保保保健健健健衛衛衛衛生生生生課課課課 ○○○○ 普及啓発費普及啓発費普及啓発費普及啓発費 6,0046,0046,0046,004

 8,767  8,767  8,767  8,767 ○○○○ 動物新飼い主探し事業費動物新飼い主探し事業費動物新飼い主探し事業費動物新飼い主探し事業費 2,3012,3012,3012,301

るるるる

快快快快

適適適適

なななな

生生生生

活活活活

環環環環

境境境境

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

河河河河 川川川川 課課課課

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

ふふふふれれれれああああいいいいのののの川川川川づづづづくくくくりりりり事事事事業業業業費費費費

８８８８ ３３３３ ４４４４ ふふふふれれれれああああいいいい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

８８８８ ３３３３ ２２２２

３３３３ 地地地地 域域域域 振振振振 興興興興 対対対対 策策策策 費費費費

筑豊地域の振興施策の推進に要する経費筑豊地域の振興施策の推進に要する経費筑豊地域の振興施策の推進に要する経費筑豊地域の振興施策の推進に要する経費

２２２２ ２２２２ ４４４４
ぼぼぼぼ たたたた 山山山山 防防防防 護護護護 施施施施 設設設設 維維維維 持持持持 等等等等

事事事事 業業業業 費費費費

３３３３ ３３３３ ４４４４ 動動動動 物物物物 愛愛愛愛 護護護護 推推推推 進進進進 費費費費

23,84923,84923,84923,8496,1476,1476,1476,147156,873156,873156,873156,87310,47910,47910,47910,479875875875875

23,84923,84923,84923,8496,1476,1476,1476,147156,873156,873156,873156,87310,47910,47910,47910,479875875875875

（ 59 ）



（ 60 ）

（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

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 地域が行う飼い主のいない猫の共同飼育に対する初期費用の助成等地域が行う飼い主のいない猫の共同飼育に対する初期費用の助成等地域が行う飼い主のいない猫の共同飼育に対する初期費用の助成等地域が行う飼い主のいない猫の共同飼育に対する初期費用の助成等

2,7962,7962,7962,796

 7,796  7,796  7,796  7,796 ○○○○ 地域猫の不妊去勢手術の実施に要する経費地域猫の不妊去勢手術の実施に要する経費地域猫の不妊去勢手術の実施に要する経費地域猫の不妊去勢手術の実施に要する経費 5,0005,0005,0005,000

(   28,048)(   28,048)(   28,048)(   28,048) ○○○○ 大気汚染防止常時監視費大気汚染防止常時監視費大気汚染防止常時監視費大気汚染防止常時監視費 14,75914,75914,75914,759

○○○○ 排出基準監視費排出基準監視費排出基準監視費排出基準監視費 793793793793

 27,511  27,511  27,511  27,511 ○○○○ 微小粒子状物質（PM2.5）常時監視費微小粒子状物質（PM2.5）常時監視費微小粒子状物質（PM2.5）常時監視費微小粒子状物質（PM2.5）常時監視費 11,95911,95911,95911,959

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 大気汚染状況を的確に把握するための大気測定局の増設に要する経費大気汚染状況を的確に把握するための大気測定局の増設に要する経費大気汚染状況を的確に把握するための大気測定局の増設に要する経費大気汚染状況を的確に把握するための大気測定局の増設に要する経費

 82,300  82,300  82,300  82,300 

○○○○

○○○○ 水質環境基準類型指定調査費水質環境基準類型指定調査費水質環境基準類型指定調査費水質環境基準類型指定調査費 691691691691

○○○○

○○○○ 　 新規環境基準項目等に係る水質常時監視及び類型指定を行うため　 新規環境基準項目等に係る水質常時監視及び類型指定を行うため　 新規環境基準項目等に係る水質常時監視及び類型指定を行うため　 新規環境基準項目等に係る水質常時監視及び類型指定を行うため

