
事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅰ－３－①国際交流・多分化共生の推進

1 国際交流、国際協力の活発化 姉妹州・友好都市との交流 国際交流推進事業 一般 15,000 2,353
ベトナムでの下水施設管理等の
協力

バイオ関連海外ビジネス・研究開発交流支援事業 一般 2,000 再掲 0

ベトナムでの下水施設管理等の
協力

千葉の国際協力推進事業 一般 3,800 3,049

その他 国際交流員設置事業 一般 4,952 4,539
合　　　　計　（Ａ） 25,752 9,941
再掲事業の計　（Ｂ） 2,000 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 23,752 9,941

2
外国人県民にも暮らしやすい
地域づくり

外国人県民向けの多言語による
情報提供

外国人県民向けの情報提供体制整備事業 一般 4,490 2,386

外国人県民の地域社会への参加
促進と支援体制整備

多文化共生社会づくり推進事業 一般 1,460 381

外国人集住地域総合対策の推進 外国人集住地域総合対策 一般 350 0
合　　　　計　（Ａ） 6,300 2,767
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 6,300 2,767

3
多様な文化を認め合う国際社
会の担い手の育成

高校生等の海外派遣・受入れの
支援

教育施策企画立案費の一部（高校生等の国際交流
の支援）

一般 2,581 1,766

外国人児童生徒等の受入れ体制
整備のための教育相談員の配置

国際化推進費の一部（外国人児童生徒等教育相談
員派遣事業）

一般 9,793 8,233

その他 語学指導等を行う外国青年招致事業 一般 1,719 1,473
合　　　　計　（Ａ） 14,093 11,472
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 14,093 11,472
合　　　　計　（Ａ） 46,145 24,180
再掲事業の計　（Ｂ） 2,000 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 44,145 24,180

一般 44,145 24,180
特別 0 0
企業 0 0
計 44,145 24,180

当初予算額
(単位：千円）

再掲会計
決算額

(単位：千円）
取組
番号

事業名取組名

純計の内訳
（会計別）

施　　　　　策　　　　　計

予算事業名

(注）事業費の支出がないもの（通常業務の運営費や人件費等によって実施するものは）は金額を

「－」とした。補正予算措置等により、年度途中から実施が決まった予算事業には★印を付した。

－13－



事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅰ－３－②ちば文化の創造と千葉県民のアイデンティティーの醸成

1
文化芸術活動を支えるための仕
組みづくり

「千葉・県民芸術祭」の開催 千葉・県民芸術祭事業 一般 4,460 再掲 4,325

国等の支援制度や企業メセナ等
に関する情報の提供

国等の助成制度や企業メセナ等に関する情報の提
供

ー ー

文化芸術ボランティア活動の情
報ネットワークの運営

「文化活動ボランティアネットワーク」事業 ー ー

合　　　　計　（Ａ） 4,460 4,325
再掲事業の計　（Ｂ） 4,460 4,325
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0

2 文化に触れ、親しむ環境づくり 質の高い文化の提供 県民芸術劇場公演事業 一般 20,781 18,118
質の高い文化の提供 学校における芸術鑑賞事業 一般 26,424 25,172

質の高い文化の提供
文化行政推進事業の一部（㈶ﾆｭｰﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰｵｰｹｽﾄﾗ
千葉運営費補助）

一般 19,568 17,651

美術館・博物館の専門性を生か
した展示・普及事業の実施

博物館管理費の一部（県立美術館・博物館・常設
展・企画展）

一般 953,618 818,934

美術館・博物館の専門性を生か
した展示・普及事業の実施

「ちば文化発信プロジェクト」事業 一般 34,400 33,207

市町村図書館等とも連携した県
民の読書・調査・研究活動の支

図書館管理費の一部（県立図書館の市町村図書館
支援事業）

一般 14,932 12,407

市町村図書館等とも連携した県
民の読書・調査・研究活動の支

図書館管理費の一部（図書購入事業） 一般 85,000 83,002

児童生徒に対する演奏指導（洋
楽）の実施

プロに学ぼう「器楽クリニック」 一般 1,200 1,200

千葉県少年少女オーケストラの
活動支援

千葉県少年少女オーケストラ育成事業 一般 46,670 43,998

若者の文化芸術活動サポート事業 一般 1,060
合　　　　計　（Ａ） 1,203,653 1,053,689
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,203,653 1,053,689

3
文化資源を活用した地域の活性
化

地域の文化資源の活用 文化資源活用シンポジウム開催事業 一般 300 202

千葉の文化資源情報の提供 「ちばの文化資源再発見」事業 ー ー
海・山・川の現場（フィール
ド）で展開する博物館活動

博物館管理費の一部（千葉フィールドミュージア
ム）

一般 3,208 2,859

合　　　　計　（Ａ） 3,508 3,061
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,508 3,061

