
10.豊かな文化を楽しみ、幅広い分野の国際交流を実感できること
（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

(78,736)(78,736)(78,736)(78,736) ○○○○

公公公公 文文文文 書書書書 館館館館 運運運運 営営営営 費費費費

 78,710  78,710  78,710  78,710 

(1,158)(1,158)(1,158)(1,158) ○○○○

平平平平 和和和和 文文文文 化化化化 事事事事 業業業業 費費費費

 1,212  1,212  1,212  1,212 

○○○○ 「明治日本の産業革命遺産　九州・山口と関連地域」の世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産　九州・山口と関連地域」の世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産　九州・山口と関連地域」の世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産　九州・山口と関連地域」の世界文化遺産

登録推進費登録推進費登録推進費登録推進費

・　 管理保全行動計画作成に要する経費・　 管理保全行動計画作成に要する経費・　 管理保全行動計画作成に要する経費・　 管理保全行動計画作成に要する経費 2,0932,0932,0932,093

・協議会負担金等・協議会負担金等・協議会負担金等・協議会負担金等 11,73211,73211,73211,732

○○○○ 「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文化遺産登録推進費「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文化遺産登録推進費「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文化遺産登録推進費「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文化遺産登録推進費

・　 広報に協力する応援企業の募集に要する経費・　 広報に協力する応援企業の募集に要する経費・　 広報に協力する応援企業の募集に要する経費・　 広報に協力する応援企業の募集に要する経費 1,6531,6531,6531,653

・　 遺産群を周遊するイベントの実施に要する経費・　 遺産群を周遊するイベントの実施に要する経費・　 遺産群を周遊するイベントの実施に要する経費・　 遺産群を周遊するイベントの実施に要する経費

・推薦書作成費等・推薦書作成費等・推薦書作成費等・推薦書作成費等 38,92938,92938,92938,929

文文文文

化化化化

・・・・

スススス

ポポポポ

２２２２

２２２２

総総総総合合合合政政政政策策策策課課課課

行行行行 政政政政 経経経経 営営営営

企企企企 画画画画 課課課課

２２２２ １１１１

１１１１

２２２２ 世世世世界界界界文文文文化化化化遺遺遺遺産産産産登登登登録録録録推推推推進進進進費費費費

４４４４

県と市町村が共同で設置運営する公文書館の運営費県と市町村が共同で設置運営する公文書館の運営費県と市町村が共同で設置運営する公文書館の運営費県と市町村が共同で設置運営する公文書館の運営費

10101010

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
款款款款

２２２２

科　目科　目科　目科　目
事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名

戦時資料展の開催等に要する経費戦時資料展の開催等に要する経費戦時資料展の開催等に要する経費戦時資料展の開催等に要する経費

(52,336)(52,336)(52,336)(52,336)

 56,016  56,016  56,016  56,016 

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明

新新新新

新新新新

新新新新 1,6091,6091,6091,609

(244,943)(244,943)(244,943)(244,943) ○○○○ 自主文化事業等に要する経費自主文化事業等に要する経費自主文化事業等に要する経費自主文化事業等に要する経費

 258,790  258,790  258,790  258,790 

○○○○ 福岡県文化賞に要する経費福岡県文化賞に要する経費福岡県文化賞に要する経費福岡県文化賞に要する経費 3,9043,9043,9043,904

○○○○ 文化余暇行政推進費文化余暇行政推進費文化余暇行政推進費文化余暇行政推進費 579579579579

○○○○ (財)地域創造負担金(財)地域創造負担金(財)地域創造負担金(財)地域創造負担金 8,5498,5498,5498,549

○○○○ 青少年のための能楽講座開催に対する助成等青少年のための能楽講座開催に対する助成等青少年のための能楽講座開催に対する助成等青少年のための能楽講座開催に対する助成等 2,0182,0182,0182,018

(162,000)(162,000)(162,000)(162,000) ○○○○ (公財)九州交響楽団の事業に対する助成(公財)九州交響楽団の事業に対する助成(公財)九州交響楽団の事業に対する助成(公財)九州交響楽団の事業に対する助成

九九九九 州州州州 交交交交 響響響響 楽楽楽楽 団団団団 助助助助 成成成成 費費費費

 162,000  162,000  162,000  162,000 

(45,568)(45,568)(45,568)(45,568) ○○○○ 県民文化祭開催費県民文化祭開催費県民文化祭開催費県民文化祭開催費

県県県県 民民民民 文文文文 化化化化 振振振振 興興興興 事事事事 業業業業 費費費費

 44,497  44,497  44,497  44,497 

(624,553)(624,553)(624,553)(624,553) ○○○○ 九州国立博物館（アジア文化交流センター）の管理運営に要する経費九州国立博物館（アジア文化交流センター）の管理運営に要する経費九州国立博物館（アジア文化交流センター）の管理運営に要する経費九州国立博物館（アジア文化交流センター）の管理運営に要する経費

