
事業整理票（２４年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅲ－４－①交流拠点都市の形成

高規格幹線道路等の整備促進 道路直轄事業負担金 一般 11,150,000 再掲 14,838,075
成田空港周辺地域の国道・県道 国道道路改築事業 一般 590,000 再掲 772,447
成田空港周辺地域の国道・県道
の整備推進

社会資本整備総合交付金事業 一般 5,895,000 再掲 6,356,285

成田空港周辺地域の国道・県道
の整備推進

地域自主戦略交付金事業（道路） 一般 再掲 1,800,849

成田空港周辺地域の国道・県道
の整備推進

県単道路改良事業 一般 3,540,813 再掲 4,022,955

成田国際物流複合基地（北側地
区）の整備の検討

成田国際物流複合基地（北側地区）の整備の検討 再掲

成田国際空港南部地域公共交通
会議への参画

成田国際空港南部地域公共交通会議への参画 再掲

千葉ニュータウンのまちづくり
の推進

千葉北部地区事業
(千葉ニュータウン)

企業 5,065,635 3,081,520

合　　　　計　（Ａ） 26,241,448 30,872,131
再掲事業の計　（Ｂ） 21,175,813 27,790,611
純計　（Ａ）－（Ｂ） 5,065,635 3,081,520

大学と地域が連携したまちづく
りプロジェクトの普及

つくばエクスプレス沿線の大学と地域が連携した
まちづくり推進事業

一般 1,000

地域における産学官連携の促進 新事業・新産業創出支援事業 一般 29,778 再掲 28,695

地域における産学官連携の促進
東葛テクノプラザ管理運営事業の一部（大学連携
促進業務）

一般 148 再掲 148

つくばエクスプレス沿線土地区
画整理事業の実施

つくばエクスプレス沿線整備事業 特別 10,985,768 再掲 9,219,983

つくばエクスプレス沿線土地区
画整理事業の実施

県単つくばエクスプレス沿線整備事業（一般会
計）

一般 1,200 再掲 525

合　　　　計　（Ａ） 11,017,894 9,249,351
再掲事業の計　（Ｂ） 11,016,894 9,249,351
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,000 0

未利用地の土地活用の推進 若葉住宅地区都市基盤整備工事等 企業 1,543,160 732,122
未利用地の土地活用の推進 豊砂地区都市基盤整備工事等 企業 3,150,900 660,688
幕張ベイタウン事業の着実な推 幕張ベイタウン都市基盤整備工事等 企業 835,461 220,737
幕張メッセを中心とした文化・
芸術面及び国際的な情報発信機
能の強化

日本コンベンションセンター国際展示場事業 特別 1,842,525 1,767,388

幕張メッセを中心とした文化・
芸術面及び国際的な情報発信機
能の強化

幕張新都心の持つ魅力を高めるための千葉市との
共同調査事業

一般 2,500 2,494

立地企業や大学等の連携促進 県単公園整備事業 一般 5,000 再掲 2,839
立地企業や大学等の連携促進 公園管理費 一般 400 再掲

合　　　　計　（Ａ） 7,379,946 3,386,268
再掲事業の計　（Ｂ） 5,400 2,839
純計　（Ａ）－（Ｂ） 7,374,546 3,383,429

かずさアカデミアパークへの企
業誘致

関連施設整備等事業 一般 11,748 再掲 10,526

かずさアカデミアパークへの企
業誘致

公的施設等用地確保事業 一般 765,727 再掲 767,611

かずさアカデミアパークの都市
計画の見直しを含む土地利用規
制等の緩和

かずさアカデミアパークの土地利用規制等の見直
し促進

0 再掲 0

県立かずさアカデミアホールの
利用促進

かずさアカデミアホール事業 一般 453,500 再掲 461,323

その他 かずさＤＮＡ研究所研究促進事業 一般 1,180,051 再掲 1,168,336

その他
バイオ関連産業等支援事業（かずさインキュベー
ションセンター管理事業）

一般 27,258 再掲 27,258

その他
バイオ関連産業等支援事業（交流支援施設利用促
進事業）

一般 10,933 再掲 10,723

その他
バイオ関連産業等支援事業（インキュベーション
施設支援事業）

一般 6,183 再掲 2,334

その他
バイオ関連産業等支援事業（かずさインキュベー
ションセンター修繕事業）

一般 2,276 再掲 2,240

合　　　　計　（Ａ） 2,457,676 2,450,351
再掲事業の計　（Ｂ） 2,457,676 2,450,351
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0
合　　　　計　（Ａ） 47,096,964 45,958,101
再掲事業の計　（Ｂ） 34,655,783 39,493,152
純計　（Ａ）－（Ｂ） 12,441,181 6,464,949

