
頁
新
規

部 名 課　名 事　項　名 細　事　項　名
予算額
（千円）

一般財源
（千円）

1
肥前さが幕
末維新博事
務局

肥前さが幕末維
新博事務局

明治維新150年記念さが
維新事業費 明治維新150年記念さが維新事業費 1,256,403 405,049

2 新

総務部 法務私学課 私立学校運営費補助
私立高等専修学校特別支援教育サポー
ト事業費 3,528 3,528

総務部 資産活用課 本庁舎等整備費 本庁舎等整備費 65,507 5,507

総合庁舎等整備費 総合庁舎等整備費 92,769 56,769

（小計） 158,276 62,276

地域交流部 さが創生推進課 地域づくり推進費 「そうだ、島へ行こう！」推進費 12,500 0

健康福祉部 こども家庭課
児童福祉施設運営費補
助 離島地域児童福祉施設運営費補助 2,020 0

（小計） 14,520 0

5 新

地域交流部 空港課 空港振興対策費 九州佐賀国際空港20周年記念事業費 13,789 13,789

6 新

地域交流部 文化課 文化振興事業費 伝承芸能次世代継承事業費 48,463 463

7 新

地域交流部 文化課
佐賀城本丸歴史館企画
展開催費

特別展「肥前さが幕末維新の「人」・「志」」
開催事業費 76,395 38,395

8 新

地域交流部 スポーツ課
ＳＡＧＡスポーツピラミッド
構想推進費 ＳＡＧＡスポーツピラミッド構想推進費 49,340 49,340

9

地域交流部 スポーツ課
スポーツを楽しむ環境整
備事業費 スポーツを楽しむ環境整備事業費 1,071,724 48,724

10 新

県民環境部 まなび課
地域の縁結び・人づくり応
援事業費補助 地域の縁結び・人づくり応援事業費補助 1,440 1,440

11

県民環境部 まなび課
図書館機能の充実推進
事業費

子どもが本に親しむ環境づくり推進事業
費 29,579 29,579

県民環境部
くらしの安全安
心課 交通安全対策費

交通事故ワースト脱却推進プロジェクト事
業費 59,019 59,019

警察本部 交通企画課 一般運営費 非常勤職員経費（交通安全教育員） 2,548 2,548

交通企画課 交通事故防止対策費 交通安全対策費 12,960 12,960

運転免許課
運転免許行政処分者指
導費

運転適性相談における認知症等早期発
見対応事業費 5,176 5,176

（小計） 79,703 79,703

県民環境部
くらしの安全安
心課

地域安全活動推進事業
費 犯罪被害者等支援推進事業費 5,927 5,927

警察本部 広報県民課 被害者支援事業費
犯罪被害者等支援推進事業費（警察本
部） 7,434 7,434

（小計） 13,361 13,361

14 新

県民環境部 環境課
地球温暖化防止対策推
進事業費 クールチョイスＳＡＧＡ事業費 4,805 4,805

県民環境部
有明海再生・自
然環境課 有明海再生対策推進費 有明海再生対策推進費 2,800 2,800

農林水産部 水産課
有明海水産資源回復技
術確立事業費 有明海水産資源回復技術確立事業費 250,000 0

（小計） 252,800 2,800
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16 新

健康福祉部 障害福祉課 障害者理解啓発事業費
障害のある人もない人もみんなで支える
けん事業費 23,343 23,343

17

健康福祉部 障害福祉課
発達障害者支援体制整
備事業費 発達障害者支援体制整備事業費 79,176 39,588

18 新

健康福祉部 障害福祉課
精神障害者社会復帰推
進事業費 依存症対策事業費 8,938 4,469

19 新

健康福祉部 障害福祉課
地域包括ケアシステム推
進事業費 措置入院者の退院後支援事業費 9,711 9,711

20 新

健康福祉部
国民健康保険
課

医療費適正化推進事業
費 重複服薬者等対策事業費 31,324 31,324

健康福祉部 健康増進課
がん対策充実・強化事業
費 職域肝炎ウィルス検査促進事業費 20,963 20,963

佐賀のがん情報発信強化事業費 6,966 6,966

（小計） 27,929 27,929

22 新

健康福祉部
男女参画・女性
の活躍推進課

男女共同参画推進事業
