
追加資料（負担金，補助金及び交付金の支出状況の内訳）

(単位：千円）

国際経済課

九州経済国際化推進機構 600 国際経済課

貿易振興関係協議会等負担金 5,600

日本貿易振興機構 5,000

福岡フードビジネス協議会 1,459 国際経済課

福岡アジアビジネス支援委員会 2,109 国際経済課

国際経済課

国際展示会等支援協議会 2,233 国際経済課

海外市場開拓負担金 10,001

フードエキスポ九州実行委員会 4,200

はたらくふくおか実行委員会 1,812 産学連携課

広域大学連携事業負担金 8,512

大学ネットワークふくおか 6,700 産学連携課

エンジニアフレンドリーシティ福岡推進協議会 2,795 企業誘致課

福岡地域戦略推進協議会 1,750 地域産業支援課

福岡スタートアップ・サポーターズ協議会 6,394 創業支援課

明星和楽実行委員会 6,000 コンテンツ振興課

クリエイティブ福岡推進協議会 75,429 コンテンツ振興課

福岡フィルムコミッション 3,300 コンテンツ振興課

福岡アジアファッション拠点推進会議 11,000 コンテンツ振興課

九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会 120 新産業振興課

スタートアップ支援施設運営委員会 61,025 創業支援課

福岡グリーン水素活用推進協議会 30,000 新産業振興課

(公財)福岡県産業・科学技術振興財団 18,225 産学連携課

水素エネルギー戦略会議 1,500 新産業振興課

福岡エレコン交流会 300 新産業振興課

福岡ゲーム産業振興機構 7,500 コンテンツ振興課

福岡ミュージックマンス主催者会 1,500 コンテンツ振興課

福岡県ロボット・システム産業振興会議 34,298 新産業振興課

福岡県産業デザイン協議会 200 コンテンツ振興課

福岡中小企業元気都市推進事業実行委員会 4,000 経営支援課

コンテンツ振興課

商店街空き店舗創業応援塾実行委員会 159 地域産業支援課

地域産業振興負担金 302,495

アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員会 37,000

全国伝統的工芸品まつり出品協議会 95 地域産業支援課

（公社）福岡県物産振興会 200 地域産業支援課

4,320 地域産業支援課

博多織777周年記念事業特別委員会 4,700 地域産業支援課

福岡県伝統的工芸品月間推進協議会 9,585 地域産業支援課

福岡市伝統的工芸品振興委員会

伝統産業振興負担金 18,900

名称 交付先 支出済額 所管課（R1時点）



(単位：千円）

名称 交付先 支出済額 所管課（R1時点）

特別展「浄土九州ー九州の浄土教美術ー」実行委員会 10,549 博物館

「ボストン美術館浮世絵名品展 鈴木春信」 「幽霊・妖怪画
の世界展」実行委員会

947 博物館

「絵本ミュージアム」実行委員会 2,000 アジア美術館

アジアの木版画運動展実行委員会 8,929 アジア美術館

特別企画展負担金 47,425

福岡市美術館リニューアルオープン記念展　実行委員会 25,000 美術館

日本伝統工芸展福岡展実行委員会 200 文化振興課

公益財団法人九州文化協会 1,280 文化振興課

12,099 文化振興課

一般財団法人地域創造 8,738 文化振興課

文化事業費負担金 57,317

アクロス福岡自主文化共催事業実行委員会 35,000 文化振興課

まるごとミュージアム実行委員会

志賀商工会 500 地域観光推進課

早良商工会 1,500 地域観光推進課

福岡検定実行委員会 2,810 観光産業課

福岡おもてなし委員会 6,000 観光ブランド・クルーズ課

ライトアップウォーク実行委員会 10,000 地域観光推進課

国際観光振興機構 500 ＭＩＣＥ推進課

観光・コンベンション振興事業負担金 212,175

福岡観光コンベンションビューロー 190,865 観光産業課

福岡市・九州離島広域連携協議会 10,712 観光ブランド・クルーズ課

福岡市ホテル旅館協会 1,368 観光産業課

グランドクロス広域連携協議会 111 観光ブランド・クルーズ課

福岡空港国際観光案内所運営協議会 1,700 観光産業課

福岡県観光推進協議会 2,280 観光ブランド・クルーズ課