一般 3,500 2,494
特別 1,842,525 1,767,388
企業 10,595,156 4,695,067
計 12,441,181 6,464,949

決算額
(単位：千円）

取組
番号

取組名

2

東京湾アクアラインを活用し
たかずさアカデミアパークの
活性化

成田国際空港都市づくり1

3
新たな産業と文化の発信拠点
としての幕張新都心の整備

施　　　　　策　　　　　計

柏・流山地域における大学と
地域が連携したまちづくり

事業名 再掲会計
当初予算額

(単位：千円）

4

予算事業名

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。
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事業整理票（２４年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅲ－４－②交流基盤の強化

東京10号線延伸新線の事業化に
向けた検討

鉄道関係期成同盟等負担金 一般 20 20

つくばエクスプレスの利便性向
上に向けた取組

鉄道関係期成同盟等負担金 一般 100 100

つくばエクスプレスの利便性向 鉄道関係期成同盟等負担金 一般 100 100
合　　　　計　（Ａ） 220 220
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 220 220

東葉高速鉄道株式会社に対する
支援

東葉高速鉄道出資金 一般 1,510,000 1,510,000

東葉高速鉄道株式会社に対する
支援

東葉高速鉄道利子補給金 一般 108,628 103,735

北総鉄道株式会社の運賃値下げ
に対する支援

北総鉄道運賃値下げ支援補助 一般 75,000 75,000

中小鉄道の安全性向上に対する
支援

鉄道輸送対策事業費補助 一般 32,497 31,249

鉄道駅エレベーター等の整備支 鉄道駅エレベーター等整備事業補助 一般 40,000 再掲 40,000
超低床ノンステップバスの整備
支援

ノンステップバス等整備事業補助 一般 21,600 再掲 21,375

合　　　　計　（Ａ） 1,787,725 1,781,359
再掲事業の計　（Ｂ） 61,600 61,375
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,726,125 1,719,984

いすみ鉄道株式会社の基盤維持
に対する支援

いすみ鉄道基盤維持費補助 一般 61,000 58,536

地方バス路線の維持・確保に対
する支援

バス運行対策費補助 一般 94,000 94,000

合　　　　計　（Ａ） 155,000 152,536
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 155,000 152,536

物流課題の改善に向けた取組
政策調整・調査事業（千葉県総合物流施策推進事
業）

一般 88

成田国際物流複合基地（南側）
の整備推進

物流用地（成田地区）造成整備事業 企業 194,948 83,509

合　　　　計　（Ａ） 195,036 83,509
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 195,036 83,509

高規格幹線道路等の整備促進 道路直轄事業負担金 一般 11,150,000 14,838,075
高規格幹線道路等の整備促進 (独)日本高速道路保有・債務返済機構出資金 一般 23,000 23,000
高規格幹線道路等の整備促進 道路受託事業 一般 17,700 13,000
高規格幹線道路等の整備促進 道路諸費 一般 14,468 14,029
高規格幹線道路等の整備促進 交通調査事業 一般 21,000 21,000
高規格幹線道路等の整備促進 県単道路改良事業 一般 71,900 69,988

合　　　　計　（Ａ） 11,298,068 14,979,092
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 11,298,068 14,979,092