九九九九 州州州州 国国国国 立立立立 博博博博 物物物物 館館館館 運運運運 営営営営 費費費費

 626,575  626,575  626,575  626,575 

(81,608)(81,608)(81,608)(81,608) ○○○○ ももち文化センターの管理運営に要する経費ももち文化センターの管理運営に要する経費ももち文化センターの管理運営に要する経費ももち文化センターの管理運営に要する経費

 83,839  83,839  83,839  83,839 
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 15,050  15,050  15,050  15,050 

ももももももももちちちち文文文文化化化化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
２２２２

(15,086)(15,086)(15,086)(15,086)

アアアア クククク ロロロロ スススス 福福福福 岡岡岡岡 事事事事 業業業業 費費費費

文文文文 化化化化 余余余余 暇暇暇暇 対対対対 策策策策 費費費費

 83,839  83,839  83,839  83,839 

○○○○ 管理運営費管理運営費管理運営費管理運営費 102,987102,987102,987102,987

○○○○ 展覧会開催費展覧会開催費展覧会開催費展覧会開催費 24,13624,13624,13624,136

○○○○ 　 魅力発信事業費　 魅力発信事業費　 魅力発信事業費　 魅力発信事業費 9,2929,2929,2929,292

○○○○ 　 アートマネジメントフォーラム開催費　 アートマネジメントフォーラム開催費　 アートマネジメントフォーラム開催費　 アートマネジメントフォーラム開催費 2,5822,5822,5822,582

(6,988)(6,988)(6,988)(6,988) ○○○○ スポーツ団体等の事業に対する助成スポーツ団体等の事業に対する助成スポーツ団体等の事業に対する助成スポーツ団体等の事業に対する助成

スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ 推推推推 進進進進 助助助助 成成成成 費費費費

 4,801  4,801  4,801  4,801 

○○○○ スポーツフェスタふくおか開催費スポーツフェスタふくおか開催費スポーツフェスタふくおか開催費スポーツフェスタふくおか開催費 6,0316,0316,0316,031

(6,145)(6,145)(6,145)(6,145) 　開催地：筑後地区　開催地：筑後地区　開催地：筑後地区　開催地：筑後地区

○○○○ 　 市町村対抗「福岡駅伝」開催費　 市町村対抗「福岡駅伝」開催費　 市町村対抗「福岡駅伝」開催費　 市町村対抗「福岡駅伝」開催費 3,5723,5723,5723,572

 9,603  9,603  9,603  9,603 　時　期：平成26年11月　時　期：平成26年11月　時　期：平成26年11月　時　期：平成26年11月

　開催地：筑後広域公園　開催地：筑後広域公園　開催地：筑後広域公園　開催地：筑後広域公園

(67,008)(67,008)(67,008)(67,008) ○○○○ ねんりんスポーツ・文化祭の開催に要する経費ねんりんスポーツ・文化祭の開催に要する経費ねんりんスポーツ・文化祭の開催に要する経費ねんりんスポーツ・文化祭の開催に要する経費

　期　間：平成26年11月　期　間：平成26年11月　期　間：平成26年11月　期　間：平成26年11月

 67,204  67,204  67,204  67,204 　開催地：福岡地区　開催地：福岡地区　開催地：福岡地区　開催地：福岡地区
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スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ フフフフ ェェェェ スススス タタタタ

ふふふふ くくくく おおおお かかかか 開開開開 催催催催 費費費費

ねねねねんんんんりりりりんんんんススススポポポポーーーーツツツツ・・・・文文文文化化化化祭祭祭祭

開開開開 催催催催 費費費費

九九九九 州州州州 芸芸芸芸 文文文文 館館館館 事事事事 業業業業 費費費費

 138,997  138,997  138,997  138,997 

(137,641)(137,641)(137,641)(137,641)

新新新新

3,7253,7253,7253,7259,5029,5029,5029,5023,7253,7253,7253,725

新新新新

新新新新
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（ 64 ）

（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
款款款款

科　目科　目科　目科　目
事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明

(5,078)(5,078)(5,078)(5,078) ○○○○ トップアスリートによるスポーツ教室の開催に要する経費トップアスリートによるスポーツ教室の開催に要する経費トップアスリートによるスポーツ教室の開催に要する経費トップアスリートによるスポーツ教室の開催に要する経費

　20か所　20か所　20か所　20か所

 5,105  5,105  5,105  5,105 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 2020年オリンピック東京大会に向けたスポーツの普及やアスリートの2020年オリンピック東京大会に向けたスポーツの普及やアスリートの2020年オリンピック東京大会に向けたスポーツの普及やアスリートの2020年オリンピック東京大会に向けたスポーツの普及やアスリートの

