
Ⅰ一般会計

予算額　　３，７８１億８，６４２万５千円（前年度比　０．１％増）

　１　性質別内訳 （単位：千円）

増減額 伸率％

当初① 構成比％ ６月補正後② 構成比％ ③（①－②） ③／②

346,702,189 91.7 348,349,709 92.2 ▲ 1,647,520 ▲ 0.5

5,985,302 1.6 4,673,079 1.2 1,312,223 28.1

7,757,389 2.0 7,347,065 1.9 410,324 5.6

17,741,545 4.7 17,351,500 4.7 390,045 2.2

378,186,425 100.0 377,721,353 100.0 465,072 0.1

　２　項別内訳 （単位：千円）

増減額 伸率％

当初① 構成比％ ６月補正後② 構成比％ ③（①－②） ③／②

１項 教 育 総 務 費 54,353,095 14.4 54,948,900 14.5 ▲ 595,805 ▲ 1.1

２項 小 学 校 費 126,083,554 33.3 125,891,747 33.4 191,807 0.2

３項 中 学 校 費 74,775,225 19.8 75,192,361 19.9 ▲ 417,136 ▲ 0.6

４項 高 等 学 校 費 82,758,766 21.9 82,724,953 21.9 33,813 0.0

５項 特別支援学校費 34,822,948 9.2 33,926,400 9.0 896,548 2.6

６項 社 会 教 育 費 2,443,751 0.6 2,297,239 0.6 146,512 6.4

７項 保 健 体 育 費 2,949,086 0.8 2,739,753 0.7 209,333 7.6

378,186,425 100.0 377,721,353 100.0 465,072 0.1

　

　３　財源内訳 （単位：千円）

増減額 伸率％

当初① 構成比％ ６月補正後② 構成比％ ③（①－②） ③／②

分 担 金 負 担 金 161,229 0.0 162,358 0.0 ▲ 1,129 ▲ 0.7

使 用 料 手 数 料 11,860,010 3.1 11,934,317 3.2 ▲ 74,307 ▲ 0.6

国 庫 支 出 金 68,858,809 18.2 70,032,782 18.5 ▲ 1,173,973 ▲ 1.7

財 産 収 入 178,404 0.1 168,016 0.0 10,388 6.2

繰 入 金 1,223,924 0.3 385,553 0.1 838,371 217.4

諸 収 入 439,140 0.1 420,819 0.1 18,321 4.4

県 債 2,566,500 0.7 1,777,900 0.5 788,600 44.4

292,898,409 77.5 292,839,608 77.6 58,801 0.0

378,186,425 100.0 377,721,353 100.0 465,072 0.1
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Ⅱ特別会計　奨学資金

予算額　　７億２，４６７万９千円　（前年度比１０．３％減）

平成３０年度 平成２９年度 増減額 伸率％

当初　① ６月補正後　② ③（①－②） ③／②

724,679 807,748 ▲ 83,069 ▲ 10.3

296,110 400,158 ▲ 104,048 ▲ 26.0

428,569 407,590 20,979 5.1

（単位：千円）
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Ⅲ 主要事業 

                                    

Ⅰ 志を持ち、失敗を恐れずチャレンジする人材を育てる 

～夢・チャレンジプロジェクト～ 

 

 

 

（１）ちばっ子「学力向上」総合プランの推進（指導課）174,484千円（H29 171,959千円） 

  児童生徒の学力向上のため、授業中における学習支援、放課後学習の充実、体験学習など 

多様な学習機会の提供、魅力ある授業づくりなどに取り組みます。 

 ［主な事業］ 

  １ 学習サポーター派遣事業 144,453千円 

    児童生徒の学力向上のため、授業中における学習支援、学校教育の一環として行う放課後

学習等の取組に対して、退職教員などを学習サポーターとして小・中学校に派遣します。 

   ［配置校数］公立小中学校 190校 

   ［実施内容］授業中における学習支援、放課後学習 等 

  ２ 多様な学習機会の提供 21,778千円 

    小・中・高等学校が相互に連携し、専門的な学びの機会を提供するとともに、先進的な

理数教育を推進するなど、多様な学習機会を提供します。 

［実施内容］体験学習の推進、先進的な理数教育の推進 

  ３ 魅力ある授業づくり 4,917千円 

    子どもたちの学びの視点から、創意工夫した教材を用いるなど学習内容の充実を図ります。 

 

 

 

（２）道徳教育推進プロジェクト事業（指導課） 32,502千円（H29 32,444千円） 

  小・中・高等学校の児童生徒の発達段階に応じた道徳教育の推進を図ります。 

 ［主な事業］ 

  ・指導用映像資料の作成     21,058千円 

  ・道徳教育推進校における研究   3,200千円 

  ・心の教育推進キャンペーン     2,276千円 

  ・情報モラル教育研修会      3,000千円 

 