国道及び県道のバイパス・現道
拡幅の整備推進

国道道路改築事業 一般 590,000 772,447

国道及び県道のバイパス・現道
拡幅の整備推進

社会資本整備総合交付金事業（住宅） 一般 5,778,000 4,505,365

国道及び県道のバイパス・現道
拡幅の整備推進

社会資本整備総合交付金事業 一般 5,895,000 6,356,285

国道及び県道のバイパス・現道
拡幅の整備推進

地域自主戦略交付金事業（道路） 一般 1,810,049

国道及び県道のバイパス・現道
拡幅の整備推進

県単道路改良事業 一般 3,540,813 4,022,983

国道及び県道のバイパス・現道
拡幅の整備推進

地方特定道路整備事業 一般 666,700 581,229

国道及び県道のバイパス・現道
拡幅の整備推進

県単橋りょう架換事業 一般 323,000 184,206

国道及び県道のバイパス・現道
拡幅の整備推進

県単耐震橋りょう緊急架換事業 一般 840,250 408,231

国道及び県道のバイパス・現道
拡幅の整備推進

県単道路調査事業 一般 9,000 8,624

国道及び県道のバイパス・現道
拡幅の整備推進

道路受託事業 一般 490,000 858,238

観光地へのアクセスを強化する
道路の整備推進

ふさの道観光道路ネットワーク事業 一般 434,000 333,991

合　　　　計　（Ａ） 18,566,763 19,841,648
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 18,566,763 19,841,648

再掲

地域内公共交通の確保

千葉県物流戦略の推進

地域間交流を支える道路の整
備

広域間交流を支える道路の整
備

取組
番号

2

予算事業名取組名 会計
決算額

(単位：千円）

地域間交流を促進する公共交
通網の充実強化

5

6

当初予算額
(単位：千円）

広域交流を促進する公共交通
網の整備

3

4

1

事業名

-40-



事業整理票（２４年度事業費一覧） 様式１－２

再掲
取組
番号

予算事業名取組名 会計
決算額

(単位：千円）
当初予算額

(単位：千円）
事業名

大型船舶に対応した岸壁の整備 港湾直轄事業負担金 一般 270,000 再掲 235,459
緑地プロムナード・旅客船埠頭
の整備

地域自主戦略交付金・港湾事業（みなと振興交付
金事業）

一般 180,000 206,958

港湾緑地の整備
地域自主戦略交付金・港湾事業（港湾環境整備事
業）

一般 254,000 321,850

その他
地域自主戦略交付金・港湾事業（統合補助事業
（利便性向上））

一般 36,000 55,668

その他 県単港湾整備事業 一般 37,000 29,035
その他 県単港湾調査事業（港湾） 一般 38,000 21,799
その他 港湾整備事業 特別 774,000 532,167

その他
港湾管理事業運営費（千葉中央ふ頭コンテナター
ミナル利用拡大事業）

一般 20,000 12,050

その他
社会資本整備総合交付金・港湾事業（港湾改修事
業（木更津港））

一般 40,000 72,187

その他
社会資本整備総合交付金・港湾事業（港湾改修事
業（千葉港）（防災安全対策））

一般 40,000 再掲 54,411

合　　　　計　（Ａ） 1,689,000 1,541,584
再掲事業の計　（Ｂ） 310,000 289,870
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,379,000 1,251,714
合　　　　計　（Ａ） 33,691,812 38,379,948
再掲事業の計　（Ｂ） 371,600 351,245
純計　（Ａ）－（Ｂ） 33,320,212 38,028,703

一般 32,351,264 37,413,027
特別 774,000 532,167
企業 194,948 83,509
計 33,320,212 38,028,703

7

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

港湾の整備・振興

(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。
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事業整理票（２４年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅲ－４－③県土の基盤の充実

