
第2次ちば文化振興計画　平成29年度進捗状況・平成30年度実施計画

平成29年度

1 千葉・県民芸術祭 県域芸術文化団体等による絵画や俳句などの公募展や吹奏楽や
日本舞踊などの公演を開催し、県民に日頃の文化活動の成果を
発表する場と質の高い舞台芸術等を鑑賞する機会を提供する。ま
た、他分野や新たな団体との共同企画による中央行事を開催す
る。

・6月24日～12月3日
・31事業を開催（県域文化団体30行事及び中央行事）
・参加者63,643名

・期間：6月30日～12月15日
・30事業を開催（県域文化団体29行事及び中央行事）

6,050 県民生活・
文化課

2 千葉県勤労者美術展 勤労者が余暇を利用して創作した美術作品の発表の場を提供す
ることによって勤労者の教養を高め文化の向上を図る。

・会期：平成29年8月29日（火）～9月3日（日）
・会場：千葉県立美術館
・出品数：絵画102点、書42点、写真63点
・表彰式：平成29年9月3日（日）

作品の募集（絵画・書・写真）、表彰を行う。
会期は未定。

3,200 雇用労働課

3 県立文化会館自主事
業,管理運営事業

県立文化会館4館それぞれが館の特徴を生かした事業を実施し、
入場者数の増加を図る。また文化会館を適正に管理運営する。

・各館で様々な事業（クラシック、ジャズ等の公演、県民参加型
　ミュージカル、伝統芸能体験）を実施
・利用者（4館計）　742,594名
・利用件数　4,036件

・各館の特色を生かして、公演・県民参加型ミュージカル・音楽
　ワークショップ・伝統文化体験等の様々な事業を実施

596,075 県民生活・
文化課

4 県立美術館・博物館事
業

5館8施設の県立美術館・博物館において展示及び教育普及事業
を実施する。

本県の歴史・文化・美術・自然に関する展示及び教育普及事業を
実施（12月末時点入場者734,497名）。

本県の歴史・文化・美術・自然に関する展示及び教育普及事業を
実施予定。

990,037 文化財課

5 県立美術館展覧会事業 千葉県ゆかりの作家・作品の展示公開、及び県内美術団体の展
覧会、移動美術館の開催する。

12月末時点で、特別展1、移動美術館1、企画展示等7、団体展64
件を実施。

移動美術館1、企画展示等9、団体展75件前後を実施予定。 10,252 文化財課

6 さわやかちば県民プラ
ザ事業

音楽ワークショップ、東葛飾文化祭、東関東代表校によるマーチン
グバンド公演、クリスマスコンサート、県民プラザコンサート、高校
生バンドフェスティバル、書道パフォーマンス、アコースティックコン
サートなどを実施する。

音楽ワークショップ（年間15回：参加者　1,884名）
東葛飾文化祭：6月3日(土)～18日(日)　参観者　25,379名
東葛飾6市128団体参加
マーチングバンド公演：5月13日(土)　参観者　14,640名
県内小・中・高等学校　18校参加
クリスマスコンサート：12月16日(土）　参観者　4,877名
近隣の小・中・高等学校・特別支援学校、計17校が参加
県民プラザコンサート：3月11日(日)　予定
高校生バンドフェスティバル：12月24日(日)　参観者　881名
県内高等学校　20団体参加
アコースティックコンサート：2月18日（日）、3月18日実施予定

音楽ワークショップ：年間15回のワークショップ
東葛飾文化祭：6月2日(土)～17日(日）
マーチングバンド公演：5月12日(土)
クリスマスコンサート：12月15日(土）
県民プラザコンサート：3月17日(日)
高校生バンドフェスティバル：12月23日(日)
書道パフォーマンス：9月30日（日）
　（ギャラリー展示10月2日～14日）
アコースティックコンサート：年12回開催（毎月第三日曜日）

819 生涯学習課

7 ちば文化交流ボックス 県ホームページに「ちば文化交流ボックス」を設け、ちばの文化情
報を紹介するとともに、県主催事業の他、県内各地で行われる文
化イベントや県内の文化資源などの情報を提供する。

・「文化プログラム」のページを追加
・地域のイベント情報76件
・ホームページ閲覧件数　418,295件（12月末日時点）

・地域のイベント情報　目標件数　90件
・ホームページの閲覧目標件数　　55万件

- 県民生活・
文化課

平成29年度

8 県立文化会館自主事
業,管理運営事業
(No.3再掲）

県立文化会館4館それぞれが館の特徴を生かした事業を実施し、
入場者数の増加を図る。また文化会館を適正に管理運営する。

・各館で様々な事業（クラシック、ジャズ等の公演、県民参加型
　ミュージカル、伝統芸能体験）を実施
・利用者（4館計）　742,594名
・利用件数　4,036件

・各館の特色を生かして、公演・県民参加型ミュージカル・音楽
　ワークショップ・伝統文化体験等の様々な事業を実施

596,075 県民生活・
文化課

9 県立美術館・博物館事
業(No.4再掲）

5館8施設の県立美術館・博物館において展示及び教育普及事業
を実施する。

本県の歴史・文化・美術・自然に関する展示及び教育普及事業を
実施（12月末時点入場者734,497名）。

本県の歴史・文化・美術・自然に関する展示及び教育普及事業を
実施予定。

990,037 文化財課

10 県立美術館展覧会事業
(No.5再掲）

千葉県ゆかりの作家・作品の展示公開、及び県内美術団体の展
覧会、移動美術館の開催する。

12月末時点で、特別展1、移動美術館1、企画展示等7、団体展64
件を実施。

移動美術館1、企画展示等9、団体展75件前後を実施予定。 10,252 文化財課

2　様々な場における文化芸術にふれ親しむ機会の提供

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

1　県民の自主的な文化芸術活動の促進

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

資料２
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No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

11 さわやかちば県民プラ
ザ事業

音楽ワークショップ、東葛飾文化祭、東関東代表校によるマーチン
グバンド公演、クリスマスコンサート、県民プラザコンサート、高校
生バンドフェスティバル、書道パフォーマンス、アコースティックコン
サートなどを実施する。

音楽ワークショップ（年間15回：参加者　1,884名）
東葛飾文化祭：6月3日(土)～18日(日)　参観者　25,379名
東葛飾6市128団体参加
マーチングバンド公演：5月13日(土)　参観者　14,640名
県内小・中・高等学校　18校参加
クリスマスコンサート：12月16日(土）　参観者　4,877名
近隣の小・中・高等学校・特別支援学校、計17校が参加
県民プラザコンサート：3月11日(日)　予定
高校生バンドフェスティバル：12月24日(日)　参観者　881名
県内高等学校　20団体参加
アコースティックコンサート：2月18日（日）、3月18日実施予定

音楽ワークショップ：年間15回のワークショップ
東葛飾文化祭：6月2日(土)～17日(日）
マーチングバンド公演：5月12日(土)
クリスマスコンサート：12月15日(土）
県民プラザコンサート：3月17日(日)
高校生バンドフェスティバル：12月23日(日)
書道パフォーマンス：9月30日（日）
　（ギャラリー展示10月2日～14日）
アコースティックコンサート：年12回開催（毎月第三日曜日）

819 生涯学習課

12 文化事業 古文書講座・県史講座・歴史講演会、
出前講座、
常設展・企画展を開催する。

・古文書講座　平成29年10月19日～11月17日
　（3コース　各3日間）　参加者1057名（のべ人数）
・企画展　房総相撲博覧会
　平成29年10月20日～平成30年3月10日 入場者数2422名（1月

末）

・常設展　史料から見るふるさと房総の歴史と文化
　平成29年4月1日～平成29年10月7日、
　平成30年3月19日～平成30年3月30日 入場者数1824名(1月末）

・歴史講演会　「千葉ゆかりの作家としての藤田嗣治」
　平成29年6月17日　参加者113名
・県史講座　「明治元年の藩の引っ越し」
　平成30年2月16日・17日　参加者240名（予定）
・出前講座　平成29年5月10日～平成30年2月10日（全39回）
　参加者計1198名(1月末）

・古文書講座　平成30年11月～12月
　（3コース　各3日間）
・企画展　平成30年9月25日～平成30年3月10日
・常設展　平成30年4月1日～9月8日、平成31年3月19日～
　3月30日
・歴史講演会　平成30年6月15日
・県史講座　平成31年2月中旬（2日間）
・出前講座　平成30年5月～平成31年2月（全30回程度）

1,776 文書館

13 県民芸術劇場公演 県民に優れた舞台芸術を鑑賞する機会を提供するため、千葉交
響楽団の公演を県内各地で行う。

・通年
・県内各地
・27公演実施
（管弦楽5公演、室内管弦楽2公演、室内楽7公演、芸術鑑賞教室
13公演）

・通年
・県内各地
・28公演実施予定
（管弦楽6公演 、室内管弦楽4公演、室内楽11公演、芸術鑑賞教
室7公演）

17,836 県民生活・
文化課

14 千葉交響楽団による活
動等

県内唯一のプロ・オーケストラである千葉交響楽団に対し、運営費
の一部を補助することにより、県民に親しまれるオーケストラとして
定着させるとともに、本県の音楽文化の振興に資する。