の経費の経費の経費の経費 14,78014,78014,78014,780

(9,927)(9,927)(9,927)(9,927) ○○○○ 騒音規制費騒音規制費騒音規制費騒音規制費 697697697697

保保保保健健健健衛衛衛衛生生生生課課課課

快快快快

適適適適

なななな

大大大大 気気気気 汚汚汚汚 染染染染 防防防防 止止止止 対対対対 策策策策 費費費費

大大大大 気気気気 汚汚汚汚 染染染染 監監監監 視視視視 強強強強 化化化化 費費費費

３３３３ ３３３３ ４４４４ 地地地地 域域域域 猫猫猫猫 活活活活 動動動動 支支支支 援援援援 事事事事 業業業業 費費費費

環環環環境境境境保保保保全全全全課課課課

水水水水 環環環環 境境境境 保保保保 全全全全 推推推推 進進進進 費費費費

(31,729)(31,729)(31,729)(31,729)

水質測定計画に基づく分析及び常時監視を行うための経費水質測定計画に基づく分析及び常時監視を行うための経費水質測定計画に基づく分析及び常時監視を行うための経費水質測定計画に基づく分析及び常時監視を行うための経費

筑後平野南部地域の地盤沈下現象の実態把握に要する経費筑後平野南部地域の地盤沈下現象の実態把握に要する経費筑後平野南部地域の地盤沈下現象の実態把握に要する経費筑後平野南部地域の地盤沈下現象の実態把握に要する経費

94,29394,29394,29394,293

４４４４ １１１１ ２２２２

72,95772,95772,95772,957

5,8655,8655,8655,865

新新新新

新新新新

新新新新

(9,927)(9,927)(9,927)(9,927) ○○○○ 騒音規制費騒音規制費騒音規制費騒音規制費 697697697697

○○○○ 騒音防止対策費騒音防止対策費騒音防止対策費騒音防止対策費 7,5257,5257,5257,525

 10,352  10,352  10,352  10,352 ○○○○ 道路交通騒音常時監視費道路交通騒音常時監視費道路交通騒音常時監視費道路交通騒音常時監視費 2,1302,1302,1302,130

(84,940)(84,940)(84,940)(84,940) ○○○○

る経費る経費る経費る経費

 8,810  8,810  8,810  8,810 

(5,559)(5,559)(5,559)(5,559) ○○○○ 汚染土壌の適正処理推進等に要する経費汚染土壌の適正処理推進等に要する経費汚染土壌の適正処理推進等に要する経費汚染土壌の適正処理推進等に要する経費

 2,118  2,118  2,118  2,118 

(29,190)(29,190)(29,190)(29,190) ○○○○

経費経費経費経費

 29,190  29,190  29,190  29,190 

環環環環境境境境保保保保全全全全課課課課 (334)(334)(334)(334) ○○○○ 事業者に対する指導強化費事業者に対する指導強化費事業者に対する指導強化費事業者に対する指導強化費 143143143143

○○○○ 大気中濃度モニタリング調査費大気中濃度モニタリング調査費大気中濃度モニタリング調査費大気中濃度モニタリング調査費 112112112112

監監監監視視視視指指指指導導導導課課課課  255  255  255  255 

○○○○ 河川浄化運動補助金河川浄化運動補助金河川浄化運動補助金河川浄化運動補助金 2,5002,5002,5002,500

○○○○ 生活排水対策推進費生活排水対策推進費生活排水対策推進費生活排水対策推進費 116116116116

生生生生

活活活活

環環環環

境境境境

をををを

環環環環境境境境保保保保全全全全課課課課

ダダダダ イイイイ オオオオ キキキキ シシシシ ンンンン 類類類類 対対対対 策策策策 費費費費

大気、水質、底質、土壌及び地下水のダイオキシン類の調査等に要す大気、水質、底質、土壌及び地下水のダイオキシン類の調査等に要す大気、水質、底質、土壌及び地下水のダイオキシン類の調査等に要す大気、水質、底質、土壌及び地下水のダイオキシン類の調査等に要す

騒騒騒騒 音音音音 規規規規 制制制制 費費費費

(独)環境再生保全機構が行う石綿健康被害救済基金の積立てに要する(独)環境再生保全機構が行う石綿健康被害救済基金の積立てに要する(独)環境再生保全機構が行う石綿健康被害救済基金の積立てに要する(独)環境再生保全機構が行う石綿健康被害救済基金の積立てに要する