福岡地区観光協議会 241 地域観光推進課

九州縦断観光ルート協議会 2,500 観光ブランド・クルーズ課

おおほりまつり実行委員会 900 まつり振興課

観光関係協議会等負担金 18,912

どんたく参加実行委員会 4,969 まつり振興課

博多祇園山笠事業委員会 7,710 まつり振興課

まつり振興課

福岡県夏の三大祭り推進協議会 150 まつり振興課

にぎわい活性化負担金 43,029

福岡市民の祭り振興会 29,300



(単位：千円）

名称 交付先 支出済額 所管課（R1時点）

船乗り込み実行委員会 2,748 文化振興課

一般社団法人日本国際文化協会九州センター　鯉の会 400 文化振興課

公益財団法人亀陽文庫 520 文化振興課

西日本華道連盟福岡支部 70 文化振興課

帝国華道院九州連合会 70 文化振興課

筑前琵琶福岡旭会 70 文化振興課

福岡県美術展覧会実行委員会 234 文化振興課

福岡文化連盟 920

筑前琵琶保存会 70 文化振興課

西部伝統工芸展実行委員会 70 文化振興課

文化振興課

文化事業費補助金 285,160

公益財団法人福岡市文化芸術振興財団 116,638

文化振興課

一般財団法人西日本文化協会 1,350

ふくこいアジア祭り組織委員会 1,000 まつり振興課

公益財団法人九州交響楽団 162,000 文化振興課

文化振興課

中洲まつり実行委員会 1,300 まつり振興課

博多仁和加振興会 300 まつり振興課

まつり振興課

博多松囃子振興会 2,200

200 地域産業支援課

まつり振興課

にぎわい活性化補助金 32,600

博多祇園山笠振興会 27,800

1,200 地域産業支援課

博多伝統職の会 510 地域産業支援課

福岡県伝統的工芸品振興協議会

伝統産業振興補助金 5,910

ＮＰＯ法人博多織技能開発養成学校 4,000 地域産業支援課

博多人形商工業協同組合

福岡市中小企業従業員福祉協議会 1,420 政策調整課

福岡地域労働者福祉推進協議会 1,100 政策調整課

上川端商店街振興組合 562 地域産業支援課

労働環境・従業員福祉促進事業補助金 2,520

政策調整課

新天町商店街商業協同組合 3,618 地域産業支援課

高度化促進補助金 6,180

福岡地区中小企業団体連合会 2,000

福岡市機械金属工業会 1,000 経営支援課

(公財）福岡県中小企業振興センター 1,000 経営支援課

6,890 経営支援課

受注促進及び販路開拓推進事業補助金 2,000

志賀商工会 3,000 経営支援課

小規模事業指導補助金 13,090

早良商工会 3,200 経営支援課

商工会議所



(単位：千円）

名称 交付先 支出済額 所管課（R1時点）

※共同事業促進補助金，創業者育成補助金，立地交付金，交付先が１団体の負担金及び補助金は除く。

住吉神社 90 文化財活用課

林道生 250 文化財活用課

櫛田神社 250 文化財活用課

白髭神社 170 文化財活用課

高倉一矢 1,000 文化財活用課

筥崎宮 72 文化財活用課

文化財活用課

住吉神社 60 文化財活用課

文化財保存事業費補助金 1,954

香椎宮 62

歴史と自然を守る会 1,150 文化財活用課

志賀海神社歩射祭保存会 80 文化財活用課

今宿上町天満宮鬼すべ行事保存会 80 文化財活用課

石釜のトビトビ保存会 53 文化財活用課

今津十一日まつり保存会 80 文化財活用課

金隈の鳶の水保存会 80 文化財活用課

田島神楽保存会 80 文化財活用課

西浦のかずら引き保存会 80 文化財活用課

田隈の盆押し・盆綱引き保存会 80 文化財活用課

草場の盆綱引き保存会 80 文化財活用課

飯盛神社流鏑馬行事保存会 80 文化財活用課

能古島白鬚神社おくんち行事保存会 80 文化財活用課

今宿青木獅子舞保存会 80 文化財活用課

宇田川原豊年獅子舞保存会 80 文化財活用課

元岡祇園ばやし保存会 80 文化財活用課

元岡獅子舞保存会 80 文化財活用課

今津人形芝居保存会 80 文化財活用課

一朝軒伝法竹保存会 35 文化財活用課

飯盛神社のかゆ占保存会 80 文化財活用課

玄清法流盲僧琵琶保存会 80 文化財活用課

文化財活用課

はやま行事保存会 80 文化財活用課

文化財事業費補助金 2,758

香椎宮奉納獅子楽保存会 80