・主催公演　3公演（定期演奏会2回、特別演奏会1回）
・依頼演奏会　40公演
・アウトリーチ活動　12公演

・主催公演　3公演（定期演奏会2回、特別演奏会1回）実施予定
・依頼演奏会、アウトリーチ活動　実施予定
・県は運営費を補助

21,970 県民生活・
文化課

15 ちば文化交流ボックス
(No.7再掲）

県ホームページに「ちば文化交流ボックス」を設け、ちばの文化情
報を紹介するとともに、県主催事業の他、県内各地で行われる文
化イベントや県内の文化資源などの情報を提供する。

・「文化プログラム」のページを追加
・地域のイベント情報76件
・ホームページ閲覧件数　418,295件（12月末日時点）

・地域のイベント情報　目標件数　90件
・ホームページの閲覧目標件数　　55万件

- 県民生活・
文化課

16 県立図書館事業 1県民への情報提供、図書の貸出・返却及び資料管理を　的確か
つ迅速に行うため、電算処理による図書館情報システムを導入
し、円滑な運用を図る。
2県民の読書や調査研究活動の支援と市町村立図書館等への協
力・援助のために、書籍の収集整備をする。
3子どもへの本の読み聞かせや読書の重要性について一層の理
解を深めてもらうため、読み聞かせのボランティア活動を行う方な
どを対象に、子どもの本の読み聞かせについての講座を開催する
ほか、特別支援学校を訪問して読み聞かせを実施する。
4県民が身近な市町村立図書館等を通じて県立図書館及び他の
市町村立図書館の資料が利用できるよう、県内公共図書館間に
情報と物流のネットワークを構築して運用している。また、高等学
校・特別支援学校には、資料搬送車や宅配便による資料の貸出し
を行っている。

1図書館における読書活動の充実（電算管理費）について
 ・図書館情報システムを導入
2図書館における読書活動の充実（図書購入事業）について
・市町村立図書館等では購入しづらい専門書や参考書を中心に
8,942冊購入
3図書館における読書活動の充実（子どもの読書活動推進事業）
について
・読み聞かせボランティア入門講座　1回開催済　参加者50人。
4図書館における読書活動の充実（県立図書館の市町村図書館
支援事業）について
・県内図書館や県立学校等へ図書館ネットワークによる資料の
貸出し(91千冊)

1電算処理による図書館情報システムを運用。（64,580千円）
2市町村立図書館等では購入しづらい専門書や参考書を中心に
収集整備。（52,000千円）
3読み聞かせのボランティア活動を行う方などを対象に、子どもの
本の読み聞かせについての研修会や講座の開催や、特別支援
学校を訪問して読み聞かせを実施。（203千円）
4県内公共図書館間に情報と物流のネットワークを構築。高等学
校・特別支援学校には、資料搬送車や宅配便による資料の貸出
しを実施。（17,375千円）

134,158 生涯学習課

17 千葉県上下流交流事業
水源地紹介

県内のイベントにて、八ッ場ダムの水源地である群馬県長野原町
の紹介及び郷土芸能（上州應桑関所太鼓）の披露をして、千葉県
民の水源地に対する理解と交流を深める。

11/11(土)四街道市産業まつり内
・八ッ場ダムの水源地である群馬県長野原町の紹介
・郷土芸能(上州應桑関所太鼓)の披露

県内のイベント等で、八ッ場ダムの水源地である群馬県長野原
町の紹介。
・郷土芸能（太鼓）の披露予定

100 水政課

18 全日本中学生水の作文
コンクール

「水の日」の趣旨にふさわしい事業の一環として次代を担う中学生
を対象に「水について考える」をメインテーマに作文コンクールを行
う。

・募集期間　3月1日～5月9日
・応募数　627編
・賞　最優秀賞1編、優秀賞3編、奨励賞6編、学校賞2校
・表彰式　8月3日

・募集期間　3月1日～5月11日
・募集対象者　県内在住・在学の中学生

120 水政課
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平成29年度

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

19 千葉県歯・口の健康に
関する図画・ポスターコ
ンクール

県内公立小中学校及び特別支援学校の児童・生徒を対象に、歯・
口の健康に関するポスターを募集し、表彰することによって、口腔
保健に関する正しい知識を普及啓発し、県民の健康の保持増進
に寄与する。

応募点数　小学校低学年 12,903点、小学校高学年 9,236点、
　　　　　　　中学校 963点、特別支援学校29点
最終審査　平成29年7月6日
表彰式　平成29年11月2日

応募対象：県内公立小中学校及び特別支援学校の児童・生徒
最終審査：7月
表彰式：11月

307 健康づくり支
援課

20 心の輪を広げる障害者
理解促進事業

障害者に対する国民の理解の促進を図るため、国民を対象に「心
の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」を公募す
る。

募集：「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」
を募集(8月,9月)
応募数：24作品
各分門の最優秀作品の内閣府への推薦（11月）及び優秀作品の
表彰（11月）を行った。

「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」の募
集、優秀作品の内閣府への推薦及び表彰を行う。

- 障害者福祉
推進課

21 若年層対策献血啓発事
業

中高生から献血啓発ポスターの募集を行う。 募集期間：9月1日～9月22日
応募対象者：県内の中学校、高等学校に在学中の生徒
応募数：中学生443点、高校生66点
表彰式：10月27日千葉県献血感謝のつどいで表彰
知事賞、部長賞についてはポスター、リーフレット等で使用

応募対象者：県内の中学校、高等学校に在学中の生徒
表彰式：10月24日千葉県献血感謝のつどいで表彰予定
知事賞、部長賞についてはポスター、リーフレット等で使用

326 薬務課

22 愛鳥週間事業（千葉県
愛鳥週間ポスターコン
クール）

鳥獣保護思想の奨励・普及啓発を図るため、ポスターコンクール
を実施する。

4月募集、7月11日審査会実施、入選作品数58点。
8月1日表彰式
展示場所：そごう千葉店、本庁舎1階、ジャパンバードフェスティバ
ル

4月初旬に県内の小・中・高等学校に参加の募集、7月に審査
会、入選作品58点を選定。8月に表彰式を開催し、県内各地で入
選作品を展示する予定。

252 自然保護課

23 千葉県環境月間ポス
ター作品募集

環境保全に関するポスター作品を募集し、入賞作品を表彰し公表
するとともに、啓発資料等に活用する。

作品募集：平成28年5月17日～10月31日
審査会　入賞者決定：平成29年1月17日
表彰式：平成29年6月1日
外部での展示：平成29年6月2日～15日（ららぽーとＴＯＫＹＯ－Ｂ
ＡＹ）
県庁での展示：平成29年6月19日～30日（本庁舎19階）

作品募集：平成29年5月17日～10月31日（実施済）
審査会　入賞者決定：平成30年1月18日（実施済）
表彰式：平成30年6月中
外部での展示：平成30年6月上旬
県庁での展示：平成30年6月下旬

322 循環型社会
推進課

24 国産花きイノベーション
推進事業

生け花の展示などにより、生産技術の向上と花の魅力の発信を図
る

・植木伝統樹芸技術実演会の開催　（H29.12.3　日比谷公園）
・千葉県フラワーフェスティバル会場でのいけばな展示（H30.1.6
～1.8 そごう千葉店）
・成田空港における日本庭園の展示（H30.1.11～1.25 成田空港
第2ターミナル）
・ＪＲ千葉駅東口大階段いけばなのディスプレイ（H30.1.23～1.29）

・植木伝統樹芸技術実演会の開催（予定）
・いけばなのディスプレイ（予定）

8,000 生産振興課

25 水道週間ポスター・標語
コンクール

県民の皆様の水道へのご理解をより深めていくために、「水の大
切さ」や「くらしを支える水道水」などを呼びかける「ポスター」及び
「標語」作品を募集・審査・表彰し、作品集にまとめる。

応募総数：ポスターの部 803点、標語の部 1,575点
表彰式　 ：平成29年6月1日（木）
　　　　　　　入賞者18名参加
作品展示：そごう千葉店地下1階そごうギャラリー6月6日～12日
　　　　　　　千葉県庁本庁舎1階連絡通路　6月13日～20日

応募総数：ポスターの部 493点、標語の部 1,372点
表彰式　 ：平成30年6月1日（金）予定
　　　　　　　入賞者15～20名程度参加
作品展示：そごう千葉店地下1階そごうギャラリー等にて
　　　　　　　6月中下旬実施予定

1,272 総務企画課

26 ギャラリー「二つ返事」 循環器病センター内のギャラリーに芸術品（絵画・書道・押し花・陶
芸・写真等）を展示する。

10団体の展示を行った。 半月～1カ月単位で全13団体が芸術品の展示を行う。 - 循環器病セ
ンター

27 ちばアクアラインマラソ
ン開催事業

スポーツを通じ千葉が有する様々な魅力を発信するために東京湾
アクアラインを活用した事業でランナーへのおもてなし等に文化芸
術を活用
開催年度（24年度、26年度、28年度、30年度予定）

開催準備年のため実施なし 10月21日「ちばアクアラインマラソン2018」開催 140,000 体育課

28 県警音楽隊派遣 県民からの要請により、小・中学校、その他各種イベント会場に音
楽隊を派遣し、演奏を行う。

派遣日数　142日
派遣回数　144回
（平成29年1月～12月）

派遣日数　79日
派遣回数　82回
（平成30年1月～12月）
※平成30年2月8日現在の予定

- 警察本部

29 県警音楽隊金曜コン
サート

4月から10月（7～8月を除く。）までの間の金曜日に、千葉市内で
演奏を行う。

実施回数8回（千葉市内4箇所を拠点として、演奏を行う。）
（4月21日、5月12日、26日、6月2日、16日、9月8日、10月6日、20
日）
聴衆人数 2,330名