４４４４ １１１１
２２２２

３３３３
アアアアススススベベベベスススストトトト飛飛飛飛散散散散防防防防止止止止対対対対策策策策費費費費

４４４４ １１１１ ２２２２

土土土土 壌壌壌壌 環環環環 境境境境 保保保保 全全全全 推推推推 進進進進 費費費費

アアアア スススス ベベベベ スススス トトトト 健健健健 康康康康 被被被被 害害害害

救救救救 済済済済 対対対対 策策策策 費費費費

河河河河 川川川川 浄浄浄浄 化化化化 対対対対 策策策策 費費費費

(2,613)(2,613)(2,613)(2,613)

廃廃廃廃 棄棄棄棄 物物物物
対対対対 策策策策 課課課課

2,6162,6162,6162,616

４４４４ １１１１
２２２２

３３３３

環環環環境境境境保保保保全全全全課課課課

○○○○ 公害防止施設整備及び高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理等に要する資金の低公害防止施設整備及び高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理等に要する資金の低公害防止施設整備及び高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理等に要する資金の低公害防止施設整備及び高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理等に要する資金の低

利融資利融資利融資利融資

・融資枠　　  　３億円・融資枠　　  　３億円・融資枠　　  　３億円・融資枠　　  　３億円

・貸付利率　　　1.3％・貸付利率　　　1.3％・貸付利率　　　1.3％・貸付利率　　　1.3％

(491,097)(491,097)(491,097)(491,097) ○○○○ 浄化槽の設置に対する助成浄化槽の設置に対する助成浄化槽の設置に対する助成浄化槽の設置に対する助成

491,097491,097491,097491,097

(169,903)(169,903)(169,903)(169,903) ○○○○ 農業集落における汚水・汚泥を処理する施設の整備費農業集落における汚水・汚泥を処理する施設の整備費農業集落における汚水・汚泥を処理する施設の整備費農業集落における汚水・汚泥を処理する施設の整備費

 145,654  145,654  145,654  145,654 

(42,000)(42,000)(42,000)(42,000) ○○○○ 水路、ダム等の水辺空間を利用した生活環境整備費水路、ダム等の水辺空間を利用した生活環境整備費水路、ダム等の水辺空間を利用した生活環境整備費水路、ダム等の水辺空間を利用した生活環境整備費

 28,644  28,644  28,644  28,644 

(16,321)(16,321)(16,321)(16,321) ○○○○ 緑化推進費緑化推進費緑化推進費緑化推進費 1,9381,9381,9381,938

○○○○ 県有施設緑化事業費県有施設緑化事業費県有施設緑化事業費県有施設緑化事業費 34,79534,79534,79534,795

 36,733  36,733  36,733  36,733 

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

廃廃廃廃 棄棄棄棄 物物物物

対対対対 策策策策 課課課課

循循循循環環環環型型型型社社社社会会会会

推推推推 進進進進 課課課課
４４４４ １１１１ １１１１ 環環環環 境境境境 保保保保 全全全全 施施施施 設設設設 融融融融 資資資資 費費費費

(191,074)(191,074)(191,074)(191,074)

240,216240,216240,216240,216

浄浄浄浄 化化化化 槽槽槽槽 整整整整 備備備備 促促促促 進進進進 費費費費

農農農農 業業業業 集集集集 落落落落 排排排排 水水水水 対対対対 策策策策 費費費費

４４４４ １１１１ ３３３３

水水水水 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

林林林林業業業業振振振振興興興興課課課課 ６６６６ ５５５５ ６６６６ 緑緑緑緑 化化化化 推推推推 進進進進 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

10,47910,47910,47910,479875875875875



（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

(30,200)(30,200)(30,200)(30,200) ○○○○ 四王寺県民の森の管理運営に要する経費四王寺県民の森の管理運営に要する経費四王寺県民の森の管理運営に要する経費四王寺県民の森の管理運営に要する経費

 31,010  31,010  31,010  31,010 

(67,353)(67,353)(67,353)(67,353) ○○○○ 夜須高原記念の森の管理運営に要する経費夜須高原記念の森の管理運営に要する経費夜須高原記念の森の管理運営に要する経費夜須高原記念の森の管理運営に要する経費