交通遮断時間の多い踏切除去の
推進

社会資本整備総合交付金事業（公共街路） 一般 2,281,000 1,706,939

交通遮断時間の多い踏切除去の
推進

社会資本整備総合交付金事業（住宅街路） 一般 1,040,000 556,604

交通遮断時間の多い踏切除去の
推進

社会資本整備総合交付金事業（街路） 一般 700,000 44,618

交通遮断時間の多い踏切除去の
推進

地方特定道路整備事業 一般 354,000 57,648

交通遮断時間の多い踏切除去の
推進

県単街路整備事業 一般 570,932 197,322

交通遮断時間の多い踏切除去の
推進

地域自主戦略交付金事業（住宅街路） 一般 50,000 0

交通遮断時間の多い踏切除去の
推進

地域自主戦略交付金事業（街路） 一般 1,287,000 234,581

市街地交通の円滑化を図る道路
整備の推進

社会資本整備総合交付金事業（公共街路） 一般 2,281,000 再掲 1,706,939

市街地交通の円滑化を図る道路
整備の推進

社会資本整備総合交付金事業（住宅街路） 一般 1,040,000 再掲 556,604

市街地交通の円滑化を図る道路
整備の推進

社会資本整備総合交付金事業（街路） 一般 700,000 再掲 44,618

市街地交通の円滑化を図る道路
整備の推進

地方特定道路整備事業 一般 354,000 再掲 57,648

市街地交通の円滑化を図る道路
整備の推進

県単街路整備事業 一般 570,932 再掲 197,322

市街地交通の円滑化を図る道路
整備の推進

地域自主戦略交付金事業（住宅街路） 一般 50,000 再掲 0

市街地交通の円滑化を図る道路
整備の推進

地域自主戦略交付金事業（街路） 一般 1,287,000 再掲 234,581

合　　　　計　（Ａ） 12,565,864 5,595,424
再掲事業の計　（Ｂ） 6,282,932 2,797,712
純計　（Ａ）－（Ｂ） 6,282,932 2,797,712

道路橋の長寿命化 橋りょう修繕事業 一般 2,250,000 1,896,047
道路橋の長寿命化 橋りょう補修事業 一般 0
道路橋の長寿命化 道路維持事業（橋梁補修） 一般 0
河川施設の長寿命化 河川管理施設機能確保事業 一般 91,000 108,631
港湾の維持管理計画の策定 長寿命化計画策定事業（港湾及び海岸） 一般 65,000 45,572
県立都市公園の公園施設の長寿
命化

公共公園整備事業 一般 335,000 再掲 276,771

県立都市公園の公園施設の長寿
命化

県単公園整備事業 一般 230,120 再掲 89,660

県立都市公園の公園施設の長寿
命化

公園管理費 一般 43,395 再掲 42,106

流域下水道施設の長寿命化 流域下水道事業 特別 1,592,000 1,095,472

その他
地域自主戦略交付金・港湾事業（統合補助事業
（延命化））

一般 198,000 150,510

その他 港湾施設運営費（維持補修及び管理委託） 特別 93,125 92,007

その他
地域自主戦略交付金・港湾海岸事業（老朽化対策
緊急事業）

一般 50,000 81,525

その他 県単港湾調査事業（海岸） 一般 19,140 22,135

その他
県単港湾海岸整備事業及び県単うるおいのある海
岸づくり事業

一般 298,600 134,885

その他 県単港湾維持事業 一般 255,060 254,018
その他 県単港湾管理事業運営費（維持補修） 一般 107,380 100,586
その他 県単港湾管理事業運営費（管理委託） 一般 645,918 632,125
その他 舗装道路修繕事業 一般 5,500,000 5,437,255
その他 道路維持修繕費 一般 1,125,487 1,212,615
その他 道路管理費 一般 583,602 640,193
その他 道路掘さく復旧事業 一般 300,808 308,021
その他 道路維持事業 一般 265,000 242,411
その他 道路調査事業 一般 212,259 217,400
その他 舗装道補修事業 一般 32,000 32,000
その他 地域自主戦略交付金（沿道環境） 一般 25,000 25,000
その他 道路未買収用地取得事業 一般 0
その他 道路諸費 一般 504 48,281
その他 基準点改定事業 一般 80,000 75,338
その他 道路維持事業（舗装道補修） 一般 0
その他 道路維持事業（路面陥没対策） 一般 0
その他 道路維持事業（道路施設総点検（仮称） 一般 0
その他 道路ストック総点検事業 一般 0

合　　　　計　（Ａ） 14,398,398 13,260,564
再掲事業の計　（Ｂ） 608,515 408,537
純計　（Ａ）－（Ｂ） 13,789,883 12,852,027

アクアラインの利用しやすい料
金体系の構築

東京湾アクアライン料金引下げ社会実験委託 一般 1,500,000 1,499,999

追加インターチェンジの整備推 社会資本整備総合交付金事業（住宅） 一般 5,778,000 再掲 4,505,365
合　　　　計　（Ａ） 7,278,000 6,005,364
再掲事業の計　（Ｂ） 5,778,000 4,505,365
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,500,000 1,499,999