実施回数8回（千葉市内4箇所を拠点として、演奏を行う。）
（4月20日、5月11日、25日、6月15日、29日、9月7日、10月5日、
19日）

- 警察本部

30 県警音楽隊定期演奏会 音楽を通じて県民との融和を図るとともに、警察広報の効果を高
めるため、演奏会を行う。

11月11日午前・午後2回公演実施
聴衆人数　2,897名

11月17日午前・午後2回公演実施予定 940 警察本部

3



　　第2次ちば文化振興計画　平成29年度進捗状況・平成30年度実施計画

平成29年度

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

31 千葉県男女共同参画セ
ンターフェスティバル＆
ネットワーク会議

本県の男女共同参画社会づくりに向けた機運を高めるため、
「千葉県男女共同参画フェスティバル」では、県の男女共同参画の
推進拠点として、講演や県内で男女共同参画の推進に向けて活
躍する民間団体による体験講座を実施し、県民が楽しみながら男
女共同参画への理解を深められるよう、民間団体と交流を行い、
「ネットワーク会議」では、民間団体と県民が一堂に会し、共通の
テーマについて意見交換を行う。

フェスティバル2017及びネットワーク会議
・8月6日
・テーマ：みんなのチカラが地域をつくる！
・講演会：天気の達人！天達流「知って得する！天気のお話」
・ワークショップ（絵本の朗読と筝曲演奏・茶道体験・コグニサイズ
講座等）
・ネットワーク会議
・パネル展示等

フェスティバル2018及びネットワーク会議の開催
場所：外部施設
実施時期：未定
内容等：未定（公募による企画運営委員会により決定）

1,329 男女共同参
画課

32 薬物乱用防止啓発ポス
ター募集

薬物乱用防止啓発に用いるポスターの募集を行う。 募集期間：9月1日～9月22日
応募対象者：県内に在住または通勤・通学する者
応募数：22通
表彰式：最優秀賞1点及び優秀賞1点
11月29日麻薬・覚醒剤乱用防止運動千葉大会で表彰
最優秀賞（1点）：12月末に県内14駅構内においてポスター掲示
優秀賞（1点）：2月に県内自治会向けリーフレット表紙で使用

募集期間
応募対象者
表彰式：11月7日の薬物乱用防止功労者表彰式で表彰
最優秀賞：県内駅構内にてポスター掲示
優秀賞：2月に県内自治会向けリーフレット表紙で使用

56 薬務課

平成29年度

33 若者の文化芸術活動育
成支援事業

若者による創造的な文化芸術活動に対し補助し、地域の文化芸
術活動の活性化及び文化芸術活動を行おうとする若者の受け皿
となる団体の育成を図る。

・申請4団体に交付（演劇1団体、音楽2団体、美術1団体）
・ホームページにて、公演の周知

・申請団体への補助金交付
・補助対象事業：40歳未満の者が主体となって参加して実施す
　る発表・公開事業、参加体験事業
・補助対象者：公益法人、文化芸術団体等
・補助金：補助対象経費2/3以内　上限20万円

1,200 県民生活・
文化課

34 ちば文化発信プロジェク
ト事業

千葉県の文化に対する県民の関心を高めるため、特別展を開催
し、小中学生等保入生の保護者へ無料入場券の配付を行う。

美術館で特別展「立体造形の現在･過去･未来-The フィギュア in
チバ-」を実施（7/22～9/24：10,936名入場）。
新入生無料入場券を配付した(7月：106,852枚を配付)。

中央博物館で特別展「恐竜ミュージアム in ちば」を実施する。
新入生無料入場券約12万枚を配付する。

18,032 文化財課

35 子どもの読書活動の推
進

　「千葉県子どもの読書活動推進計画（第三次）」に基づき、乳幼
児期からの読書活動を推進し、子どもが自主的に読書に親しむこ
とができる環境の整備を進めていく。主な取組として、読み聞かせ
や家庭読書のさらなる普及を目指し、リーフレットの作成・配付や
「子ども読書の集い」の開催などの啓発活動を行う。また、公立図
書館と学校との連携やネットワークの構築を図るために研修会を
実施し、家庭・学校・地域での読書活動のより一層の充実・推進を
図る。

・「千葉県子ども読書の集い」の実施。5月13日（土）開催。173名
参加。
・「公立図書館と学校の連携を図るための研修会」の実施。8月18
日（金）開催。182名参加。
・子供の読書活動啓発リーフレットを作成中（乳幼児向け51,000
部、 小学生向け54,000部を作成し、それぞれ0歳児及び小学校1
年生の保護者に配付）

・「千葉県子ども読書の集い」の実施。5月12日（土）開催。
・「公立図書館と学校の連携を図るための研修会」の実施。8月20
日（月）開催。
・子供の読書活動啓発リーフレットを作成。（乳幼児向け51,000
部、 小学生向け54,000部を作成し、それぞれ0歳児及び小学校1
年生の保護者に配付）

826 生涯学習課

36 県警音楽隊派遣
(No.28再掲）

県民からの要請により、小・中学校、その他各種イベント会場に音
楽隊を派遣し、演奏を行う。

派遣日数　142日
派遣回数　144回
（平成29年1月～12月）

派遣日数　79日
派遣回数　82回
（平成30年1月～12月）
※平成30年2月8日現在の予定

- 警察本部

37 高等学校文化連盟補助 国や県の教育施策等に基づき、高校生の文化活動の向上・発展
及び普及振興を図るため、千葉県高等学校文化連盟に補助金を
交付する。

・県内高等学校総合文化祭への派遣、県内の高等学校の生徒
による芸術文化活動の健全な向上発展を図っていく。

千葉県高等学校文化連盟に補助金を交付する等、高校生の文
化活動の支援を行う。

4, 500 指導課

38 学校音楽鑑賞教室 次代の文化を担う児童・生徒を対象として、質の高い演奏に触れ
る機会を提供するため、千葉交響楽団による巡回公演を実施す
る。

・5月～2月
・県内各地
・51公演実施
　（県立高等学校2校、県内公立小・中・特別支援学校　49校）

・5月～12月
・県内各地
・51公演実施予定
（県立高等学校1校、県内公立小・中学校50校）

17,913 県民生活・
文化課

39 伝統芸能・洋楽～ふれ
あい体験事業

小・中学生を対象に、邦楽・洋楽のプロの演奏者を派遣して、鑑賞
及び楽器体験を行う。

県内小中学校　22校実施
・洋楽4校
・伝統芸能（能楽・雅楽・三曲）各6校　18校

県内小中学校　22校実施予定
・洋楽4校
・伝統芸能（能楽・雅楽・三曲）各6校　18校

2,708 県民生活・
文化課

40 「授業に役立つ県立博
物館」プロジェクト

県立博物館が保有する研究成果を活用した学習キットを製作し、
学校に貸出し等を行い、授業を支援する。

学習キットの運用(11月末時点470件)。 前年度と同程度の学習キット運用を予定。 400 文化財課

41 出土文化財管理活用事
業

発掘調査で出土した実物資料等を用い、出張展示・出前授業・体
験学習指導等を実施する事業。

出土文化財を活用した出前授業・体験学習等実施件数102件 出土文化財を活用した出前授業・体験学習等を実施予定。 8,086 文化財課

3　子どもたちの文化芸術活動の充実

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）
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予算額
（千円）

42 千葉県少年少女オーケ
ストラ育成事業

(公財)千葉県文化振興財団の行う少年少女オーケストラ育成事業
に対し補助することにより、次代を担う少年少女の音楽文化の向
上とオーケストラ活動の普及を図る。

・8/26、8/27少年少女オーケストラとアキラさんの大発見コン
サート
・3/25第22回定期演奏会実施予定
・他2公演実施

・定期練習（指導者の招聘、土・日曜日を中心に）
・夏と春に3回演奏会を実施
・依頼演奏

38,734 県民生活・
文化課

平成29年度

43 千葉県生涯大学校管理
運営事業

県内5学園の運営を通して、高齢者の社会活動を支援するための
学習機会を提供するとともに、生きがい・健康・仲間づくりに資す
る。

平成29年度入学者数　1,351名
房州うちわ作成や陶芸講座等を行った。

県内5学園の運営
・高齢者の社会活動を支援するための学習機会の提供
・文化講座開講予定

265,090 高齢者福祉
課

44 千葉県福祉ふれあいプ
ラザ管理運営事業

「介護実習センター」、「介護予防トレーニングセンター」、「ふれあ
いホール」の運営を通して、高齢者をはじめとする県民にスポー
ツ・文化等に関する活動の機会を提供する。

平成28年度年間利用者数　211,149名 「介護実習センター」、「介護予防トレーニングセンター」、「ふれあ
いホール」の運営
高齢者をはじめとする県民にスポーツ・文化等に関する活動の提
供

90,500 高齢者福祉
課

45 さわやか芸能発表会 知的障害児・者とその家族、福祉関係者等が一同に会し、知的障
害児・者が日頃取り組んでいる文化活動の発表を通じて交流を深
めるとともに、県民の理解と声援を得る。

平成29年12月7日、千葉県文化会館で開催
参加施設55施設、参加人員約1，500人。
知的障害児・者が日頃取り組んでいるダンス、合唱、演劇、生け
花、陶芸等の文化活動の発表