 

 

 

 

Ⅰ 志を持ち、失敗を恐れずチャレンジする人材を育てる 

～夢・チャレンジプロジェクト～ 

施策１ 社会を生き抜く力を育む主体的な学びの確立 

施策２ 道徳性を高める実践的人間教育の推進 

※H29 予算については、6 月補正後

予算を記載しています。 



 

 

 

（３）国際的に活躍できる人材の育成（指導課、教育政策課）  

275,158千円（H29 257,473千円） 

  国際的に活躍できる人材を育てるため、海外留学への助成や外国語学習の充実を図る   

とともに、国際感覚や多文化理解の醸成に向けた国際教育交流を推進します。 

 ［事業内容］ 

  １ 高校生等海外留学助成事業（指導課）  15,600千円（H29 15,000千円） 

    高校生等が外国に留学する場合の経費の一部を助成することにより留学を促進します。 

  ２ 英語等外国語教育推進事業（指導課） 242,558千円（H29 226,473千円） 

    県立学校において外国語指導助手（ＡＬＴ）による授業などに取り組みます。 

  ３ 国際教育交流推進事業（教育政策課）  17,000千円（H29 16,000千円） 

    アジア地域に教職員・高校生を派遣し、海外との教育分野での交流を促進します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策５ 郷土と国を愛する心と世界を舞台に活躍する能力の育成 



 

 

 

  

 

 

（１）夜間定時制高等学校夕食費補助事業（学校安全保健課） 

 21,060千円（H29 8,100千円） 

  県立高等学校の夜間定時制課程に在籍する生徒の経済的負担の軽減を図るため、夕食費の 

一部を助成します。 

［対 象 者］生活保護受給世帯・市町村民税所得割非課税世帯 

［補 助 額］200 円/食 

 

 

 

 

 

 

（２）教員の多忙化対策推進モデル事業【新規】（教職員課、体育課）  25,483 千円 

  教員の長時間勤務の改善に向けて、学校への非常勤職員の配置等について検討するため、 

モデル事業を実施します。 

 ［事業内容］ 

  １ スクール・サポート・スタッフの配置（教職員課） 18,789 千円 

教員の事務作業を補助する非常勤職員の配置について検討するため、モデル事業を 

実施します。 

［配置人数］小中学校 20 人 特別支援学校 2人 

  ２ 部活動指導員配置に対する助成（体育課）      6,694 千円 

     市町村による中学校への部活動指導員の配置に対する助成について検討するため、 

モデル事業を実施します。 

［負担割合］国 1/3・県 1/3・市町村 1/3 

［配置人数］10 市町村 30 人（１市町村あたり 3 人） 

 

 

 

 

 

 

 

施策６ 人間形成の場としての活力ある学校づくり 

施策７ 教育現場の重視と教員の質・教育力の向上 

Ⅱ ちばのポテンシャル（潜在能力）を生かした教育立県の土台づくり 

～元気プロジェクト～ 



 

 

 

※一部 施策１７ 学びのセーフティネットの構築 含む 

 

（３）学校におけるいじめ・不登校等対策の推進（指導課）748,378千円（H29 705,688千円） 

  いじめ・不登校等の未然防止、早期発見・解決のため、スクールカウンセラー及びスクール

ソーシャルワーカーを増員するとともに、新たに不登校対策支援チームを設置するなど、児童

生徒が安心して学校生活を送れる環境づくりを進めます。 

 ［事業内容］ 

  １ 学校への支援体制の強化 658,898千円（H29 624,034千円） 

   ・スクールカウンセラーの配置      603,484千円 

     児童生徒のカウンセリングや教職員・保護者への助言・援助を行うスクール    

カウンセラーを配置します。 

    ［配置人数］小学校 150人（10人増） 

          中学校 324人、高等学校 80人、教育事務所等 11人 

   ・スクールソーシャルワーカーの配置     48,221千円 

     問題の解決に向けて福祉機関等との連携や、学校・家庭環境への働きかけを行う  

スクールソーシャルワーカーを配置します。 

    ［配置人数］小中学校 15人（3人増） 高等学校 7人（皆増） 

   ・不登校対策支援チームの設置【新規】 7,193千円 

     不登校児童生徒のうち、長期化しているケースを対象に知見のある専門家等がチーム    

を組んで支援にあたります。 

  ２ 相談体制等の充実 61,667千円（H29 61,247千円） 

   ・子どもと親のサポートセンター等における相談事業       

    ［センターでの窓口相談］平日8:30～17:15 

    ［２４時間子供ＳＯＳダイヤル電話相談］平日17:15～翌朝8:30、土日祝日 24時間 

  ３ 学校におけるいじめ対応力強化 27,813千円（H29 20,407千円） 

   ・生徒指導アドバイザーの配置              6,672千円 

   ・いじめ問題対策リーダー養成集中研修          3,672千円 

   ・いじめ防止啓発資料                  3,265千円 

   ・いじめ防止対策推進条例に基づく調査会等        1,204千円 

   ・教育支援センターの整備促進等に関する調査研究事業  13,000千円 

 