育成等に要する経費育成等に要する経費育成等に要する経費育成等に要する経費

 20,279  20,279  20,279  20,279 

(1,911)(1,911)(1,911)(1,911) ○○○○ 世代・種目を越えてスポーツを楽しむクラブの設立支援に要する経費世代・種目を越えてスポーツを楽しむクラブの設立支援に要する経費世代・種目を越えてスポーツを楽しむクラブの設立支援に要する経費世代・種目を越えてスポーツを楽しむクラブの設立支援に要する経費

 1,001  1,001  1,001  1,001 

(79,889)(79,889)(79,889)(79,889) ○○○○ 北九州勤労青少年文化センターの管理運営に要する経費北九州勤労青少年文化センターの管理運営に要する経費北九州勤労青少年文化センターの管理運営に要する経費北九州勤労青少年文化センターの管理運営に要する経費

 79,610  79,610  79,610  79,610 

(113,491)(113,491)(113,491)(113,491) ○○○○ 指定文化財の保存整備等に対する助成指定文化財の保存整備等に対する助成指定文化財の保存整備等に対する助成指定文化財の保存整備等に対する助成

文文文文 化化化化 財財財財 保保保保 護護護護 事事事事 業業業業 助助助助 成成成成 費費費費 ・国指定文化財・国指定文化財・国指定文化財・国指定文化財 81,65781,65781,65781,657

 93,657  93,657  93,657  93,657 ・県指定文化財・県指定文化財・県指定文化財・県指定文化財 12,00012,00012,00012,000

文文文文

化化化化

・・・・

スススス

ポポポポ

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

７７７７労労労労働働働働政政政政策策策策課課課課 ５５５５

１１１１５５５５

ふふふふくくくくおおおおかかかかススススポポポポーーーーツツツツ夢夢夢夢体体体体験験験験

事事事事 業業業業 費費費費

地地地地 域域域域 スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ 活活活活 性性性性 化化化化
事事事事 業業業業 費費費費

総総総総合合合合型型型型地地地地域域域域ススススポポポポーーーーツツツツククククララララブブブブ

設設設設 立立立立 推推推推 進進進進 費費費費

北北北北 九九九九 州州州州 勤勤勤勤 労労労労 青青青青 少少少少 年年年年

文文文文 化化化化 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
３３３３

２２２２

新新新新

・県指定文化財・県指定文化財・県指定文化財・県指定文化財 12,00012,00012,00012,000

(218,129)(218,129)(218,129)(218,129) ○○○○ 大宰府史跡の公有化に対する助成大宰府史跡の公有化に対する助成大宰府史跡の公有化に対する助成大宰府史跡の公有化に対する助成 152,555152,555152,555152,555

○○○○ 重要伝統的建造物群の保存修理等に対する助成重要伝統的建造物群の保存修理等に対する助成重要伝統的建造物群の保存修理等に対する助成重要伝統的建造物群の保存修理等に対する助成 23,63123,63123,63123,631

 219,071  219,071  219,071  219,071 ○○○○ 大宰府史跡の発掘調査及び整備等に要する経費大宰府史跡の発掘調査及び整備等に要する経費大宰府史跡の発掘調査及び整備等に要する経費大宰府史跡の発掘調査及び整備等に要する経費 42,88542,88542,88542,885

(27,878)(27,878)(27,878)(27,878) ○○○○ 求菩提資料館、甘木歴史資料館、柳川古文書館の運営費求菩提資料館、甘木歴史資料館、柳川古文書館の運営費求菩提資料館、甘木歴史資料館、柳川古文書館の運営費求菩提資料館、甘木歴史資料館、柳川古文書館の運営費

歴歴歴歴 史史史史 資資資資 料料料料 館館館館 等等等等 運運運運 営営営営 費費費費

 28,284  28,284  28,284  28,284 

(118,493)(118,493)(118,493)(118,493) ○○○○ 運営費運営費運営費運営費 117,768117,768117,768117,768

九九九九 州州州州 歴歴歴歴 史史史史 資資資資 料料料料 館館館館 運運運運 営営営営 費費費費 ○○○○ 特別展・企画展に要する経費特別展・企画展に要する経費特別展・企画展に要する経費特別展・企画展に要する経費 9,8379,8379,8379,837

 127,605  127,605  127,605  127,605 

社社社社 会会会会 教教教教 育育育育 指指指指 導導導導 者者者者 等等等等 (1,402)(1,402)(1,402)(1,402) ○○○○ 青少年団体、ＰＴＡ指導者等研修費青少年団体、ＰＴＡ指導者等研修費青少年団体、ＰＴＡ指導者等研修費青少年団体、ＰＴＡ指導者等研修費

研研研研 修修修修 事事事事 業業業業 費費費費  1,476  1,476  1,476  1,476 

(32,989)(32,989)(32,989)(32,989) ○○○○ 社会教育関係団体に対する助成社会教育関係団体に対する助成社会教育関係団体に対する助成社会教育関係団体に対する助成