平成30年12月、千葉県文化会館　開催予定
知的障害児・者が日頃取り組んでいる文化活動の発表を行う。

156 障害福祉事
業課

46 千葉県身体障害者作品
展

県内の身体障害者が自らの趣味やリハビリ活動の中でその技術
を活かして制作した作品を公開展示して、障害者の積極的な自己
表現の場を提供し、自立への大きな活力とするとともに、県民の障
害者への理解を広める。

作品展：10月24日（火）～29日（日）
　　　　　　千葉県立美術館
　　　　　　出品数　215点

作品展：10月23日（火）～28日（日）
　　　　　　千葉県立美術館

236 障害者福祉
推進課

47 手をつなぐ作品展事業 肢体不自由児に対する愛護思想の普及を図るため、県内の小・
中・特別支援学校に障害に関する作文・絵画を募集し、優秀作品
を表彰する。また、併せて優秀作品を県庁に展示し、作品集を作
成し、関係機関に配布する。

応募数：作文41点、絵画233点　うち優秀作品それぞれ11点、
展示期間：1月22日～26日まで（本庁舎19階展望ロビー）

作品募集：9月1日～10月15日まで
審査会　入賞者決定：11月上旬
県庁での展示：12月中旬
表彰式：2月下旬

295 障害者福祉
推進課

48 特別支援学校巡回コン
サート

プロのオーケストラによる質の高い優れた演奏を、コンサート会場
に出向くことが困難な特別支援学校の児童・生徒に広く提供する
ため、千葉交響楽団による巡回公演を実施する。

・11月～2月
・県内の特別支援学校
・15公演実施

・11月～2月
・県内の特別支援学校
・18公演実施予定（H29年の実施校と異なる学校）

13,332 県民生活・
文化課

49 ギャラリー「二つ返事」
(No.26再掲）

循環器病センター内のギャラリーに芸術品（絵画・書道・押し花・陶
芸・写真等）を展示する。

10団体の展示を行った。 半月～1カ月単位で全13団体が芸術品の展示を行う。 - 循環器病セ
ンター

50 千葉・県民芸術祭
(No.1再掲）

県域芸術文化団体等による絵画や俳句などの公募展や吹奏楽や
日本舞踊などの公演を開催し、県民に日頃の文化活動の成果を
発表する場と質の高い舞台芸術等を鑑賞する機会を提供する。ま
た、他分野や新たな団体との共同企画による中央行事を開催す
る。

・6月24日～12月3日
・31事業を開催（県域文化団体30行事及び中央行事）
・参加者63,643名

・期間：6月30日～12月15日
・30事業を開催（県域文化団体29行事及び中央行事）

6,050 県民生活・
文化課

平成29年度

51 房総の郷土芸能 県内の獅子舞や神楽等の民俗芸能の公開事業。 10月22日に宇都宮市文化会館で開催される「第59回関東ブロッ
ク民俗芸能大会」に1団体出演。
1月21日に浦安市文化会館で「房総の郷土芸能2017」を実施。

1月26日に佐倉市民音楽ホールで「房総の郷土芸能2018」を実施
予定。

885 文化財課

52 房総のむら事業 古代から近代までの伝統的生活様式や技術を体験的に学ぶ博物
館の指定管理委託事業。

イベント、展示会、体験事業を実施した（12月末時点入場者
196,956名）

イベント、展示会、体験事業を予定。 - 文化財課

53 郷土食体験事業 関宿城博物館において「鷹菜漬け」「そば打ち」などの体験事業 12月末時点で5事業を実施。 6事業を予定。 276 文化財課

5　伝統文化にふれる機会の提供

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

4　高齢者・障害者等の文化芸術活動の充実

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）
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　　第2次ちば文化振興計画　平成29年度進捗状況・平成30年度実施計画

平成29年度

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

54 ちばの食育活動促進事
業

市町村、関係団体、ちば食育サポート企業、ちば食育ボランティア
等との連携・協働による広報・啓発活動や体験活動による食育推
進運動の展開を図る事業。（ちば食育ボランティアには、郷土料理
の伝承のための活動を行っている方々も含まれている。）

1啓発リーフレットの作成、配付（9種類、125,000部）
2地域食育活動交換会の開催10回
3ちば食育ボランティア研修会2回
4千葉県食育推進大会の開催1回

1啓発リーフレットの作成、配付（8種類、80,000部）
2地域食育活動交換会の開催10回
3ちば食育ボランティア研修会2回
4千葉県食育推進大会の開催1回

5,700 安全農業推
進課

55 水産物消費・食育対策
事業

おさかな普及員の派遣、食育実習の情報提供及び魚食普及パン
フレットの作成・配布を行い、魚食普及を通じて「食育」を推進す
る。

・おさかな普及員派遣（9回）
・現在魚食普及パンフレット作成中

・おさかな普及員派遣（12回）
・魚食普及パンフレットの配布

288 水産課

56 伝統的工芸品産業振興
事業

県内の伝統工芸品を地場産業として育成するため、以下の取組
みを行う。
(1)独自の指定制度による千葉県伝統的工芸品の指定
(2)千葉県伝統的工芸品一覧や動画を掲載したホームページによ
る紹介
(3)後継者養成事業を実施する市町村に助成
(4)国指定伝統的工芸品房州うちわが振興計画実施のための費用
を助成
(5)全国・関東規模の伝統的工芸品展等への参加
(6)伝統的工芸品の販売促進事業の実施

・千葉県指定伝統的工芸品を指定
・千葉県伝統的工芸品一覧およびＰＲ映像を制作中
・後継者養成事業を実施する市町村に助成
・国指定伝統的工芸品房州うちわの振興計画実施のための費用
を助成
・全国・関東規模の伝統的工芸品展等への参加
・伝統的工芸品の販売促進事業の実施

県内の伝統工芸品を地場産業として育成するため、以下の取組
みを行う。
・千葉県指定伝統的工芸品制度の見直し及び工芸品の指定
・千葉県伝統的工芸品一覧の制作
・後継者養成事業を実施する市町村に助成
・国指定伝統的工芸品房州うちわおよび千葉工匠具の振興計画
実施のための費用を助成
・全国・関東規模の伝統的工芸品展等への参加
・伝統的工芸品の販売促進事業の実施

4,664 観光企画課

平成29年度

57 房総の郷土芸能
(No.51再掲）

県内の獅子舞や神楽等の民俗芸能の公開事業。 10月22日に宇都宮市文化会館で開催される「第59回関東ブロッ
ク民俗芸能大会」に1団体出演。
1月21日に浦安市文化会館で「房総の郷土芸能2017」を実施。

1月26日に佐倉市民音楽ホールで「房総の郷土芸能2018」を実施
予定。

885 文化財課

58 千葉県無形民俗文化財
連絡協議会

国・県指定の無形民俗文化財保持団体を会員とする団体で、「房
総の郷土芸能」、特定ジャンルの民俗芸能上演会の公開事業や
会報の発行等の事業を実施。

「房総の郷土芸能2017」を共催。
「坂戸の念仏」映像記録作成事業を実施中。

「房総の郷土芸能2018」を共催予定。
「坂戸の念仏」記録映像解説書作成事業を実施予定。

- 文化財課

59 郷土食体験事業
(No.53再掲）

関宿城博物館において「鷹菜漬け」「そば打ち」などの体験事業 12月末時点で5事業を実施。 6事業を予定。 276 文化財課

60 「ちばの花植木産地」パ
ワーアップ事業

植木伝統樹芸士・銘木100選の選定や花植木の消費拡大・販売促
進などを行う。

「千葉県植木伝統樹芸士」の認定、3名累計59名、「植木銘木100
選」の認定、1本累計92本。（H30.1）

「千葉県植木伝統樹芸士」の認定、2名累計61名、「植木銘木100
選」の認定、8本累計100本。（H31.1）

2,899 生産振興課

61 伝統芸能・洋楽～ふれ
あい体験事業
(No.39再掲）

小・中学生を対象に、邦楽・洋楽のプロの演奏者を派遣して、鑑賞
及び楽器体験を行う。

県内小中学校　22校実施
・洋楽4校
・伝統芸能（能楽・雅楽・三曲）各6校　18校

県内小中学校　22校実施予定
・洋楽4校
・伝統芸能（能楽・雅楽・三曲）各6校　18校

2,708 県民生活・
文化課

62 伝統的工芸品産業振興
事業
(No.56再掲）

県内の伝統工芸品を地場産業として育成するため、以下の取組
みを行う。
(1)独自の指定制度による千葉県伝統的工芸品の指定
(2)千葉県伝統的工芸品一覧や動画を掲載したホームページによ
る紹介
(3)後継者養成事業を実施する市町村に助成
(4)国指定伝統的工芸品房州うちわが振興計画実施のための費用
を助成
(5)全国・関東規模の伝統的工芸品展等への参加
(6)伝統的工芸品の販売促進事業の実施

・千葉県指定伝統的工芸品を指定
・千葉県伝統的工芸品一覧およびＰＲ映像を制作中
・後継者養成事業を実施する市町村に助成
・国指定伝統的工芸品房州うちわの振興計画実施のための費用
を助成
・全国・関東規模の伝統的工芸品展等への参加
・伝統的工芸品の販売促進事業の実施

県内の伝統工芸品を地場産業として育成するため、以下の取組
みを行う。
・千葉県指定伝統的工芸品制度の見直し及び工芸品の指定
・千葉県伝統的工芸品一覧の制作
・後継者養成事業を実施する市町村に助成
・国指定伝統的工芸品房州うちわおよび千葉工匠具の振興計画
実施のための費用を助成
・全国・関東規模の伝統的工芸品展等への参加
・伝統的工芸品の販売促進事業の実施