 

 

 

 

施策８ いじめ防止対策の推進 



 

 

 

 

（４）特別支援アドバイザー事業（特別支援教育課）  61,681千円（H29 59,286千円） 

障害のある子どもたちの指導方法や支援体制について、公立の幼稚園、小・中・高等学校 

からの要請に応じて特別支援アドバイザーを派遣し、教職員等に助言・援助を行います。 

 ［配置数］21人（各教育事務所） 

 ［助言等内容］ 

  ・学習上、生活上の指導・支援のあり方 

  ・個別の指導計画及び教育支援計画の作成・活用 

  ・校（園）内の支援体制づくり 等 

 

 

（５）特別支援学校を拠点とした障害者スポーツ振興事業【新規】（特別支援教育課） 

 12,000 千円 

  共生社会の形成に向けて、障害者スポーツを身近なものとし、スポーツによる地域との交流

を深めるため、特別支援学校を拠点として障害者スポーツの振興を図ります。 

 ［事業内容］ 

  ・特別支援学校における障害者スポーツの普及・啓発 

  ・地域の小・中学校等との交流及び共同学習の実施 

 

 

（６）特別支援学校整備事業（財務施設課） 365,900千円（H29 52,450千円） 

（債務負担行為 59,000千円） 

  児童生徒の増加に伴い、教室不足・過密の状況が著しい特別支援学校について、校舎等の 

整備を行います。 

 ［主な事業］ 

  ・柏特別支援学校の高等部分離に伴う学校新設（120人規模に対応）【新規】 26,500千円 

  ・市川特別支援学校作業棟増築（30人規模に対応）        169,100千円 

  ・君津特別支援学校作業棟増築（20人規模に対応）         83,850千円 

  ・市原特別支援学校教室棟増築（56人規模に対応）         76,000千円 

  ・桜が丘特別支援学校教室棟増築（57人規模に対応）【新規】        9,000千円 

 

 

 

 

 

施策１０ 一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進 



 

施策１１ 読書県「ちば」の推進  

 

（７）新県立図書館基本計画策定事業【新規】（生涯学習課）       15,000千円 

  良質な図書館サービスを提供するため、3館体制の県立図書館について、1館に機能集約を 

図ることとし、新県立図書館の整備に係る基本計画を策定します。 

 ［事業内容］ 

  ・図書館の施設構成と規模の検討 

  ・工程計画の策定と工事費概算の算出 

  ・機能集約に伴う移転スケジュールや課題の整理 等 

 

 

 

 

（８）総合スポーツセンター野球場耐震・大規模改修事業（体育課） 

381,800 千円（H29 70,000 千円） 

  （債務負担行為 571,000 千円） 

  老朽化し、耐震性の不足する総合スポーツセンター野球場について、耐震改修等を行う  

とともに、施設機能の充実を図るために必要な改修を行います。 

 ［事業内容］ 

改修工事 381,800 千円 

 ［整備内容］ 

  耐震改修、老朽化対応等改修、両翼・センターの延伸 等 

 ［供用開始］ 平成 32 年 4 月 

 

 

（９）千葉県競技力向上推進本部事業（体育課）  200,000 千円（H29 200,000 千円） 

  本県スポーツ選手の育成・強化を図るとともに、スポーツを通じた活力ある地域づくりを 

推進するため、千葉県競技力向上推進本部が行う事業に対して助成します。 

 ［事業内容］ 

  ・国体選手強化・サポート事業 

  ・ちばジュニア強化事業 

  ・スポーツ医・科学サポート事業 等 

 

 

 

 

 

施策１２ フェアプレーの精神を育て、楽しさや感動を分かち合うスポーツの推進 



 

 

（１０）東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業（体育課） 

100,000 千円（H29 100,000 千円） 

  東京オリンピック・パラリンピックに本県出身の選手を１人でも多く輩出するため、   

ジュニア世代の選抜選手及び障害者スポーツ選手を強化する取組に助成します。 

  開催年に向けて、特に出場が期待される選手の強化に重点化していきます。 

 ［事業内容］ 

  ・選手強化の取組への助成 

 