社社社社会会会会教教教教育育育育関関関関係係係係団団団団体体体体育育育育成成成成費費費費

 41,156  41,156  41,156  41,156 

(46,433)(46,433)(46,433)(46,433) ○○○○ 運営費運営費運営費運営費

英英英英 彦彦彦彦 山山山山 青青青青 年年年年 のののの 家家家家 運運運運 営営営営 費費費費

 47,338  47,338  47,338  47,338 

ーーーー

ツツツツ

なななな

どどどど

のののの

活活活活

動動動動

をををを

６６６６

大大大大 規規規規 模模模模 遺遺遺遺 跡跡跡跡 総総総総 合合合合 整整整整 備備備備 費費費費

10101010 ６６６６

６６６６

10101010 １１１１

10101010

文文文文 化化化化 財財財財

保保保保 護護護護 課課課課

４４４４

３３３３

 47,338  47,338  47,338  47,338 

(38,334)(38,334)(38,334)(38,334) ○○○○ 運営費運営費運営費運営費

 41,623  41,623  41,623  41,623 

(82,806)(82,806)(82,806)(82,806) ○○○○ 運営費運営費運営費運営費 84,30084,30084,30084,300

○○○○ 外壁補修工事費外壁補修工事費外壁補修工事費外壁補修工事費 46,32046,32046,32046,320

 130,620  130,620  130,620  130,620 

(215,340)(215,340)(215,340)(215,340) ○○○○ 青少年科学館の管理運営に要する経費青少年科学館の管理運営に要する経費青少年科学館の管理運営に要する経費青少年科学館の管理運営に要する経費

青青青青 少少少少 年年年年 科科科科 学学学学 館館館館 運運運運 営営営営 費費費費

 244,631  244,631  244,631  244,631 

(34,814)(34,814)(34,814)(34,814) ○○○○ 運営費運営費運営費運営費

ふふふふ れれれれ ああああ いいいい のののの 家家家家 運運運運 営営営営 費費費費

 35,487  35,487  35,487  35,487 

(4,133)(4,133)(4,133)(4,133) ○○○○ 社会教育に関する情報を提供するための経費社会教育に関する情報を提供するための経費社会教育に関する情報を提供するための経費社会教育に関する情報を提供するための経費

社社社社 会会会会 教教教教 育育育育 広広広広 報報報報 費費費費

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

10101010 ６６６６ ２２２２

をををを

盛盛盛盛

んんんん

にににに

すすすす

るるるる

社社社社会会会会教教教教育育育育課課課課

少少少少年年年年自自自自然然然然のののの家家家家「「「「玄玄玄玄海海海海のののの家家家家」」」」

運運運運 営営営営 費費費費

社社社社 会会会会 教教教教 育育育育 総総総総 合合合合 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



（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
款款款款

科　目科　目科　目科　目
事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明

(60,184)(60,184)(60,184)(60,184) ○○○○ 運営費運営費運営費運営費

美美美美 術術術術 館館館館 運運運運 営営営営 費費費費

 56,552  56,552  56,552  56,552 

(28,841)(28,841)(28,841)(28,841) ○○○○ 県展に要する経費県展に要する経費県展に要する経費県展に要する経費 3,2363,2363,2363,236

美美美美 術術術術 展展展展 覧覧覧覧 会会会会 開開開開 催催催催 費費費費 ○○○○ 展覧会に要する経費展覧会に要する経費展覧会に要する経費展覧会に要する経費 25,71325,71325,71325,713

 29,062  29,062  29,062  29,062 ○○○○ 企画展調査費企画展調査費企画展調査費企画展調査費 113113113113

(202)(202)(202)(202) ○○○○ 新県立美術館の整備手法（ＰＦＩ等）の検討に要する経費新県立美術館の整備手法（ＰＦＩ等）の検討に要する経費新県立美術館の整備手法（ＰＦＩ等）の検討に要する経費新県立美術館の整備手法（ＰＦＩ等）の検討に要する経費

新新新新県県県県立立立立美美美美術術術術館館館館整整整整備備備備検検検検討討討討費費費費

 205  205  205  205 

○○○○ 市町村立図書館や図書館未設置市町村の支援に要する経費市町村立図書館や図書館未設置市町村の支援に要する経費市町村立図書館や図書館未設置市町村の支援に要する経費市町村立図書館や図書館未設置市町村の支援に要する経費

(184,477)(184,477)(184,477)(184,477) ○○○○ 読書の普及推進のための研修会の開催等に要する経費読書の普及推進のための研修会の開催等に要する経費読書の普及推進のための研修会の開催等に要する経費読書の普及推進のための研修会の開催等に要する経費 455455455455

図図図図 書書書書 館館館館 運運運運 営営営営 費費費費 ○○○○ 運営費運営費運営費運営費 150,280150,280150,280150,280

 233,992  233,992  233,992  233,992 ○○○○ 省エネルギー化のための設備改修工事に要する経費省エネルギー化のための設備改修工事に要する経費省エネルギー化のための設備改修工事に要する経費省エネルギー化のための設備改修工事に要する経費 72,66172,66172,66172,661