4,664 観光企画課

平成29年度

63 文化財保護審議会 文化財指定のための調査・審議、諮問に対する答申、既指定文化
財の保存状況調査・保存管理に係る指導助言を行う。

4回実施。文化財調査の報告・審議・指導助言及び調査対象文
化財の選定等を実施。

文化財課

64 指定候補文化財等調査
事業

千葉県にとって重要な文化財を永く保護するため指定候補となる
文化財調査及び既指定文化財の保存状況の調査を行う。

文化財保存状況等の調査を実施（野田市　刺繍釈迦涅槃図な
ど）。

文化財課

文化財調査の報告・審議・指導助言及び調査対象文化財の選定
等を実施。
文化財保存状況等の調査を実施。

1,560

7　文化財の保存整備の支援

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

6　伝統文化の保存・継承、担い手の育成

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）
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平成29年度

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

65 文化財保存整備助成事
業

国及び県指定文化財の所有者が行う保存修理等に係る助成事
業。

国指定文化財7件、県指定文化財8件の保存整備事業を実施。 国指定文化財7件、県指定文化財8件の保存整備事業を実施予
定。

42,600 文化財課

66 文化財管理助成事業 国指定文化財の防災設備点検等の所有者が行う維持管理事業
に係る助成事業。

国指定文化財17件の日常管理及び修理を実施。 国指定文化財17件の日常管理を実施予定。 1,158 文化財課

67 史跡等購入助成事業 史跡を保存活用するために市町村が行う公有化の助成事業。 史跡購入に係る先行取得償還1件、直接買上げ1件を実施。 なし - 文化財課

68 無形民俗文化財保存伝
承事業

無形民俗文化財の保存継承を図るため、衣装の新調や楽器の修
理、新調等に対する助成事業。

県指定無形民俗文化財等3件に対する補助を実施。 （平成30年度から文化財保存整備助成事業に含める） (No65に含
める。）

文化財課

69 重要遺跡確認調査 県内に所在する重要遺跡について測量調査等を実施。
重要な出土品を長期にわたり安定した状態で保存するために、金
属製品等の保存処理を実施。

南房総市正文寺やぐら群などの県内に所在する重要遺跡につい
て調査等及び出土品の保存処理等を実施。

南房総市正文寺やぐら群の測量調査を実施予定。
縄文時代集落・貝塚等を対象として重要遺跡の詳細分布調査を
実施予定。

2,010 文化財課

70 埋蔵文化財緊急調査助
成

土地区画整理事業、個人住宅建設等に伴う発掘調査費の助成事
業。

25市町に発掘調査費の助成を実施 25市町に対する発掘調査等の助成を予定。 12,223 文化財課

71 不特定遺跡発掘調査助
成

個人専用住宅、小規模農地造成等において事業者が個人で緊急
性の高い事業の発掘調査費の助成事業。

7市8件に対し、発掘調査費の助成を実施。 5市合計10件程度の発掘調査等に対して助成を行予定。 3,149 文化財課

72 出土文化財管理活用事
業(No.41再掲）

発掘調査で出土した実物資料等を用い、出張展示・出前授業・体
験学習指導等を実施する事業。

出土文化財を活用した出前授業・体験学習等実施件数102件 出土文化財を活用した出前授業・体験学習等を実施予定。 8,086 文化財課

73 発掘調査現地説明会 地域の歴史や文化への関心・理解を促すため、発掘調査中の遺
跡の状況や成果を公開する事業。

見学会の実施
・6月に市川市国府台遺跡
・12月に流山市市野谷向山遺跡

発掘調査中の遺跡及び周辺文化財の見学会を実施予定。 36 文化財課

平成29年度

74 文化財探検隊 文化財をとおして郷土の自然と歴史、文化等に関して理解を深
め、文化財保護の大切さを知る見学会。

市原市「小湊鉄道と国分寺台の文化財をめぐる」、東金市「東金
市の文化財をめぐる」を実施。

一宮町「一宮町の文化財をめぐる」、ほか2市町で実施予定。 - 文化財課

75 景観セミナー 良好な景観の形成に関する普及啓発及び知識の普及を図るた
め、県民等を対象として、県内各地で景観セミナーや研修会等を
開催する。

景観セミナーを3回開催（うち1回は開催予定）

1
・H29.5.27・第1回景観セミナー「江戸を感じる銚子の町並み」
・日本遺産の紹介、事例紹介、パネルディスカッション・銚子市・
122名
2
・H29.11.10・第2回景観セミナー「屋外広告物と景観まちづくり」
・講演、まち歩き、ワークショップ・柏市・46名
3
・H30.3.17・第3回景観セミナー「あなたが大切にしたい風景は何
ですか？～身近なことからはじめる南房総のまちづくり～」
・講演、活動紹介、パネルディスカッション【開催予定】

景観セミナー及びフォーラムを4回実施
（詳細は未定）

1,533 公園緑地課

平成29年度

76 ちば文化交流ボックス
(No.7再掲）

県ホームページに「ちば文化交流ボックス」を設け、ちばの文化情
報を紹介するとともに、県主催事業の他、県内各地で行われる文
化イベントや県内の文化資源などの情報を提供する。

・「文化プログラム」のページを追加
・地域のイベント情報76件
・ホームページ閲覧件数　418,295件（12月末日時点）

・地域のイベント情報　目標件数　90件
・ホームページの閲覧目標件数　　55万件

- 県民生活・
文化課

77 歴史の里の音楽祭 重要文化財学習院旧初等科正堂において室内音楽を演奏・公開
する事業

2回の事業を実施した（9/30、10/9）。 2回の事業を予定。 - 文化財課

進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

9　文化資源の活用と地域の活性化

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名

8　文化的景観等の保全・活用

No. 事業名 事業概要

平成30年度

7
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平成29年度

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

78 千葉県フィルムコミッ
ション運営事業

　映画等のロケーション誘致による地域知名度の向上や観光客の
誘致、直接的な経済効果を目的に、以下の取組を行う。
(1)映像関係者に対する相談業務及び撮影支援
(2)市町村との連携強化及び市町村ＦＣの設立の促進、ロケーショ
ン撮影の受入体制強化
(3)ロケ地を巡る旅であるフィルムツーリズムの促進、ロケ地と近隣
の観光スポットを絡めた情報発信等
(4)映画、テレビ番組の誘致のための補助金に係る広報、申請受
付、ロケ同行等

千葉県フィルムコミッションに委託して実施
・映像制作関係者への撮影支援
・ホームページ等による広報活動などの業務
・ロケーション誘致
・ロケツーリズム促進に向けたロケ地マップの作成
・千葉県フィルムコミッションサイト　平成30年2月中に公開予定。

問い合わせや撮影依頼対応件数が年々増加している現状をふ
まえ、千葉県フィルムコミッション事業のさらなる効率化に向けた
業務改善等を実施する。
また、より広く観光振興に資する作品を募るため、映画・テレビ等
撮影支援事業補助制度の見直しを実施する。

26,000 観光誘致促
進課

79 観光イベントブック「ちば
の旅」作成事業

本県の旬の観光・レジャー情報を掲載し、県民等向けに観光情報
を広くＰＲしている。

年6回の発行
地域のお祭りやイベント情報などの掲載

冊子「ちばの旅」　年6回発行予定。
地域のお祭りやイベント情報なども引き続き掲載予定

6,480 観光誘致促
進課

80 日本遺産魅力発信推進
事業

日本遺産に認定されたストーリーを地域全体として一体的に整備・
活用し、国内外へ効果的に発信する文化庁の補助事業。今年度、
本県で認定された日本遺産「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる
北総の町並み」について、情報発信や人材育成などの事業を行
う。

・情報発信、人材育成事業（観光PRイベントの開催、観光ガイド
養成マニュアルの作成など）
・普及啓発活動（児童向け副読本の作成）
・公開活用のための整備に係る事業（案内板の設置など）

・情報発信、人材育成事業（メディア招請事業、SNS等を活用した
インバウンドPR広告事業）
・普及啓発事業（日本遺産説明事業、体験メニュー等開発）
・調査、研究事業（ビッグデータを使った分析・報告）
千葉県、佐倉市、成田市、香取市、銚子市等で構成する日本遺
産北総四都市江戸紀行活用協議会へ交付金を交付(4930千円）

4,930 文化財課

平成29年度

81 若者の文化芸術活動育
成支援事業
(No.33再掲）

若者による創造的な文化芸術活動に対し補助し、地域の文化芸
術活動の活性化及び文化芸術活動を行おうとする若者の受け皿
となる団体の育成を図る。

・申請4団体に交付（演劇1団体、音楽2団体、美術1団体）
・ホームページにて、公演の周知

・申請団体への補助金交付
・補助対象事業：40歳未満の者が主体となって参加して実施す
　る発表・公開事業、参加体験事業
・補助対象者：公益法人、文化芸術団体等
・補助金：補助対象経費2/3以内　上限20万円