 66,906  66,906  66,906  66,906 

(880)(880)(880)(880) ○○○○ 交通連携施策検討協議会の開催に要する経費交通連携施策検討協議会の開催に要する経費交通連携施策検討協議会の開催に要する経費交通連携施策検討協議会の開催に要する経費

 837  837  837  837 

(536,500)(536,500)(536,500)(536,500) ○○○○ 街路樹等の整備及び管理に要する経費街路樹等の整備及び管理に要する経費街路樹等の整備及び管理に要する経費街路樹等の整備及び管理に要する経費

 503,330  503,330  503,330  503,330 

(50,000)(50,000)(50,000)(50,000) ○○○○ 道路空間の再生を図るための休憩所等設置事業費道路空間の再生を図るための休憩所等設置事業費道路空間の再生を図るための休憩所等設置事業費道路空間の再生を図るための休憩所等設置事業費

 51,000  51,000  51,000  51,000 

四四四四 王王王王 寺寺寺寺 県県県県 民民民民 のののの 森森森森 運運運運 営営営営 費費費費

夜夜夜夜須須須須高高高高原原原原記記記記念念念念のののの森森森森運運運運営営営営費費費費

林林林林業業業業振振振振興興興興課課課課 ６６６６ ５５５５ ６６６６

交交交交 通通通通 連連連連 携携携携 推推推推 進進進進 事事事事 業業業業 費費費費

道道道道 路路路路 緑緑緑緑 化化化化 環環環環 境境境境 整整整整 備備備備 費費費費

企企企企画画画画交交交交通通通通課課課課 ８８８８ １１１１ １１１１

ゆゆゆゆととととりりりりのののの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

道道道道路路路路維維維維持持持持課課課課 ８８８８ ２２２２ ２２２２

快快快快

適適適適

なななな

 51,000  51,000  51,000  51,000 

○○○○ 道路美化事業費道路美化事業費道路美化事業費道路美化事業費 201,735201,735201,735201,735

(324,419)(324,419)(324,419)(324,419) ○○○○ 河川美化事業費河川美化事業費河川美化事業費河川美化事業費 110,358110,358110,358110,358

○○○○ 港湾美化事業費港湾美化事業費港湾美化事業費港湾美化事業費 4,6984,6984,6984,698

 316,791  316,791  316,791  316,791 

(35,000)(35,000)(35,000)(35,000) ○○○○ 道路空間の快適性の向上、地域特性との調和等、道路サービスの充実道路空間の快適性の向上、地域特性との調和等、道路サービスの充実道路空間の快適性の向上、地域特性との調和等、道路サービスの充実道路空間の快適性の向上、地域特性との調和等、道路サービスの充実

を図るための道路整備費を図るための道路整備費を図るための道路整備費を図るための道路整備費

 35,000  35,000  35,000  35,000 

(676,000)(676,000)(676,000)(676,000) ○○○○ 親水護岸、階段等の河川敷内における水辺環境整備費親水護岸、階段等の河川敷内における水辺環境整備費親水護岸、階段等の河川敷内における水辺環境整備費親水護岸、階段等の河川敷内における水辺環境整備費

 676,000  676,000  676,000  676,000 

(1,251,204)(1,251,204)(1,251,204)(1,251,204) ○○○○ 直轄ダム等の整備に係る負担金直轄ダム等の整備に係る負担金直轄ダム等の整備に係る負担金直轄ダム等の整備に係る負担金

 1,430,353  1,430,353  1,430,353  1,430,353 

(12,781,695)(12,781,695)(12,781,695)(12,781,695) ○○○○ 五ヶ山ダム五ヶ山ダム五ヶ山ダム五ヶ山ダム 12,846,70812,846,70812,846,70812,846,708

○○○○ 伊良原ダム伊良原ダム伊良原ダム伊良原ダム 3,537,7633,537,7633,537,7633,537,763

 16,384,471  16,384,471  16,384,471  16,384,471 

(707,257)(707,257)(707,257)(707,257) ○○○○ 五ヶ山ダム水源地域振興事業負担金五ヶ山ダム水源地域振興事業負担金五ヶ山ダム水源地域振興事業負担金五ヶ山ダム水源地域振興事業負担金 239,129239,129239,129239,129

