
施策 Ⅰ－４－①ちば文化の創造と千葉県民アイデンティティーの醸成

千葉・県民芸術祭事業 一般 4,250 4,250
文化・創作事業 一般 804 853

文化芸術団体への支援 ニューフイルハーモニーオーケストラ千葉運営費補助 一般 22,139 21,713

文化活動ボランティアネットワーク事業 ― －
主要都道府県文化行政主管課長会議（都道府県・市町
村）

― －

千葉県無形民俗文化財連絡協議会 ― －
伝統芸能継承者育成事業 一般 1,800 再掲 716
若者の文化芸術活動育成支援事業 一般 560 再掲 375

企業メセナ等による支援の促進 「ちば文化交流ﾎﾞｯｸｽ」 ― 再掲 －
文化財の保存整備の支援 文化財保存整備事業 一般 39,824 37,262

合　　　　計　（Ａ） 69,377 65,169
再掲事業の計　（Ｂ） 2,360 1,091
純計　（Ａ）－（Ｂ） 67,017 64,078

優れた芸術鑑賞機会の充実 県民芸術劇場公演事業 一般 18,981 20,020
学校における芸術鑑賞事業（学校音楽鑑賞教室） 一般 17,006 15,880
千葉県少年少女オーケストラ育成事業 一般 34,602 34,602

若者の文化芸術活動の支援 若者の文化芸術活動育成支援事業 一般 560 375
高齢者・障害者等の文化芸術活動
機会の充実

学校における芸術鑑賞事業（特別支援学校巡回コン
サート）

一般 9,628 9,628

学校教育における文化芸術活動の
充実

プロに学ぼう「器楽クリニック」 一般 2,057 2,057

県立文化会館管理運営事業 一般 584,410 584,303

県立美術館・博物館・常設展・企画展 一般 906,604 872,774

ちば文化発信プロジェクト 一般 25,742 再掲 22,269
市町村図書館等支援費 一般 15,985 再掲 12,778
図書購入事業 一般 62,830 再掲 62,838
さわやかちば県民プラザ施設管理費 一般 151,674 151,033

合　　　　計　（Ａ） 1,830,079 1,788,557
再掲事業の計　（Ｂ） 104,557 97,885
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,725,522 1,690,672

文化資源活用啓発事業 一般 258 255

千葉フィールドミュージアム 一般 6,378 5,240

文化的景観等の保全・活用 文化財探検隊事業 ― 再掲 －
合　　　　計　（Ａ） 6,636 5,495
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 6,636 5,495

伝統芸能継承者育成事業 一般 1,800 再掲 716
千葉県無形民俗文化財連絡協議会 ― 再掲 －
郷土芸能公開普及事業 一般 885 再掲 885
プロに学ぼう「器楽クリニック」（邦楽） 一般 823 再掲 1,234
出土文化財管理活用事業 一般 5,674 再掲 5,585
房総のむら事業 一般 412,400 再掲 412,400
千葉の食文化まるごと体験事業 一般 278 再掲 197
プロに学ぼう「器楽クリニック」（邦楽） 一般 823 再掲 1,234
伝統芸能継承者育成事業 一般 1,800 716

合　　　　計　（Ａ） 424,483 422,967
再掲事業の計　（Ｂ） 422,683 422,251
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,800 716

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 46,000 39,049

合　　　　計　（Ａ） 46,000 39,049
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 46,000 39,049
合　　　　計　（Ａ） 2,376,575 2,321,237

文化芸術活動を支えるための仕組
みづくり

県民の自主的な文化芸術活動の促
進

文化のネットワークの構築

「ちば文化」を担う人づくりの推
進

決算（見込）額
(単位：千円）

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名

3 文化資源を活用した地域の活性化

文化資源の活用と地域の活性化

当初予算額
(単位：千円）

再掲

2 文化にふれ親しむ環境づくり

子どもたちの文化芸術活動の充実

県立文化施設におけるサービスの
向上や機能の拡充

会計

1

4 伝統文化の保存・継承

伝統文化の保存と担い手の育成

伝統文化に触れる機会の提供

青少年への伝統文化の継承

5 千葉アイデンティティーの醸成

合　　　　計　（Ａ） 2,376,575 2,321,237
再掲事業の計　（Ｂ） 529,600 521,227
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,846,975 1,800,010