1,200 県民生活・
文化課

82 県立文化会館自主事
業,管理運営事業
(No.3再掲）

県立文化会館4館それぞれが館の特徴を生かした事業を実施し、
入場者数の増加を図る。また文化会館を適正に管理運営する。

・各館で様々な事業（クラシック、ジャズ等の公演、県民参加型
　ミュージカル、伝統芸能体験）を実施
・利用者（4館計）　742,594名
・利用件数　4,036件

・各館の特色を生かして、公演・県民参加型ミュージカル・音楽
　ワークショップ・伝統文化体験等の様々な事業を実施

596,075 県民生活・
文化課

83 ヤングパワームーブメン
ト

若者の自主的な活動を広く世間に広めていくために発表の機会を
提供する。ボランティア活動・文化創作活動・体験活動を実践して
いる県内の若者の活動の成果発表の場を提供する。

実行委員会年間11回開催　参加者　312名
イベント10月1日(日)実施　参観者　2,353名

年間9回開催予定
実施報告会　11月24日(土)実施予定

164 生涯学習課

平成29年度

84 ちば文化交流ボックス
(No.7再掲）

県ホームページに「ちば文化交流ボックス」を設け、ちばの文化情
報を紹介するとともに、県主催事業の他、県内各地で行われる文
化イベントや県内の文化資源などの情報を提供する。

・「文化プログラム」のページを追加
・地域のイベント情報76件
・ホームページ閲覧件数　418,295件（12月末日時点）

・地域のイベント情報　目標件数　90件
・ホームページの閲覧目標件数　　55万件

- 県民生活・
文化課

85 博物館情報システム事
業

県立博物館が所蔵する資料のデータベース・デジタルミュージア
ムの構築と公開、情報発信事業

博物館のホームページ、収蔵資料データベース、デジタルミュー
ジアム等の情報発信を行った（11月末時点：ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ
735,316件、資料ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録290,651件、ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ公開
71番組）。

博物館のホームページ、収蔵資料データベース、デジタルミュー
ジアム等の情報発信を行う。

34,617 文化財課

進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

⑪　「ちば文化」の魅力の発掘と情報の収集・提供

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名

⑩　多様な文化の発展

No. 事業名 事業概要

平成30年度
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第2次ちば文化振興計画　平成29年度進捗状況・平成30年度実施計画　　　

平成29年度

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

86 ふさの国文化財ナビ
ゲーションシステム

国・県指定文化財及び周知の埋蔵文化財包蔵地の地理情報をイ
ンターネット上で公開する事業。

国・県指定文化財4件、国登録文化財4件、埋蔵文化財包蔵地の
新発見27件、範囲変更等38件、合計73件のデータを登録・公開。

指定・登録文化財候補の精査及び埋蔵文化財包蔵地の更新情
報の把握を行い、最新情報の登録と公開を実施予定。

587 文化財課

平成29年度

87 県民の日事業 県民が千葉の魅力を再発見し、郷土愛を育み、千葉アイデンティ
ティーを醸成する機会とするため、「県民の日」を記念する行事を
県内各地で実施する。また、県民の日中央行事として、幅広い世
代の県民が楽しめる参加・体験型のイベントを実施する。

・中央行事：来場者約14000名
・地域行事：11件実施
・賛同行事:298件実施

・中央行事　6月10日　幕張メッセ
「県民の日ちばワクワクフェスタ2018」開催予定
・地域行事　11件実施予定
・賛同行事　300件実施予定　（市町村や民間企業等を対象に、
平成30年2月から5月ごろまで募集を行う。）

60,000 県民生活・
文化課

88 「地域の誇り」表現コン
テスト

千葉に対する誇りと愛着を有してもらうよう、県内に居住または通
学する小中学生を対象に「地域の誇り」をテーマに作文コンクール
を行う。

6月募集開始、12月応募締切、12月～2月作品審査、
3月表彰式
応募数 1602作品

なし - 政策企画課

89 国民文化祭周知・派遣 毎年、各県持ち回りで開催される国民文化祭について、県内に周
知するとともに、県内団体の派遣に伴う事務を行う。

・奈良県「第32回国民文化祭・なら2017」「第17回全国障害者芸
術・文化祭なら大会」
・9月1日～11月30日
・県内5団体参加

・参加団体の募集・周知
　10月16日～11月25日
　大分県「第33回国民文化祭・おおいた2018」「第18回全国障害
者芸術・文化祭おおいた大会」

- 県民生活・
文化課

平成29年度

90 公立文化施設担当者研
修会

県内の文化施設の設置者及び運営者に対し、文化施設の管理運
営業務に関する情報提供を図る目的で、研修会を開催する。

・11/22開催
・講演「公共ホールを取り巻く近年の動向」（草加叔也氏）
・54名参加(28市町・県立施設6館）

・秋に実施予定 - 県民生活・
文化課

91 若者の文化芸術活動育
成支援事業
(No.33再掲）

若者による創造的な文化芸術活動に対し補助し、地域の文化芸
術活動の活性化及び文化芸術活動を行おうとする若者の受け皿
となる団体の育成を図る。

・申請4団体に交付（演劇1団体、音楽2団体、美術1団体）
・ホームページにて、公演の周知

・申請団体への補助金交付
・補助対象事業：40歳未満の者が主体となって参加して実施す
　る発表・公開事業、参加体験事業
・補助対象者：公益法人、文化芸術団体等
・補助金：補助対象経費2/3以内　上限20万円

1,200 県民生活・
文化課

92 表彰の実施 千葉県において文化の振興に関し特に功績の顕著であった個人
又は団体の候補者を表彰する。

受賞候補者の推薦（計　5名1団体）
（千葉県教育功労者、文化の日文化功労、地域文化功労者、叙
勲の受賞候補者）

・各賞の受賞候補者の推薦
（千葉県教育功労者、文化の日文化功労、地域文化功労者）

- 県民生活・
文化課

平成29年度

93 文化活動ボランティア
ネットワーク

文化情報ポータルサイト「ちば文化交流ボックス」内に「文化活動
ボランティアネットワーク」のページを設け、文化活動ボランティア
をしたい方とお願いしたい方の両者を結びつける手助けをする。

・登録情報の更新・見直し（文化ボランティア登録数　64→35)
・文化活動ボランティアネットワーク登録団体数　35件
・文化活動ボランティア依頼件数　94件（うち成立　48件）

登録情報の更新作業
・文化活動ボランティア登録数　40件
・文化活動ボランティア依頼件数　105件

- 県民生活・
文化課

94 千葉県芸術文化団体協
議会

昭和45年に設立され、本県の文化芸術に係る県域・市町村団体を
総括する唯一の団体。

・芸術文化フォーラム　2/12開催予定
・文化芸術功労表彰（4名）
・芸文協だより発行（9月発行、3月発行予定）

・芸術文化フォーラムの開催
・文化芸術功労表彰
・芸文協だよりを2回発行

- 県民生活・
文化課

95 千葉県無形民俗文化財
連絡協議会
(No.58再掲）

国・県指定の無形民俗文化財保持団体を会員とする団体で、「房
総の郷土芸能」、特定ジャンルの民俗芸能上演会の公開事業や
会報の発行等の事業を実施。

「房総の郷土芸能2017」を共催。
「坂戸の念仏」映像記録作成事業を実施中。

「房総の郷土芸能2018」を共催予定。
「坂戸の念仏」記録映像解説書作成事業を実施予定。

- 文化財課

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

⑭　文化のネットワークの構築

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

⑬　「ちば文化」を担うひとづくりの推進

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名

⑫　「ちば文化」の魅力を発信する文化事業の充実

No. 事業名 事業概要

平成30年度
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　　第2次ちば文化振興計画　平成29年度進捗状況・平成30年度実施計画

平成29年度

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

96 子どもの読書活動の推
進(No.35再掲）

　「千葉県子どもの読書活動推進計画（第三次）」に基づき、乳幼
児期からの読書活動を推進し、子どもが自主的に読書に親しむこ
とができる環境の整備を進めていく。主な取組として、読み聞かせ
や家庭読書のさらなる普及を目指し、リーフレットの作成・配付や
「子ども読書の集い」の開催などの啓発活動を行う。また、公立図
書館と学校との連携やネットワークの構築を図るために研修会を
実施し、家庭・学校・地域での読書活動のより一層の充実・推進を
図る。

・「千葉県子ども読書の集い」の実施。5月13日（土）開催。173名
参加。
・「公立図書館と学校の連携を図るための研修会」の実施。8月18
日（金）開催。182名参加。
・子供の読書活動啓発リーフレットを作成中（乳幼児向け51,000
部、 小学生向け54,000部を作成し、それぞれ0歳児及び小学校1
年生の保護者に配付）

・「千葉県子ども読書の集い」の実施。5月12日（土）開催。
・「公立図書館と学校の連携を図るための研修会」の実施。8月20
日（月）開催。
・子供の読書活動啓発リーフレットを作成。（乳幼児向け51,000
部、 小学生向け54,000部を作成し、それぞれ0歳児及び小学校1
年生の保護者に配付）

826 生涯学習課

平成29年度

97 千葉・県民芸術祭
(No.1再掲）

県域芸術文化団体等による絵画や俳句などの公募展や吹奏楽や
日本舞踊などの公演を開催し、県民に日頃の文化活動の成果を
発表する場と質の高い舞台芸術等を鑑賞する機会を提供する。ま
た、他分野や新たな団体との共同企画による中央行事を開催す
る。