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

港港港港 湾湾湾湾 課課課課

８８８８

２２２２
　　　　
３３３３
　　　　
４４４４

２２２２

１１１１

１１１１

土土土土 木木木木 施施施施 設設設設 美美美美 化化化化 事事事事 業業業業 費費費費

ふふふふれれれれああああいいいい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

郷郷郷郷 土土土土 のののの 水水水水 辺辺辺辺 整整整整 備備備備 事事事事 業業業業 費費費費

道道道道路路路路建建建建設設設設課課課課 ８８８８ ２２２２ ３３３３

直直直直 轄轄轄轄 ・・・・ 水水水水 資資資資 源源源源 機機機機 構構構構

ダダダダ ムムムム 事事事事 業業業業 費費費費 負負負負 担担担担 金金金金

河河河河川川川川開開開開発発発発課課課課 特別会計特別会計特別会計特別会計 河河河河 川川川川 開開開開 発発発発 事事事事 業業業業 費費費費

河河河河 川川川川 課課課課 ８８８８ ３３３３ ２２２２

生生生生

活活活活

環環環環

境境境境

をををを

(707,257)(707,257)(707,257)(707,257) ○○○○ 五ヶ山ダム水源地域振興事業負担金五ヶ山ダム水源地域振興事業負担金五ヶ山ダム水源地域振興事業負担金五ヶ山ダム水源地域振興事業負担金 239,129239,129239,129239,129

○○○○ 伊良原ダム水源地域振興事業負担金伊良原ダム水源地域振興事業負担金伊良原ダム水源地域振興事業負担金伊良原ダム水源地域振興事業負担金 120,955120,955120,955120,955

 668,887  668,887  668,887  668,887 ○○○○ 小石原川ダム水源地域振興事業負担金小石原川ダム水源地域振興事業負担金小石原川ダム水源地域振興事業負担金小石原川ダム水源地域振興事業負担金 308,803308,803308,803308,803

(39,522)(39,522)(39,522)(39,522) ○○○○ 田川地区水道企業団及び京築地区水道企業団の流域対策費に対する助田川地区水道企業団及び京築地区水道企業団の流域対策費に対する助田川地区水道企業団及び京築地区水道企業団の流域対策費に対する助田川地区水道企業団及び京築地区水道企業団の流域対策費に対する助

成成成成

 1,783  1,783  1,783  1,783 

(751,862)(751,862)(751,862)(751,862) ○○○○ 水道広域化施設整備費水道広域化施設整備費水道広域化施設整備費水道広域化施設整備費 260,627260,627260,627260,627

○○○○ 水道広域化推進費水道広域化推進費水道広域化推進費水道広域化推進費 35,93435,93435,93435,934

 673,219  673,219  673,219  673,219 ○○○○ 水道広域化暫定水源対策費水道広域化暫定水源対策費水道広域化暫定水源対策費水道広域化暫定水源対策費 376,658376,658376,658376,658

○○○○ 建築展事業費建築展事業費建築展事業費建築展事業費 3,1723,1723,1723,172

○○○○ まちづくり専門家派遣事業費まちづくり専門家派遣事業費まちづくり専門家派遣事業費まちづくり専門家派遣事業費 489489489489

○○○○ 景観審議会運営費景観審議会運営費景観審議会運営費景観審議会運営費 731731731731

○○○○ 景観大会開催等景観大会開催等景観大会開催等景観大会開催等 7,9457,9457,9457,945

(457,222)(457,222)(457,222)(457,222) ○○○○ 単独事業費単独事業費単独事業費単独事業費 16,60016,60016,60016,600