4 伝統文化の保存・継承
伝統文化に県民が触れる機会の
提供

伝統芸能ふれあい体験事業 一般 2,000 1,703

児童生徒に対する演奏指導（邦
楽）の実施

プロに学ぼう「器楽クリニック」 一般 800 800

民俗芸能の普及・担い手育成の
ための公開事業の実施

房総の郷土芸能 一般 885 885

美術館・博物館における講座・
体験事業の実施

県立美術館・博物館の県民参加型体験事業 ー －

発掘で出土した文化財の管理と
学校等と連携した活用

文化財普及事業費の一部（出土文化財管理活用事
業）

一般 2,093 1,484

国・県指定文化財の保存修理の
支援

文化財保存整備事業助成費 一般 38,099 34,746

合　　　　計　（Ａ） 43,877 39,618
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0

取組名
取組
番号

事業名 再掲
決算額

(単位：千円）
会計

当初予算額
(単位：千円）

予算事業名

再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 43,877 39,618

5 千葉アイデンティティーの醸成 県内での地域間世代交流の促進 ちばの地域力向上・タイアップ事業 一般 7,500 再掲 4,401
市町村・企業等と連携した県民
の日に係る事業の展開

県民の日事業 一般 14,000 10,862

合　　　　計　（Ａ） 21,500 15,263
再掲事業の計　（Ｂ） 7,500 4,401
純計　（Ａ）－（Ｂ） 14,000 10,862
合　　　　計　（Ａ） 1,276,998 1,115,956
再掲事業の計　（Ｂ） 11,960 8,726
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,265,038 1,107,230

一般 1,265,038 1,107,230
特別 0 0
企業 0 0
計 1,265,038 1,107,230

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

(注）事業費の支出がないもの（通常業務の運営費や人件費等によって実施するものは）は金額を「－」

とした。補正予算措置等により、年度途中から実施が決まった予算事業には★印を付した。

－14－



事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅰ－３－③スポーツの振興

1 地域スポーツ環境の整備
総合型地域スポーツクラブの設
立への支援

社会体育指導費の一部（千葉県広域スポーツセン
ター事業）

一般 930 465

スポーツ指導者の養成・資質向 スポーツ指導費 一般 1,070 577

その他 ★総合スポーツセンター施設整備事業 一般 40,754

その他 ★総合スポーツセンター施設整備事業 一般 99,643

合　　　　計　（Ａ） 2,000 141,439
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,000 141,439

2 千葉の競技力の向上
千葉の競技力向上に向けた選手
の発掘と育成・強化活動への支

競技力向上費 一般 200,000 189,839

合　　　　計　（Ａ） 200,000 189,839
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 200,000 189,839

3
「みるスポーツ」「するス
ポーツ」の推進

国際スポーツ大会の開催
スポーツ振興諸費の一部（国際千葉駅伝開催事
業）

一般 16,000 15,200

総合型地域スポーツクラブにお
ける活動への支援

社会体育指導費の一部（千葉県広域スポーツセン
ター事業）

一般 930 再掲 465

生涯スポーツの振興に向けた情
報提供

社会体育指導費の一部（千葉県広域スポーツセン
ター事業）

一般 930 再掲 465

生涯スポーツの振興に向けた情
報提供

生涯スポーツの振興に向けた情報提供 ー ー

地域のスポーツ拠点となる学校
体育施設の開放

社会体育指導費の一部（県立学校体育施設開放事
業）

一般 2,005 1,573

その他 ちばアクアラインマラソン（仮称）開催事業 一般 45,000 44,995
合　　　　計　（Ａ） 64,865 62,698
再掲事業の計　（Ｂ） 1,860 930
純計　（Ａ）－（Ｂ） 63,005 61,768

4 ゆめ半島千葉国体・ゆめ半島
合　　　　計　（Ａ） 0 0
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0
合　　　　計　（Ａ） 266,865 393,976
再掲事業の計　（Ｂ） 1,860 930
純計　（Ａ）－（Ｂ） 265,005 393,046

一般 265,005 393,046
特別 0 0
企業 0 0
計 265,005 393,046

純計の内訳
（会計別）

施　　　　　策　　　　　計

決算額
(単位：千円）

当初予算額
(単位：千円）

予算事業名
取組
番号

取組名 事業名 再掲会計

(注）事業費の支出がないもの（通常業務の運営費や人件費等によって実施するものは）は金額を

「－」とした。補正予算措置等により、年度途中から実施が決まった予算事業には★印を付した。

－15－
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