費 マイナス１歳からのイクカジ推進事業 8,493 8,493

23 新

健康福祉部 こども未来課 青少年対策費 佐賀県と北海道との子ども交流事業費 9,624 9,624

24

健康福祉部 こども未来課
放課後児童クラブ整備費
補助 放課後児童クラブ整備費補助 42,048 42,048

25 新

健康福祉部 こども家庭課
子どもの貧困対策推進事
業費 子どもの居場所拡大事業費 17,507 17,507

産業労働部 産業企画課
起業支援・新市場創出事
業費 AI・IoT等活用推進事業費 51,326 51,326

AI・IoT等活用推進事業費（投資） 5,000 5,000

（小計） 56,326 56,326

27

産業労働部
新エネルギー産
業課

新エネルギー関連産業集
積プロジェクト事業費

水素・燃料電池関連産業創出事業費（投
資的経費） 32,400 0

28 新

産業労働部 企業立地課 企業誘致環境整備費 企業誘致環境整備費 11,859 11,859

29 新

産業労働部 産業人材課
産業人材確保プロジェクト
事業費 採用力向上支援事業費 22,682 22,682

30 新

農林水産部 農政企画課
さが農業「歴史・未来」展
開催事業 さが農業「歴史・未来」展開催事業 20,242 20,242

31 新

農林水産部 農政企画課
中山間地域農業・農村振
興費 それぞれの中山間チャレンジ事業費 21,083 21,083

農林水産部 農産課
青年農業者確保・育成対
策事業費

トレーニングファーム整備推進事業（整備
事業） 185,293 185,293

トレーニングファーム整備推進事業（地方
創生推進交付金） 10,470 7,923

（小計） 195,763 193,216

33

農林水産部 森林整備課
森林と緑の再生プロジェク
ト事業費 森川海人っプロジェクト推進事業費 4,558 4,558

34 新

県土整備部 都市計画課
大規模盛土造成地調査
費 大規模盛土造成地調査費 34,784 23,487

35

県土整備部 都市計画課 公園維持管理費
エンジョイパーク吉野ヶ里「子育てし大
“券”」事業費 26,051 26,051

36 新

県土整備部 下水道課
汚水処理整備構想策定
費 広域連携推進事業費 13,126 6,626

26 新

21 新
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37 新

県土整備部 建築住宅課
住まいのバリアフリー化
推進事業費 住まいのバリアフリー化推進事業費 13,719 13,719

教育委員会
事務局 教育総務課

学校教育情報化推進事
業費 新教育情報システム整備事業費 975,281 975,281

　（債務負担行為）
新教育情報システム整備事業費

（限度額）
1,879,262 1,879,262

39 新 教育委員会
事務局 教育総務課 学校管理運営費 新高校スクールバス運行事業費 26,784 26,784

教育委員会
事務局 教育総務課 長期保全整備事業費

長期保全整備事業費（佐賀北高校通信
制校舎改築） 6,512 6,512

　（債務負担行為）
長期保全整備事業費（佐賀北高校通信
制校舎改築）

（限度額）
26,112 26,112

41 教育委員会
事務局 学校教育課

学校教育情報化推進事
業費 学習用PC整備関連事業費 343,717 343,717

42 新 教育委員会
事務局 保健体育課

部活動指導員活用事業
費 部活動指導員活用研究事業費 12,599 7,559

43 教育委員会
事務局 文化財課 文化財等調査費 佐賀県の近代化遺産普及啓発事業費 4,081 4,081

44

健康福祉部
こども未来課
他

図書館機能の充実推進
事業費　他

子どもが本に親しむ環境づくり推進事業
費　他 60,267 60,267

45 産業労働部
他

ものづくり産業
課　他

ものづくり人財創造事業
費 さが産学コーディネーター配置事業費　他 428,083 0

47
肥前さが幕
末維新博事
務局　他

肥前さが幕末維
新博事務局他

明治維新150年記念さが
維新事業費　他 明治維新150年記念さが維新事業費　他 1,890,290 776,696

新規取組　計 31 件
※主要事項の項目レベルで新たに取り組むもの。
　事業の拡充や一部新たな取組を含むものは除く。

38 新

40 新