○○○○ 消火設備更新工事に要する経費消火設備更新工事に要する経費消火設備更新工事に要する経費消火設備更新工事に要する経費 7,3397,3397,3397,339

(72,136)(72,136)(72,136)(72,136) ○○○○ 県立図書館図書資料整備費県立図書館図書資料整備費県立図書館図書資料整備費県立図書館図書資料整備費

文文文文

化化化化

・・・・

スススス

ポポポポ

ーーーー

ツツツツ

なななな

６６６６

７７７７６６６６10101010

社社社社会会会会教教教教育育育育課課課課

６６６６10101010

3,2573,2573,2573,257

(72,136)(72,136)(72,136)(72,136) ○○○○ 県立図書館図書資料整備費県立図書館図書資料整備費県立図書館図書資料整備費県立図書館図書資料整備費

図図図図 書書書書 資資資資 料料料料 購購購購 入入入入 費費費費

 77,459  77,459  77,459  77,459 

(122,581)(122,581)(122,581)(122,581) ○○○○ 国民体育大会派遣費国民体育大会派遣費国民体育大会派遣費国民体育大会派遣費 41,31341,31341,31341,313

○○○○ 国民体育大会九州ブロック大会派遣費国民体育大会九州ブロック大会派遣費国民体育大会九州ブロック大会派遣費国民体育大会九州ブロック大会派遣費 23,18323,18323,18323,183

 92,833  92,833  92,833  92,833 ○○○○ 体育団体等に対する助成体育団体等に対する助成体育団体等に対する助成体育団体等に対する助成 28,33728,33728,33728,337

(116,490)(116,490)(116,490)(116,490) ○○○○ 遠征、合宿等の選手強化事業に対する助成等遠征、合宿等の選手強化事業に対する助成等遠征、合宿等の選手強化事業に対する助成等遠征、合宿等の選手強化事業に対する助成等

競競競競技技技技ススススポポポポーーーーツツツツ振振振振興興興興事事事事業業業業費費費費

 116,532  116,532  116,532  116,532 

(179,536)(179,536)(179,536)(179,536) ○○○○ スポーツ科学情報センター及び総合プールの消火設備更新工事に要すスポーツ科学情報センター及び総合プールの消火設備更新工事に要すスポーツ科学情報センター及び総合プールの消火設備更新工事に要すスポーツ科学情報センター及び総合プールの消火設備更新工事に要す

る経費る経費る経費る経費

 13,959  13,959  13,959  13,959 

(391,991)(391,991)(391,991)(391,991) ○○○○ スポーツ科学情報センター、総合プール、馬術競技場、総合射撃場及スポーツ科学情報センター、総合プール、馬術競技場、総合射撃場及スポーツ科学情報センター、総合プール、馬術競技場、総合射撃場及スポーツ科学情報センター、総合プール、馬術競技場、総合射撃場及

 481,853  481,853  481,853  481,853 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 久留米スポーツセンター体育館等の改築に係る基本設計等久留米スポーツセンター体育館等の改築に係る基本設計等久留米スポーツセンター体育館等の改築に係る基本設計等久留米スポーツセンター体育館等の改築に係る基本設計等

久久久久留留留留米米米米ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

体体体体 育育育育 館館館館 等等等等 改改改改 築築築築 費費費費  40,577  40,577  40,577  40,577 
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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

７７７７10101010

７７７７10101010

び久留米スポーツセンターの管理運営に要する経費び久留米スポーツセンターの管理運営に要する経費び久留米スポーツセンターの管理運営に要する経費び久留米スポーツセンターの管理運営に要する経費

県県県県 立立立立 体体体体 育育育育 ・・・・ スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ

施施施施 設設設設 改改改改 修修修修 費費費費

体体体体 育育育育 振振振振 興興興興 各各各各 種種種種

スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ 大大大大 会会会会 費費費費

県県県県立立立立体体体体育育育育・・・・ススススポポポポーーーーツツツツ施施施施設設設設費費費費

新新新新

債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為  101,001  101,001  101,001  101,001 

アアアアジジジジアアアア太太太太平平平平洋洋洋洋ここここどどどどもももも会会会会議議議議 (19,600)(19,600)(19,600)(19,600) ○○○○ アジア太平洋こども会議イン福岡事業に対する助成アジア太平洋こども会議イン福岡事業に対する助成アジア太平洋こども会議イン福岡事業に対する助成アジア太平洋こども会議イン福岡事業に対する助成

イイイイ ンンンン 福福福福 岡岡岡岡 事事事事 業業業業 費費費費  16,500  16,500  16,500  16,500 

(3,646)(3,646)(3,646)(3,646) ○○○○ 大学生を対象としたハビタットにおける国際協力体験活動の実施に要大学生を対象としたハビタットにおける国際協力体験活動の実施に要大学生を対象としたハビタットにおける国際協力体験活動の実施に要大学生を対象としたハビタットにおける国際協力体験活動の実施に要