一般 1,846,975 1,800,010
特別 0 0
企業 0 0
計 1,846,975 1,800,010

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅰ－４－②「するスポーツ」、「みるスポーツ」、「ささえるスポーツ」の推進

生涯スポーツの振興に向けた情報提供 ― －
千葉県体育・スポーツ推進事業 一般 2,900 2,840

高齢者のスポーツ推進 高齢者のスポーツ推進 ― －
障害のある人のスポーツの推進 障害のある人のスポーツの推進 ― －

合　　　　計　（Ａ） 2,900 2,840
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,900 2,840

千葉県競技力向上推進本部事業 一般 200,000 199,901
めざせ東京オリンピックちばジュニア強化事業 一般 100,000 99,925
千葉県競技力向上推進本部事業 ― －
めざせ東京オリンピックちばジュニア強化事業 一般 100,000 再掲 99,925

スポーツ医・科学の積極的な活用 千葉県競技力向上推進本部事業 ― －
組織・調査等の充実 千葉県競技力向上推進本部事業 ― －

合　　　　計　（Ａ） 400,000 399,751
再掲事業の計　（Ｂ） 100,000 99,925
純計　（Ａ）－（Ｂ） 300,000 299,826

人づくりの推進 生涯スポーツ指導者養成・活用事業 一般 922 565
総合スポーツセンター施設整備事業 一般 85,000 79,023
総合スポーツセンター施設整備事業の一部（野球場改
修調査事業）

一般 5,000 4,698

総合スポーツセンターの中核的スポーツ施設としての
機能充実の検討

― －

国際総合水泳場費 一般 15,000 20,681
県立学校体育施設開放事業 一般 1,910 1,722
千葉県広域ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ事業（総合型地域スポーツクラ
ブの設立・活動支援）

一般 664 399

千葉県スポーツ振興基金造成事業 ― －
千葉県体育・スポーツ推進事業 一般 2,900 再掲 2,840

合　　　　計　（Ａ） 111,396 109,928
再掲事業の計　（Ｂ） 2,900 2,840
純計　（Ａ）－（Ｂ） 108,496 107,088

プロスポーツを活用したスポーツの
推進

千葉県体育・スポーツ推進事業 一般 2,900 再掲 2,840

豊かな自然を生かしたスポーツイベ
ントの活用による千葉の魅力発信

ちばアクアラインマラソン開催事業 一般 120,000 62,439

国際千葉駅伝開催事業 一般 22,000 22,000
県民体育大会開催費 一般 6,300 6,300
千葉県体育・スポーツ推進事業 一般 2,900 再掲 2,840

合　　　　計　（Ａ） 154,100 96,419
再掲事業の計　（Ｂ） 5,800 5,680
純計　（Ａ）－（Ｂ） 148,300 90,739
合　　　　計　（Ａ） 668,396 608,938
再掲事業の計　（Ｂ） 108,700 108,445
純計　（Ａ）－（Ｂ） 559,696 500,493

一般 559,696 500,493
特別 0 0
企業 0 0
計 559,696 500,493

決算（見込）額
(単位：千円）

再掲

1 生涯スポーツの推進

健康・体力づくりを意識したスポー
ツ活動の推進

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計
当初予算額
(単位：千円）

純計の内訳
（会計別）

2 人々に感動を与える競技力の向上

選手の育成・強化、指導者の養成確
保

競技力向上のための環境整備

3 スポーツ環境の整備

施設の再整備と有効活用

システム作りの推進

4
スポーツを活用した地域の活力づ
くり 国体開催のノウハウ等を生かしたス

ポーツの拠点づくり

施　　　　　策　　　　　計

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。