 

（１１）ちばアクアラインマラソン開催事業（体育課）140,000 千円（H29 47,000 千円） 

  スポーツを通じた健康増進や体力向上の促進と、千葉県が有する様々な魅力の発信のために、

東京湾アクアラインを活用した「ちばアクアラインマラソン２０１８」を開催します。 

 ［開催日程］平成 30 年 10 月 21 日（日） 

 ［種目等］フルマラソン 12,000 人（参加料 12,500 円） 

      ハーフマラソン・車いすハーフマラソン 5,000 人（参加料 9,500 円） 

 

 

（１２）オリンピック・パラリンピックを活用した教育推進事業（教育政策課） 

9,000千円（H29 9,900千円） 

  東京オリンピック・パラリンピックを契機とした教育を推進し、児童生徒に国際感覚や  

スポーツの楽しさ、ボランティア精神、障がい者への理解等を身につけさせ、大会後も無形の

レガシーとして引き継いでいきます。 

 ［事業内容］ 

    ・推進校（60 校）におけるオリンピック・パラリンピック教育の実践  6,000 千円 

 ・全国中核拠点との連携                                          639 千円 

・事業成果の普及                         2,361 千円 

    

 

  



 

 

 

（１３）千葉県立中央博物館特別展（文化財課）             15,427千円 

  千葉県立中央博物館の特別展「恐竜ミュージアム in ちば」を開催します。 

 ［開催時期］平成 30 年 7 月中旬～9月下旬の 70 日間（予定） 

 ［展示内容］ 

  ・恐竜全身骨格標本の展示 

  ・「千葉県初!恐竜かもしれない骨化石」の展示 

  ・化石発掘体験 等 

 

 

（１４）文化財保存整備助成事業（文化財課） 42,600 千円（H29 42,845 千円） 

  文化財の適正な保存管理とその活用を図るため、国・県指定文化財の保存整備・修理等の 

事業に対して助成します。 

 ［助成内容］ 

  １ 文化財保存整備事業 38,500千円 

   ［補助対象］国指定文化財6件、県指定文化財7件 計13件 

   ［補 助 率］国指定文化財 国庫補助額を控除した額の1/2以内 

         県指定文化財 1/2以内 

  ２ 無形民俗文化財保存伝承事業 4,100千円 

   ［補助対象］国指定文化財1件、県指定文化財1件 計2件 

   ［補 助 率］上記に準じる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１３ ちば文化の継承と新たな創造 



 

（１５）「明治１５０年」関連事業【新規】（文化財課）          4,113 千円 

平成 30 年（2018 年）が明治元年（1868 年）から満 150 年にあたることをきっかけとして、

明治以降の歩みを次世代に遺し、明治の精神に学び、日本の強みを再認識するため、「明治 

時代の千葉」に関連する展示等を実施します。 

   ［主な事業］ 

    ・関宿城博物館企画展「文明開化の『力』（仮称）」 

・県立美術館アート・コレクション「近代洋画の先駆者・浅井忠」 

 

 

 

 

（１６）県立学校における安全対策（財務施設課） 

2,184,600 千円（H29 1,496,000 千円） 

  県立学校施設の安全を確保するため、屋内運動場等の天井の落下防止対策を行うとともに、

老朽化の著しい京葉工業高校実習棟の改築等を行います。 

 ［事業内容］ 

  １ 県立学校非構造部材対策事業 1,540,000千円（H29 1,130,000千円） 

   ［実施内容］屋内運動場等における天井材（非構造部材）、照明器具等の落下防止対策工事 

   ［事業箇所］設計 24校28棟、改修工事 25校25棟 

  ２ 県立学校老朽化対策事業      644,600千円（H29  366,000千円） 

   ［事業箇所］ 

    ・京葉工業高校電子・建設棟、第２建設棟及び第２電子棟の改築    623,000千円 

    ・耐震性の不足により使用を中止した校舎等の解体          21,600 千円 

      設計・工事（1校 1棟） 

      設計（4校 4棟） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１４ 安全・安心な学びの場づくりの推進 



 

（１７）県立学校長寿命化対策事業【新規】（財務施設課）          279,589 千円 

  県立学校施設の長寿命化対策を推進するため、「千葉県県有建物長寿命化計画」に基づき、  

大規模改修等を行います。 

 ［事業内容］ 

  １ 県立学校大規模改修   46,922千円   

   ［事業箇所］調査・基本設計 5校23棟 

  ２ 県立学校外壁等改修  232,667千円 

   ［実施内容］外壁・屋上防水工事、サッシ交換工事 

   ［対象施設］大規模改修の着手が平成35年度以降となる施設のうち、老朽化が著しいもの 

［事業箇所］実施設計 20校23棟 

 