する経費する経費する経費する経費

 2,989  2,989  2,989  2,989 

(36,737)(36,737)(36,737)(36,737) ○○○○ ウェブサイト「ａｓｉａｎｂｅａｔ」の運営に要する経費等ウェブサイト「ａｓｉａｎｂｅａｔ」の運営に要する経費等ウェブサイト「ａｓｉａｎｂｅａｔ」の運営に要する経費等ウェブサイト「ａｓｉａｎｂｅａｔ」の運営に要する経費等

アアアア ジジジジ アアアア ンンンン ビビビビ ーーーー トトトト 推推推推 進進進進 費費費費 ○○○○ アジア若者文化交流イベントの開催に要する経費アジア若者文化交流イベントの開催に要する経費アジア若者文化交流イベントの開催に要する経費アジア若者文化交流イベントの開催に要する経費 4,7144,7144,7144,714

 33,650  33,650  33,650  33,650 ○○○○ クロスメディア展開に要する経費クロスメディア展開に要する経費クロスメディア展開に要する経費クロスメディア展開に要する経費 4,4794,4794,4794,479

(43,630)(43,630)(43,630)(43,630) ○○○○ 国連ハビタット福岡本部支援経費国連ハビタット福岡本部支援経費国連ハビタット福岡本部支援経費国連ハビタット福岡本部支援経費

国国国国 連連連連 機機機機 関関関関 活活活活 動動動動 支支支支 援援援援 費費費費

 46,699  46,699  46,699  46,699 
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若若若若者者者者にににによよよよるるるる国国国国際際際際協協協協力力力力促促促促進進進進

事事事事 業業業業 費費費費

24,45724,45724,45724,457

（ 65 ）



（ 66 ）

（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
款款款款

科　目科　目科　目科　目
事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明

(17,325)(17,325)(17,325)(17,325) ○○○○ 外国青年を招致し、地域の交流活動への協力・助言等による本県の国外国青年を招致し、地域の交流活動への協力・助言等による本県の国外国青年を招致し、地域の交流活動への協力・助言等による本県の国外国青年を招致し、地域の交流活動への協力・助言等による本県の国

外外外外 国国国国 青青青青 年年年年 招招招招 致致致致 事事事事 業業業業 費費費費 際化の推進に要する経費際化の推進に要する経費際化の推進に要する経費際化の推進に要する経費

 17,127  17,127  17,127  17,127 

(25,525)(25,525)(25,525)(25,525) ○○○○ 国際交流の推進に要する経費国際交流の推進に要する経費国際交流の推進に要する経費国際交流の推進に要する経費 3,6153,6153,6153,615

国国国国 際際際際 交交交交 流流流流 業業業業 務務務務 推推推推 進進進進 費費費費 ○○○○ (財)自治体国際化協会負担金(財)自治体国際化協会負担金(財)自治体国際化協会負担金(財)自治体国際化協会負担金 23,00023,00023,00023,000

 26,615  26,615  26,615  26,615 

(1,376)(1,376)(1,376)(1,376) ○○○○ 小・中・高校及びアンビシャス広場等における青少年国際理解教室の小・中・高校及びアンビシャス広場等における青少年国際理解教室の小・中・高校及びアンビシャス広場等における青少年国際理解教室の小・中・高校及びアンビシャス広場等における青少年国際理解教室の

開催に要する経費開催に要する経費開催に要する経費開催に要する経費

 1,418  1,418  1,418  1,418 

(28,062)(28,062)(28,062)(28,062) ○○○○ 大学、経済界、行政による運営費大学、経済界、行政による運営費大学、経済界、行政による運営費大学、経済界、行政による運営費

 38,817  38,817  38,817  38,817 

(1,602)(1,602)(1,602)(1,602) ○○○○ 中国との交流推進に要する経費中国との交流推進に要する経費中国との交流推進に要する経費中国との交流推進に要する経費 27272727

中中中中 国国国国 交交交交 流流流流 推推推推 進進進進 費費費費 ○○○○ 江蘇省との友好交流事業費江蘇省との友好交流事業費江蘇省との友好交流事業費江蘇省との友好交流事業費 3,0623,0623,0623,062

 3,089  3,089  3,089  3,089 

国国国国

際際際際

交交交交

留留留留学学学学生生生生ササササポポポポーーーートトトトセセセセンンンンタタタターーーー

運運運運 営営営営 費費費費

交交交交流流流流第第第第一一一一課課課課

青青青青 少少少少 年年年年 国国国国 際際際際 理理理理 解解解解 促促促促 進進進進

支支支支 援援援援 事事事事 業業業業 費費費費

３３３３１１１１５５５５
 3,089  3,089  3,089  3,089 

(3,752)(3,752)(3,752)(3,752) ○○○○ 韓国との交流推進に要する経費韓国との交流推進に要する経費韓国との交流推進に要する経費韓国との交流推進に要する経費 1,4881,4881,4881,488