○○○○ 補助事業費補助事業費補助事業費補助事業費 329,649329,649329,649329,649

 346,249  346,249  346,249  346,249 

８８８８ ８８８８ ２２２２

水水水水 源源源源 地地地地 域域域域 振振振振 興興興興 費費費費

水水水水 源源源源 開開開開 発発発発 流流流流 域域域域 対対対対 策策策策 費費費費

８８８８ １１１１

広広広広 域域域域 的的的的 水水水水 道道道道 整整整整 備備備備 費費費費

(12,224)(12,224)(12,224)(12,224)
都都都都市市市市計計計計画画画画課課課課

公公公公園園園園街街街街路路路路課課課課

住住住住宅宅宅宅計計計計画画画画課課課課

８８８８ ５５５５ １１１１ 美美美美 しししし いいいい 県県県県 土土土土 形形形形 成成成成 推推推推 進進進進 費費費費

 12,337  12,337  12,337  12,337 

水水水水 資資資資 源源源源

対対対対 策策策策 課課課課

８８８８

土土土土 地地地地 区区区区 画画画画 整整整整 理理理理 事事事事 業業業業 費費費費都都都都市市市市計計計計画画画画課課課課 ８８８８ ５５５５ ２２２２

つつつつ

くくくく

るるるる

（ 61 ）



（ 62 ）

（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

(198,159)(198,159)(198,159)(198,159) ○○○○ 魅力ある街並みを形成するため、周辺地域の景観に配慮した都市計画魅力ある街並みを形成するため、周辺地域の景観に配慮した都市計画魅力ある街並みを形成するため、周辺地域の景観に配慮した都市計画魅力ある街並みを形成するため、周辺地域の景観に配慮した都市計画

道路等の整備に要する経費道路等の整備に要する経費道路等の整備に要する経費道路等の整備に要する経費

 224,011  224,011  224,011  224,011 

○○○○ 筑後広域公園整備費筑後広域公園整備費筑後広域公園整備費筑後広域公園整備費 1,829,5821,829,5821,829,5821,829,582

○○○○ その他公園整備費その他公園整備費その他公園整備費その他公園整備費 316,323316,323316,323316,323

○○○○ 　 大濠・舞鶴両公園の一体的活用のための整備基本計画の策定等に要　 大濠・舞鶴両公園の一体的活用のための整備基本計画の策定等に要　 大濠・舞鶴両公園の一体的活用のための整備基本計画の策定等に要　 大濠・舞鶴両公園の一体的活用のための整備基本計画の策定等に要

する経費する経費する経費する経費 7,2257,2257,2257,225

(308,724)(308,724)(308,724)(308,724) ○○○○ 都市公園事業費都市公園事業費都市公園事業費都市公園事業費

 300,554  300,554  300,554  300,554 

○○○○ 御笠川那珂川流域下水道事業費御笠川那珂川流域下水道事業費御笠川那珂川流域下水道事業費御笠川那珂川流域下水道事業費 9,033,9989,033,9989,033,9989,033,998

(20,991,061)(20,991,061)(20,991,061)(20,991,061) ○○○○ 多々良川流域下水道事業費多々良川流域下水道事業費多々良川流域下水道事業費多々良川流域下水道事業費 3,641,4333,641,4333,641,4333,641,433

○○○○ 宝満川流域下水道事業費宝満川流域下水道事業費宝満川流域下水道事業費宝満川流域下水道事業費 2,249,9062,249,9062,249,9062,249,906

流流流流 域域域域 下下下下 水水水水 道道道道 事事事事 業業業業 費費費費  22,374,764  22,374,764  22,374,764  22,374,764 ○○○○ 宝満川上流流域下水道事業費宝満川上流流域下水道事業費宝満川上流流域下水道事業費宝満川上流流域下水道事業費 898,187898,187898,187898,187

○○○○ 筑後川中流右岸流域下水道事業費筑後川中流右岸流域下水道事業費筑後川中流右岸流域下水道事業費筑後川中流右岸流域下水道事業費 1,774,8011,774,8011,774,8011,774,801

○○○○ 遠賀川下流流域下水道事業費遠賀川下流流域下水道事業費遠賀川下流流域下水道事業費遠賀川下流流域下水道事業費 1,525,1331,525,1331,525,1331,525,133

都都都都市市市市計計計計画画画画課課課課 ８８８８ ５５５５ ３３３３ 景景景景 観観観観 整整整整 備備備備 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 ４４４４
 2,153,130  2,153,130  2,153,130  2,153,130 

直直直直 轄轄轄轄 公公公公 園園園園 事事事事 業業業業 費費費費 負負負負 担担担担 金金金金

特別会計特別会計特別会計特別会計

快快快快

適適適適

なななな

生生生生

公公公公 園園園園 整整整整 備備備備 費費費費

下下下下 水水水水 道道道道 課課課課

(2,114,413)(2,114,413)(2,114,413)(2,114,413)