 

（１８）高等学校再編事業（財務施設課）   168,300千円（H29 602,500千円） 

  県立学校改革推進プラン等に基づく魅力ある高等学校づくりを進めるため、県立学校の  

施設・設備の整備を行います。 

 ［主な事業］ 

  ・市原・鶴舞桜が丘高校の統合           165,000千円 

  ・我孫子東高校への福祉コースの設置        2,100千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

（１）家庭教育支援チーム設置推進事業（生涯学習課）  3,000千円（H29 3,000千円） 

  少子化や核家族化、地域のつながりの希薄化などにより、子育て中の保護者が孤立すること

を防ぐため、市町村が設置する「家庭教育支援チーム」の運営費に対して助成します。 

 ［負担割合］国 1/3、県 1/3、市町村 1/3 

 ［事業内容］親同士の交流の場や子育てに関する学習機会の提供 等 

 

 

 

 

（２）放課後子供教室推進事業（生涯学習課） 120,065 千円（H29 110,875 千円） 

  子どもたちの安全・安心な居場所づくりのため、市町村が小学校の余裕教室等を活用し、 

地域住民の協力を得て、勉強やスポーツ、地域との交流等を行う「放課後子供教室」の運営費

に対して助成します。 

 ［負担割合］国1/3、県1/3、市町村1/3 

 

 

 

 

（３）公立高等学校就学支援金（財務施設課） 9,610,000 千円（H29 9,698,000 千円） 

  公立高校に在学する生徒の経済的負担の軽減を図るため、授業料相当額を支給します。 

 ［対 象 者］県立・市立高校生（保護者の市町村民税所得割額の合計が304,200円未満の者） 

 ［支 給 額］授業料相当額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 教育の原点としての家庭の力を高め、人づくりのために力をつなげる 

～チームスピリットプロジェクト～ 

施策１６ つながりや支え合いによる地域コミュニティの形成と生涯学習社会の実現 

施策１７ 学びのセーフティネットの構築 

施策１５ 親の学びと家庭教育への支援 

 



 

（４）公立高等学校等奨学のための給付金（財務施設課） 

1,077,085千円（H29 1,125,000千円） 

  公立高校等に在学する生徒の保護者の教育費負担軽減を図るため、奨学のための給付金を 

支給します。 

 ［対 象 者］国公立高校生、高等専門学校等の生徒がいる保護者等 

       （市町村民税所得割額が非課税である世帯） 

 ［支 給 額］ 

  国公立高校等に在学する者で、１人につき以下の額 

  ・生活保護受給世帯                 年32,300円 

  ・第１子の高校生等がいる世帯            年80,800円（通信制36,500円） 

  ・23歳未満の扶養されている兄・姉がいる世帯で、第２子以降の高校生等がいる世帯 

                            年129,700円（通信制36,500円） 

 

 

（５）特別会計奨学資金（財務施設課） 724,679千円（H29 807,748千円） 

  高等学校等の在学者で経済的理由により修学が困難な者に対し、学資を貸し付けます。 

 ・貸付金  723,790千円（H29  806,851千円） 

   貸付枠  2,265人分 

   貸付月額 10,000円・20,000円・30,000円（選択制） 

 ・国庫返還金   889千円（H29  897千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（１）教職員人件費（給料等）（教育総務課、福利課） 

           341,802,175 千円（H29 343,611,237 千円） 

平成２９年９月１日現在の学校職員及び教育庁職員の現員数により、給与・職員 

手当等の年間所要見込み額を計上します。 

 

（２）教職員定数（教職員課） 37,401人（H29 37,402人） 

［内訳］                               （単位：人） 

学校種別 
30 年度 29 年度 増減 

①－② 
増減理由 

① ② 

小学校 16,523 16,410 113 学級増による増 等 

中学校 9,014 9,148 ▲134 学級減による減 等 

高等学校 7,931 7,943 ▲12 学級減による減 等 

特別支援学校 3,933 3,901 32 学級増による増 等 

計 37,401 37,402 ▲1 
 

 

（３）県立施設トイレ改修事業（生涯学習課、文化財課、体育課） 

144,710 千円（H29 3,240 千円） 

  県立施設のトイレについて、施設の魅力向上を図るために、改修工事を行います。 

 ［事業内容］ 

  ・社会教育施設トイレ改修         40,350 千円 

  ・総合スポーツセンタートイレ改修    104,360 千円 

   

Ⅳ その他 