韓韓韓韓 国国国国 交交交交 流流流流 推推推推 進進進進 費費費費 ○○○○ 日韓海峡沿岸県市道交流事業負担金日韓海峡沿岸県市道交流事業負担金日韓海峡沿岸県市道交流事業負担金日韓海峡沿岸県市道交流事業負担金 2,2832,2832,2832,283

 3,771  3,771  3,771  3,771 

(88,042)(88,042)(88,042)(88,042) ○○○○ 国際交流センター事業に対する助成国際交流センター事業に対する助成国際交流センター事業に対する助成国際交流センター事業に対する助成

国国国国際際際際交交交交流流流流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

 112,175  112,175  112,175  112,175 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 優秀な日本語学習者を対象とした交流プログラムの実施に要する経費優秀な日本語学習者を対象とした交流プログラムの実施に要する経費優秀な日本語学習者を対象とした交流プログラムの実施に要する経費優秀な日本語学習者を対象とした交流プログラムの実施に要する経費

 3,659  3,659  3,659  3,659 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 福岡の食・若者文化・県産品等の魅力を発信するプロモーションに要福岡の食・若者文化・県産品等の魅力を発信するプロモーションに要福岡の食・若者文化・県産品等の魅力を発信するプロモーションに要福岡の食・若者文化・県産品等の魅力を発信するプロモーションに要

する経費する経費する経費する経費

 8,705  8,705  8,705  8,705 

○○○○ アジア諸地域との友好交流事業等に要する経費アジア諸地域との友好交流事業等に要する経費アジア諸地域との友好交流事業等に要する経費アジア諸地域との友好交流事業等に要する経費

  対象地域：タイ（バンコク都）  対象地域：タイ（バンコク都）  対象地域：タイ（バンコク都）  対象地域：タイ（バンコク都）

　　　　　　インド（デリー州）　　　　　　インド（デリー州）　　　　　　インド（デリー州）　　　　　　インド（デリー州）

　　　　　　ベトナム（ハノイ市）　　　　　　ベトナム（ハノイ市）　　　　　　ベトナム（ハノイ市）　　　　　　ベトナム（ハノイ市）

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 海外県人会からの子弟招へい、海外県人会への青年派遣等に要する経海外県人会からの子弟招へい、海外県人会への青年派遣等に要する経海外県人会からの子弟招へい、海外県人会への青年派遣等に要する経海外県人会からの子弟招へい、海外県人会への青年派遣等に要する経

費費費費

流流流流

・・・・

連連連連

携携携携

をををを 交交交交流流流流第第第第二二二二課課課課 ５５５５ １１１１ ３３３３

海海海海 外外外外 県県県県 人人人人 会会会会

福福福福 岡岡岡岡 日日日日 本本本本 語語語語 交交交交 流流流流
ププププ ロロロロ ググググ ララララ ムムムム 事事事事 業業業業 費費費費

欧欧欧欧 州州州州 にににに おおおお けけけけ るるるる 福福福福 岡岡岡岡 のののの
魅魅魅魅 力力力力 発発発発 信信信信 事事事事 業業業業 費費費費

アアアアジジジジアアアア地地地地域域域域連連連連携携携携促促促促進進進進事事事事業業業業費費費費

(5,452)(5,452)(5,452)(5,452)

 5,135  5,135  5,135  5,135 

新新新新

新新新新

新新新新

費費費費

 16,877  16,877  16,877  16,877 

(10,438)(10,438)(10,438)(10,438) ○○○○ 福岡アジア医療サポート運営委員会の開催に要する経費福岡アジア医療サポート運営委員会の開催に要する経費福岡アジア医療サポート運営委員会の開催に要する経費福岡アジア医療サポート運営委員会の開催に要する経費

○○○○ 　 在住外国人の診療を行う医療機関への通訳派遣等に要する経費　 在住外国人の診療を行う医療機関への通訳派遣等に要する経費　 在住外国人の診療を行う医療機関への通訳派遣等に要する経費　 在住外国人の診療を行う医療機関への通訳派遣等に要する経費

 20,436  20,436  20,436  20,436 19,67219,67219,67219,672

(1,151)(1,151)(1,151)(1,151) ○○○○ 日韓海峡沿岸環境技術交流協議会負担金等日韓海峡沿岸環境技術交流協議会負担金等日韓海峡沿岸環境技術交流協議会負担金等日韓海峡沿岸環境技術交流協議会負担金等

 1,038  1,038  1,038  1,038 

(48,902)(48,902)(48,902)(48,902) ○○○○ アジア自治体間環境協力会議の運営に要する経費アジア自治体間環境協力会議の運営に要する経費アジア自治体間環境協力会議の運営に要する経費アジア自治体間環境協力会議の運営に要する経費 865865865865