・6月24日～12月3日
・31事業を開催（県域文化団体30行事及び中央行事）
・参加者63,643名

・期間：6月30日～12月15日
・30事業を開催（県域文化団体29行事及び中央行事）

6,050 県民生活・
文化課

98 文化振興事業の後援 県民の文化芸術活動を支援するため、文化芸術活動に関する公
演や展覧会等の行事に対して、県後援名義の使用承認を行う。

・後援名義　使用承認件数　122件
　（音楽・美術・伝統芸能・書道・舞踊・写真などの文化行事）

・申請があった文化行事に対して、後援名義の使用承認を行う。 - 県民生活・
文化課
文化財課

99 ちば文化交流ボックス
(No.7再掲）

県ホームページに「ちば文化交流ボックス」を設け、ちばの文化情
報を紹介するとともに、県主催事業の他、県内各地で行われる文
化イベントや県内の文化資源などの情報を提供する。

・「文化プログラム」のページを追加
・地域のイベント情報76件
・ホームページ閲覧件数　418,295件（12月末日時点）

・地域のイベント情報　目標件数　90件
・ホームページの閲覧目標件数　　55万件

- 県民生活・
文化課

平成29年度

100 県立文化会館自主事
業,管理運営事業
(No.3再掲）

県立文化会館4館それぞれが館の特徴を生かした事業を実施し、
入場者数の増加を図る。また文化会館を適正に管理運営する。

・各館で様々な事業（クラシック、ジャズ等の公演、県民参加型
　ミュージカル、伝統芸能体験）を実施
・利用者（4館計）　742,594名
・利用件数　4,036件

・各館の特色を生かして、公演・県民参加型ミュージカル・音楽
　ワークショップ・伝統文化体験等の様々な事業を実施

596,075 県民生活・
文化課

101 県立美術館・博物館事
業(No.4再掲）

5館8施設の県立美術館・博物館において展示及び教育普及事業
を実施する。

本県の歴史・文化・美術・自然に関する展示及び教育普及事業を
実施（12月末時点入場者734,497名）。

本県の歴史・文化・美術・自然に関する展示及び教育普及事業を
実施予定。

990,037 文化財課

102 千葉フィールドミュージ
アム事業

地域の自然や文化そのものを資料として考えた新たな博物館事
業。

11月末時点で、92件の事業を実施。 82件の事業を予定。 6,178 文化財課

103 さわやかちば県民プラ
ザ事業(No.6再掲）

音楽ワークショップ、東葛飾文化祭、東関東代表校によるマーチン
グバンド公演、クリスマスコンサート、県民プラザコンサート、高校
生バンドフェスティバル、書道パフォーマンス、アコースティックコン
サートなどを実施する。

音楽ワークショップ（年間15回：参加者　1,884名）
東葛飾文化祭：6月3日(土)～18日(日)　参観者　25,379名
東葛飾6市128団体参加
マーチングバンド公演：5月13日(土)　参観者　14,640名
県内小・中・高等学校　18校参加
クリスマスコンサート：12月16日(土）　参観者　4,877名
近隣の小・中・高等学校・特別支援学校、計17校が参加
県民プラザコンサート：3月11日(日)　予定
高校生バンドフェスティバル：12月24日(日)　参観者　881名
県内高等学校　20団体参加
アコースティックコンサート：2月18日（日）、3月18日実施予定

音楽ワークショップ：年間15回のワークショップ
東葛飾文化祭：6月2日(土)～17日(日）
マーチングバンド公演：5月12日(土)
クリスマスコンサート：12月15日(土）
県民プラザコンサート：3月17日(日)
高校生バンドフェスティバル：12月23日(日)
書道パフォーマンス：9月30日（日）
　（ギャラリー展示10月2日～14日）
アコースティックコンサート：年12回開催（毎月第三日曜日）

819 生涯学習課

進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

⑯　文化発信拠点としての文化施設等の機能の充実

No. 事業名 事業概要

平成30年度

⑮　多様な支援体制の構築

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）
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第2次ちば文化振興計画　平成29年度進捗状況・平成30年度実施計画　　　

平成29年度

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

104 県立図書館事業
(No.16再掲）

1県民への情報提供、図書の貸出・返却及び資料管理を　的確か
つ迅速に行うため、電算処理による図書館情報システムを導入
し、円滑な運用を図る。
2県民の読書や調査研究活動の支援と市町村立図書館等への協
力・援助のために、書籍の収集整備をする。
3子どもへの本の読み聞かせや読書の重要性について一層の理
解を深めてもらうため、読み聞かせのボランティア活動を行う方な
どを対象に、子どもの本の読み聞かせについての講座を開催する
ほか、特別支援学校を訪問して読み聞かせを実施する。
4県民が身近な市町村立図書館等を通じて県立図書館及び他の
市町村立図書館の資料が利用できるよう、県内公共図書館間に
情報と物流のネットワークを構築して運用している。また、高等学
校・特別支援学校には、資料搬送車や宅配便による資料の貸出し
を行っている。

1図書館における読書活動の充実（電算管理費）について
 ・図書館情報システムを導入
2図書館における読書活動の充実（図書購入事業）について
・市町村立図書館等では購入しづらい専門書や参考書を中心に
8,942冊購入
3図書館における読書活動の充実（子どもの読書活動推進事業）
について
・読み聞かせボランティア入門講座　1回開催済　参加者50人。
4図書館における読書活動の充実（県立図書館の市町村図書館
支援事業）について
・県内図書館や県立学校等へ図書館ネットワークによる資料の
貸出し(91千冊)

1電算処理による図書館情報システムを運用。（64,580千円）
2市町村立図書館等では購入しづらい専門書や参考書を中心に
収集整備。（52,000千円）
3読み聞かせのボランティア活動を行う方などを対象に、子どもの
本の読み聞かせについての研修会や講座の開催や、特別支援
学校を訪問して読み聞かせを実施。（203千円）
4県内公共図書館間に情報と物流のネットワークを構築。高等学
校・特別支援学校には、資料搬送車や宅配便による資料の貸出
しを実施。（17,375千円）

134,158 生涯学習課

105 文化事業
(No.12再掲）

古文書講座・県史講座・歴史講演会、
出前講座、
常設展・企画展を開催する。

・古文書講座　平成29年10月19日～11月17日
　（3コース　各3日間）　参加者1057名（のべ人数）
・企画展　房総相撲博覧会
　平成29年10月20日～平成30年3月10日 入場者数2422名（1月

末）

・常設展　史料から見るふるさと房総の歴史と文化
　平成29年4月1日～平成29年10月7日、
　平成30年3月19日～平成30年3月30日 入場者数1824名(1月末）

・歴史講演会　「千葉ゆかりの作家としての藤田嗣治」
　平成29年6月17日　参加者113名
・県史講座　「明治元年の藩の引っ越し」
　平成30年2月16日・17日　参加者240名（予定）
・出前講座　平成29年5月10日～平成30年2月10日（全39回）
　参加者計1198名(1月末）

・古文書講座　平成30年11月～12月
　（3コース　各3日間）
・企画展　平成30年9月25日～平成30年3月10日
・常設展　平成30年4月1日～9月8日、平成31年3月19日～
　3月30日
・歴史講演会　平成30年6月15日
・県史講座　平成31年2月中旬（2日間）
・出前講座　平成30年5月～平成31年2月（全30回程度）

1,776 文書館

106 県立学校開放講座 県立学校が保有する優れた教育機能を地域に開放し、多様化、
高度化及び専門化する県民の学習要求に応え、生涯学習の振興
に資するとともに開かれた学校づくりを促進する。

17校18講座開催　（書道、科学実験、パソコン、紙すきなど） 24校25講座開講予定　　（書道、科学実験、パソコン、紙すきな
ど）　増

538 生涯学習課

107 県立学校施設開放事業 県立学校の文化施設や、学校開放を目的として建設された地域
交流施設等の開放を行い、生涯学習関連団体等の活動支援を行
う。

7校で実施（文化施設5校、交流施設2校）　文化サークルなどが
ダンスや俳句などの文化活動を行う。

7校で実施予定（文化施設5校、交流施設2校） 2,268 生涯学習課

平成29年度

108 文化プログラム関連イ
ベント事業

東京2020大会文化プログラムの一つとして、4年間かけて、県内の
文化芸術活動を牽引するようなシンボリックな事業を実施する。

・「千葉・県民音楽祭」
10/2-11/30に楽器演奏者を一般公募（122名申込み、33名選定）
2/3公開リハーサル、2/4旭公演、2/12千葉公演を開催予定
・「次世代に残したいと思う『ちば文化資産』」
10/20-12/15に候補を募集し（649件の応募）
150件程度に候補を選定し、3月末頃から県民投票開始予定

・「千葉・県民音楽祭」
東京オリンピック・パラリンピックのカウントダウンイベントと連携
し、プロの音楽家と一般公募の県民による参加型コンサートを実
施
・「次世代に残したいと思う『ちば文化資産』」
県民投票を経て、平成30年夏頃に「次世代に残したいと思う『ち
ば文化資産』」を選定、公表。また、選定された『ちば文化資産』を
活用した事業を行う。

22,599 県民生活・
文化課

109 公認プログラムの申請 東京2020大会の機運醸成や関係機関等との新たな関係性の構
築、「ちば文化」の発信等を図るため、組織委員会が行う「東京
2020公認プログラム（文化プログラム）」等への申請や当該プログ
ラムの周知を行う。

・東京2020公認プログラムの認証件数　11件
・関係機関への周知（ホームページ作成、各種会議での説明等）

・3事業について公認プログラムの認証を得ており、引き続き対象
となる事業について認証を得ていく。
・関係機関へ文化プログラムの周知を行う。

1,393 県民生活・
文化課

⑰　新しい文化と古くからの文化が織りなす「ちば文化」の世界への発信

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）
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　　第2次ちば文化振興計画　平成29年度進捗状況・平成30年度実施計画