新新新新

○○○○ 遠賀川下流流域下水道事業費遠賀川下流流域下水道事業費遠賀川下流流域下水道事業費遠賀川下流流域下水道事業費 1,525,1331,525,1331,525,1331,525,133

債　務　負　担　行　為債　務　負　担　行　為債　務　負　担　行　為債　務　負　担　行　為 3,535,3643,535,3643,535,3643,535,364 ○○○○ 矢部川流域下水道事業費矢部川流域下水道事業費矢部川流域下水道事業費矢部川流域下水道事業費 1,859,2721,859,2721,859,2721,859,272

○○○○ 遠賀川中流流域下水道事業費遠賀川中流流域下水道事業費遠賀川中流流域下水道事業費遠賀川中流流域下水道事業費 1,335,5721,335,5721,335,5721,335,572

○○○○ 明星寺川雨水流域下水道事業費明星寺川雨水流域下水道事業費明星寺川雨水流域下水道事業費明星寺川雨水流域下水道事業費 56,46256,46256,46256,462

(7,751)(7,751)(7,751)(7,751) ○○○○ 「住宅情報プラザ福岡」での住宅情報提供事業に要する経費「住宅情報プラザ福岡」での住宅情報提供事業に要する経費「住宅情報プラザ福岡」での住宅情報提供事業に要する経費「住宅情報プラザ福岡」での住宅情報提供事業に要する経費

 6,393  6,393  6,393  6,393 

(19,086)(19,086)(19,086)(19,086) ○○○○

快快快快適適適適なななな住住住住ままままいいいいづづづづくくくくりりりり推推推推進進進進費費費費 　認定計画戸数　　　100戸　認定計画戸数　　　100戸　認定計画戸数　　　100戸　認定計画戸数　　　100戸

 37,652  37,652  37,652  37,652 

(26,663)(26,663)(26,663)(26,663) ○○○○ 家賃対策補助金家賃対策補助金家賃対策補助金家賃対策補助金 2,9212,9212,9212,921

○○○○ 建設費利子補給費建設費利子補給費建設費利子補給費建設費利子補給費 15,25015,25015,25015,250

 18,171  18,171  18,171  18,171 

○○○○ 建設戸数　248戸（建替）建設戸数　248戸（建替）建設戸数　248戸（建替）建設戸数　248戸（建替）

○○○○ 整備棟数　59棟整備棟数　59棟整備棟数　59棟整備棟数　59棟

１１１１

住住住住 宅宅宅宅 情情情情 報報報報 提提提提 供供供供 推推推推 進進進進 費費費費

６６６６

活活活活

環環環環

境境境境

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

県産加工材を活用した耐久性に優れた良質な住宅取得に対する助成県産加工材を活用した耐久性に優れた良質な住宅取得に対する助成県産加工材を活用した耐久性に優れた良質な住宅取得に対する助成県産加工材を活用した耐久性に優れた良質な住宅取得に対する助成

８８８８ ６６６６ ２２２２
地地地地 域域域域 優優優優 良良良良 賃賃賃賃 貸貸貸貸 住住住住 宅宅宅宅

供供供供 給給給給 促促促促 進進進進 事事事事 業業業業 費費費費

住住住住宅宅宅宅計計計計画画画画課課課課

８８８８

県県県県営営営営住住住住宅宅宅宅課課課課 ８８８８ ６６６６ ２２２２

公公公公 営営営営 住住住住 宅宅宅宅 建建建建 設設設設 費費費費

(3,328,964)(3,328,964)(3,328,964)(3,328,964)

 4,067,854  4,067,854  4,067,854  4,067,854 

債　務　負　担　行　為債　務　負　担　行　為債　務　負　担　行　為債　務　負　担　行　為  2,703,780  2,703,780  2,703,780  2,703,780 

○○○○ 整備棟数　59棟整備棟数　59棟整備棟数　59棟整備棟数　59棟
公公公公営営営営住住住住宅宅宅宅スススストトトトッッッックククク総総総総合合合合改改改改善善善善 (2,090,555)(2,090,555)(2,090,555)(2,090,555)

事事事事 業業業業 費費費費  1,506,714  1,506,714  1,506,714  1,506,714 