○○○○ 国際環境協力事業費国際環境協力事業費国際環境協力事業費国際環境協力事業費 19,87919,87919,87919,879

44,37644,37644,37644,376 ○○○○ 国際環境人材育成事業費国際環境人材育成事業費国際環境人材育成事業費国際環境人材育成事業費 23,63223,63223,63223,632

(2,047)(2,047)(2,047)(2,047) ○○○○

６６６６ １１１１
 2,550  2,550  2,550  2,550 　　　　

深深深深

めめめめ

るるるる

漁漁漁漁業業業業管管管管理理理理課課課課

４４４４ ２２２２

漁漁漁漁 業業業業 友友友友 好好好好 親親親親 善善善善 費費費費

漁業友好親善団(韓国)の派遣経費漁業友好親善団(韓国)の派遣経費漁業友好親善団(韓国)の派遣経費漁業友好親善団(韓国)の派遣経費

６６６６

　　　　

海海海海 外外外外 県県県県 人人人人 会会会会
人人人人 材材材材 育育育育 成成成成 ・・・・ 活活活活 用用用用 推推推推 進進進進 費費費費

環環環環境境境境問問問問題題題題国国国国際際際際協協協協力力力力推推推推進進進進費費費費

アアアア ジジジジ アアアア 自自自自 治治治治 体体体体 間間間間

環環環環 境境境境 協協協協 力力力力 推推推推 進進進進 費費費費

医医医医療療療療指指指指導導導導課課課課 ３３３３

環環環環境境境境政政政政策策策策課課課課 ４４４４ １１１１ １１１１

外外外外国国国国人人人人患患患患者者者者受受受受入入入入支支支支援援援援事事事事業業業業費費費費 新新新新

764764764764



（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
款款款款

科　目科　目科　目科　目
事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明

○○○○ 留学生の受入れに要する経費留学生の受入れに要する経費留学生の受入れに要する経費留学生の受入れに要する経費 91,51691,51691,51691,516

(100,162)(100,162)(100,162)(100,162) ○○○○ アジア地域大学コンソーシアム福岡の運営に要する経費アジア地域大学コンソーシアム福岡の運営に要する経費アジア地域大学コンソーシアム福岡の運営に要する経費アジア地域大学コンソーシアム福岡の運営に要する経費 10,94710,94710,94710,947

学学学学 事事事事 課課課課 ８８８８ ２２２２ 福福福福岡岡岡岡女女女女子子子子大大大大学学学学国国国国際際際際化化化化推推推推進進進進費費費費 ○○○○ 高校生イングリッシュキャンプの実施に要する経費高校生イングリッシュキャンプの実施に要する経費高校生イングリッシュキャンプの実施に要する経費高校生イングリッシュキャンプの実施に要する経費 837837837837

 104,674  104,674  104,674  104,674 ○○○○ タイ・ベトナム等の女子高生を対象とした日本研修の実施に要する経タイ・ベトナム等の女子高生を対象とした日本研修の実施に要する経タイ・ベトナム等の女子高生を対象とした日本研修の実施に要する経タイ・ベトナム等の女子高生を対象とした日本研修の実施に要する経

費費費費 1,3741,3741,3741,374

(20,607)(20,607)(20,607)(20,607) ○○○○

 34,411  34,411  34,411  34,411 

(7,505)(7,505)(7,505)(7,505) ○○○○ 国のＩＬＣ計画に関する情報収集、国に対する情報提供等に要する経国のＩＬＣ計画に関する情報収集、国に対する情報提供等に要する経国のＩＬＣ計画に関する情報収集、国に対する情報提供等に要する経国のＩＬＣ計画に関する情報収集、国に対する情報提供等に要する経

費費費費

 7,609  7,609  7,609  7,609 

アアアア

ジジジジ

アアアア

のののの

知知知知

的的的的

拠拠拠拠

点点点点

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

九九九九 州州州州 大大大大 学学学学 学学学学 術術術術 研研研研 究究究究

都都都都 市市市市 構構構構 想想想想 推推推推 進進進進 費費費費

(公財)九州大学学術研究都市推進機構に対する助成等(公財)九州大学学術研究都市推進機構に対する助成等(公財)九州大学学術研究都市推進機構に対する助成等(公財)九州大学学術研究都市推進機構に対する助成等

６６６６
ＩＩＩＩＬＬＬＬＣＣＣＣ（（（（大大大大型型型型直直直直線線線線加加加加速速速速器器器器））））

研研研研 究究究究 拠拠拠拠 点点点点 化化化化 推推推推 進進進進 費費費費

新新新新 産産産産 業業業業 ・・・・

技技技技術術術術振振振振興興興興課課課課
７７７７ ２２２２

10101010

総総総総合合合合政政政政策策策策課課課課 ２２２２ ２２２２ ２２２２

（ 67 ）