決算額
(単位：千円）

取組
番号

取組名

2

市街地における円滑な交通環
境の推進

1

3 社会資本の有効活用

既存施設の維持管理と長寿命
化

事業名 再掲会計
当初予算額

(単位：千円）
予算事業名

-42-



事業整理票（２４年度事業費一覧） 様式１－２

決算額
(単位：千円）

取組
番号

取組名 事業名 再掲会計
当初予算額

(単位：千円）
予算事業名

組合施行土地区画整理事業の促 組合施行土地区画整理事業費補助 一般 1,695,000 1,338,325
市街地再開発事業の促進 市街地再開発事業費補助 一般 366,450 366,450
つくばエクスプレス沿線土地区
画整理事業の推進

つくばエクスプレス沿線整備事業 特別 10,985,768 9,219,983

つくばエクスプレス沿線土地区
画整理事業の推進

県単つくばエクスプレス沿線整備事業（一般会
計）

一般 1,200 525

金田西特定土地区画整理事業の
推進

金田西土地区画整理事業費 特別 1,082,586 1,245,465

金田西特定土地区画整理事業の
推進

県単金田西土地区画整理事業（一般会計） 一般 908,496 883,835

地籍調査事業の推進
地籍調査事業（復旧・復興に不可欠な地籍調査の
推進）

一般 566,080 268,415

合　　　　計　（Ａ） 15,605,580 13,322,998
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 15,605,580 13,322,998
合　　　　計　（Ａ） 49,847,842 38,184,350
再掲事業の計　（Ｂ） 12,669,447 7,711,614
純計　（Ａ）－（Ｂ） 37,178,395 30,472,736

一般 23,424,916 18,819,809
特別 13,753,479 11,652,927
企業 0 0
計 37,178,395 30,472,736

区画整理・再開発による市街
地の整備

施　　　　　策　　　　　計

4

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。
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事業整理票（２４年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅲ－４－④人にやさしく美しいまちづくりの推進

時代の変化に対応した都市計画
の見直し

都市計画推進事業 一般 58,500 24,191

合　　　　計　（Ａ） 58,500 24,191
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 58,500 24,191

バリアフリー対策の推進 地域自主戦略交付金（交通安全） 一般 188,500 再掲 65,830
無電柱化の推進 地域自主戦略交付金（補助電共） 一般 60,000 55,472
無電柱化の推進 地域自主戦略交付金（電共） 一般 90,800 89,893
無電柱化の推進 電線類地中化整備事業 一般 27,200 29,487
千葉県建築文化賞表彰の実施 千葉県建築文化賞 一般 1,181 917

合　　　　計　（Ａ） 367,681 241,599
再掲事業の計　（Ｂ） 188,500 65,830
純計　（Ａ）－（Ｂ） 179,181 175,769

鉄道駅エレベーター等の整備支 鉄道駅エレベーター等整備事業補助 一般 40,000 40,000
超低床ノンステップバスの整備
支援

ノンステップバス等整備事業補助 一般 21,600 21,375

合　　　　計　（Ａ） 61,600 61,375
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 61,600 61,375

周辺環境に配慮した北千葉道路
の整備推進

国道道路改築事業 一般 590,000 再掲 772,447

周辺環境に配慮した北千葉道路
の整備推進

社会資本整備総合交付金事業 一般 5,895,000 再掲 6,356,285

周辺環境に配慮した北千葉道路
の整備推進

県単道路改良事業 一般 3,540,813 再掲 4,022,983

透水性舗装・排水性舗装の推進 地域自主戦略交付金（交通安全） 一般 992,500 再掲 913,769
透水性舗装・排水性舗装の推進 地域自主戦略交付金（補助交安） 一般 1,141,000 再掲 1,187,558
透水性舗装・排水性舗装の推進 交通安全対策事業 一般 517,031 再掲
透水性舗装・排水性舗装の推進 舗装道路修繕事業 一般 53,080 再掲 93,844
透水性舗装・排水性舗装の推進 地域自主戦略交付金（沿道環境） 一般 25,000 再掲 25,000

合　　　　計　（Ａ） 12,754,424 13,371,886
再掲事業の計　（Ｂ） 12,754,424 13,371,886
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0