平成29年度

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

110 beyond2020プログラム
の申請

国と東京都が一体となって推進する文化プログラムである
beyond2020プログラムについて、関係機関等へ周知し、様々な団
体が実施する文化事業が認定を受けることで、本県での多様な文
化芸術活動の展開を促進する。

・事業認証件数　39件（7月24日より県が認証組織）
・関係機関への周知（ホームページ作成、各種会議での説明等）
・千葉県beyond2020プログラムロゴマーク作成

・申請があった文化事業に対して、認証を行う。
・認証件数の増加を図るため、効果的な周知方法等の検討を行
う。

(No109
に含め
る。）

県民生活・
文化課

平成29年度

111 県民の日事業
(No.87再掲）

県民が千葉の魅力を再発見し、郷土愛を育み、千葉アイデンティ
ティーを醸成する機会とするため、「県民の日」を記念する行事を
県内各地で実施する。また、県民の日中央行事として、幅広い世
代の県民が楽しめる参加・体験型のイベントを実施する。

・中央行事：来場者約14000名
・地域行事：11件実施
・賛同行事:298件実施

・中央行事　6月10日　幕張メッセ
「県民の日ちばワクワクフェスタ2018」開催予定
・地域行事　11件実施予定
・賛同行事　300件実施予定　（市町村や民間企業等を対象に、
平成30年2月から5月ごろまで募集を行う。）

60,000 県民生活・
文化課

112 千葉・県民芸術祭
(No.1再掲）

県域芸術文化団体等による絵画や俳句などの公募展や吹奏楽や
日本舞踊などの公演を開催し、県民に日頃の文化活動の成果を
発表する場と質の高い舞台芸術等を鑑賞する機会を提供する。ま
た、他分野や新たな団体との共同企画による中央行事を開催す
る。

・6月24日～12月3日
・31事業を開催（県域文化団体30行事及び中央行事）
・参加者63,643名

・期間：6月30日～12月15日
・30事業を開催（県域文化団体29行事及び中央行事）

6,050 県民生活・
文化課

113 若者の文化芸術活動育
成支援事業
(No.33再掲）

若者による創造的な文化芸術活動に対し補助し、地域の文化芸
術活動の活性化及び文化芸術活動を行おうとする若者の受け皿
となる団体の育成を図る。

・申請4団体に交付（演劇1団体、音楽2団体、美術1団体）
・ホームページにて、公演の周知

・申請団体への補助金交付
・補助対象事業：40歳未満の者が主体となって参加して実施す
　る発表・公開事業、参加体験事業
・補助対象者：公益法人、文化芸術団体等
・補助金：補助対象経費2/3以内　上限20万円

1,200 県民生活・
文化課

114 文化プログラム関連イ
ベント事業
(No.108再掲）

東京2020大会文化プログラムの一つとして、4年間かけて、県内の
文化芸術活動を牽引するようなシンボリックな事業を実施する。

・「千葉・県民音楽祭」
10/2-11/30に楽器演奏者を一般公募（122名申込み、33名選定）
2/3公開リハーサル、2/4旭公演、2/12千葉公演を開催予定
・「次世代に残したいと思う『ちば文化資産』」
10/20-12/15に候補を募集し（649件の応募）
150件程度に候補を選定し、3月末頃から県民投票開始予定

・「千葉・県民音楽祭」
東京オリンピック・パラリンピックのカウントダウンイベントと連携
し、プロの音楽家と一般公募の県民による参加型コンサートを実
施
・「次世代に残したいと思う『ちば文化資産』」
県民投票を経て、平成30年夏頃に「次世代に残したいと思う『ち
ば文化資産』」を選定、公表。また、選定された『ちば文化資産』を
活用した事業を行う。

22,599 県民生活・
文化課

115 公認プログラムの申請
(No.109再掲）

東京2020大会の機運醸成や関係機関等との新たな関係性の構
築、「ちば文化」の発信等を図るため、組織委員会が行う「東京
2020公認プログラム（文化プログラム）」等への申請や当該プログ
ラムの周知を行う。

・東京2020公認プログラムの認証件数　11件
・関係機関への周知（ホームページ作成、各種会議での説明等）

・3事業について公認プログラムの認証を得ており、引き続き対象
となる事業について認証を得ていく。
・関係機関へ文化プログラムの周知を行う。

県民生活・
文化課

116 beyond2020プログラム
の申請
(No.110再掲）

国と東京都が一体となって推進する文化プログラムである
beyond2020プログラムについて、関係機関等へ周知し、様々な団
体が実施する文化事業が認定を受けることで、本県での多様な文
化芸術活動の展開を促進する。

・事業認証件数　39件（7月24日より県が認証組織）
・関係機関への周知（ホームページ作成、各種会議での説明等）
・千葉県beyond2020プログラムロゴマーク作成

・申請があった文化事業に対して、認証を行う。
・認証件数の増加を図るため、効果的な周知方法等の検討を行
う。

県民生活・
文化課

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

1,393

⑱　障害者、高齢者、青少年、外国人等、国内外のあらゆる人々が参加・交流できる機会の創出

No. 事業名 事業概要

平成30年度
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平成29年度

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

117 文化施設における多言
語表記、無料公衆無線
LANの整備を進め、「ち
ば文化」の魅力を発信
する。

文化施設における多言語表記、無料公衆無線LANの整備を進
め、「ちば文化」の魅力を発信する。

公衆無線LANの運用（房総のむら） 房総のむらにおいて公衆無線LANの運用を行うとともに、中央博
物館大多喜城分館、関宿城博物館において外国語ホームページ
の充実を図る。

1,750 文化財課

平成29年度

118 日本遺産魅力発信推進
事業(No.80再掲）

日本遺産に認定されたストーリーを地域全体として一体的に整備・
活用し、国内外へ効果的に発信する文化庁の補助事業。今年度、
本県で認定された日本遺産「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる
北総の町並み」について、情報発信や人材育成などの事業を行
う。

・情報発信、人材育成事業（観光PRイベントの開催、観光ガイド
養成マニュアルの作成など）
・普及啓発活動（児童向け副読本の作成）
・公開活用のための整備に係る事業（案内板の設置など）

・情報発信、人材育成事業（メディア招請事業、SNS等を活用した
インバウンドPR広告事業）
・普及啓発事業（日本遺産説明事業、体験メニュー等開発）
・調査、研究事業（ビッグデータを使った分析・報告）
千葉県、佐倉市、成田市、香取市、銚子市等で構成する日本遺
産北総四都市江戸紀行活用協議会へ交付金を交付(4930千円）

4,930 文化財課

119 「グリーン・ブルーツーリ
ズムinちば」推進事業

都市と農山漁村の交流を促進し、地域が一体となった農山漁村の
活性化を図る

＜ちばの直売所フェア2017＞
・期間：平成29年11月1日（水）～11月30日（木）
・参加直売所：125店舗
・内容：スタンプラリー（応募者：2870通）、落花生キャラバン等
＜農林水産物直売所の生産者や農林漁業体験施設の関係者等
を対象とした研修会＞
・各地域で実施。（取りまとめは、3月以降）

＜直売所フェア2018の開催＞
・期間：平成30年10月20日～11月30日（予定）
・内容：スタンプラリー等（予定）
＜農林水産物直売所の生産者や農林漁業体験施設の関係者等
を対象とした研修会＞
・地域の実情に合わせて実施。

8,651 流通販売課

120 「千葉の海」丸ごと満喫
事業

都市と漁村の交流促進、水産物の消費拡大による漁村の活性化
を図るため、観光キャンペーンと連携した水産物直売所のＰＲ等を
展開する。

・配布開始時期　平成29年7月15日　・パンフレット（A4縦半変型
24頁）
・作成部数　12万部（NEXCO版、JR版各6万部）
・配布先　JR主要駅、高速道路SA・PA、水産物直売所、道の駅
等

・配布開始時期　平成30年7月頃　・パンフレット（A4縦半変型）
・作成部数　12万部（NEXCO版、JR版各6万部）
・配布先　JR主要駅、高速道路SA・PA、水産物直売所、道の駅
等

2,870 水産課

平成29年度

121 ネットワークの構築 文化プログラムの実施を通じて新たに結ばれる団体と施設との
ネットワークを、その後の事業展開に活かす。

・懇談会の意見をふまえ、県内の文化団体や文化施設への文化
プログラムの周知により、事業実施を促進した。

・選定された『ちば文化資産』を、県庁内や市町村、文化芸術団
体等と連携して地域活性等に活用していく。

- 県民生活・
文化課

122 ちば文化交流ボックス 県ホームページに「ちば文化交流ボックス」を設け、ちばの文化情
報を紹介するとともに、県主催事業の他、県内各地で行われる文
化イベントや県内の文化資源などの情報を提供する。

・「文化プログラム」のページを追加
・地域のイベント情報76件
・ホームページ閲覧件数　418,295件（12月末日時点）

・地域のイベント情報　目標件数　90件
・ホームページの閲覧目標件数　　55万件

- 県民生活・
文化課

⑳　文化プログラム関連イベントの実施により得られた資源の活用

No. 事業名 事業概要

平成30年度

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

担当部署名進捗状況（1月末時点） 実施計画
当初

予算額
（千円）

No. 事業名 事業概要

平成30年度

⑲　観光等様々な分野との連携による文化資源の活用
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