河川環境の整備と保全 県単河川環境整備事業 一般 435,540 424,023
河川環境の整備と保全 県単水辺環境整備事業 一般 21,000 37,270
河川環境の整備と保全 県単都市河川管理事業 一般 187,540 150,695
河川環境の整備と保全 県単都市河川再生対策事業 一般 45,500 38,645
河川環境の整備と保全 活力創出水辺環境整備事業 一般 20,000 21,700

合　　　　計　（Ａ） 709,580 672,333
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 709,580 672,333

県立都市公園の整備の推進 公共公園整備事業 一般 127,000 165,237
県立都市公園の整備の推進 県単公園整備事業 一般 12,480 7,417
県立都市公園の維持管理 公共公園整備事業 一般 335,000 276,771
県立都市公園の維持管理 県単公園整備事業 一般 238,420 92,498
県立都市公園の維持管理 公園管理費 一般 919,654 893,684

都市の緑の保全・創出 都市の緑の保全・創出 一般 0

合　　　　計　（Ａ） 1,632,554 1,435,607
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,632,554 1,435,607

景観セミナーや情報提供等によ
る啓発・支援、良好な広域景観
の形成

景観形成事業 一般 2,750 1,673

屋外広告物の規制・誘導 屋外広告物規制 一般 1,689 469
合　　　　計　（Ａ） 4,439 2,142
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 4,439 2,142

水資源開発事業促進のための協
議会開催

利根川水系水資源開発促進協議会負担金等 一般 1,320 320

水源地域と本県民との交流事業
実施

利根川水系水資源開発促進協議会負担金等 一般 1,320 再掲 320

渇水時の関係機関との取水制限
等調整

利根川水系渇水対策連絡協議会負担金 一般 0 0

合　　　　計　（Ａ） 2,640 640
再掲事業の計　（Ｂ） 1,320 320
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,320 320
合　　　　計　（Ａ） 0 0
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0

統合の合意形成のための協議会
開催

九十九里地域・南房総地域の水道用水供給事業体
と県営水道の統合

一般 486 318

合　　　　計　（Ａ） 486 318
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 486 318

流域下水道整備 流域下水道事業 特別 3,205,315 1,541,918
流域下水道整備 下水道事業 一般 0

合　　　　計　（Ａ） 3,205,315 1,541,918
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,205,315 1,541,918

当初予算額
(単位：千円）

決算額
(単位：千円）

2

1
時代の変化に対応したまちづ
くりの推進

取組
番号

予算事業名取組名 事業名 会計 再掲

3

県立都市公園の整備と都市の
緑の保全・創出

鉄道・バスにおけるバリアフ
リー化の推進

4

5

9

6

環境に配慮した道づくり

8

7

だれもが安心して快適に暮ら
せるまちづくり

安定した水源の確保

豊かな河川環境の整備と保全

安全で良質な水の供給

良好な景観形成の推進

10

下水道整備の推進及び公共下
水道の着手に向けた支援

11

県内水道の統合・広域化
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当初予算額
(単位：千円）

決算額
(単位：千円）

取組
番号

予算事業名取組名 事業名 会計 再掲

住情報の提供 住まい情報プラザ業務事業 一般 1,326 1,326
住情報の提供 公共賃貸住宅募集情報提供体制整備事業 一般 1,244 714
高齢者等の住まい探しの支援 高齢者居住安定確保事業 一般 0 0
マンション管理の支援 マンション管理支援事業 一般 455 177
マンション管理の支援 マンション問題個別相談会支援事業 一般 0 0
県営住宅の建設・管理 公営住宅建設事業 一般 1,994,240 897,503
県営住宅の建設・管理 県営住宅管理事業 一般 2,171,000 2,123,032
その他 千葉県あんしん賃貸支援事業 一般 171 37

合　　　　計　（Ａ） 4,168,436 3,022,789
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 4,168,436 3,022,789
合　　　　計　（Ａ） 22,965,655 20,374,798
再掲事業の計　（Ｂ） 12,944,244 13,438,036
純計　（Ａ）－（Ｂ） 10,021,411 6,936,762

一般 6,816,096 5,394,844
特別 3,205,315 1,541,918
企業 0 0
計 10,021,411 6,936,762

豊かな住生活の実現

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

12

(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。
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