
施策 Ⅱ－２－①過去と未来をつなぎ世界にはばたく人材の育成

その他 次期「教育振興基本計画」策定事業 一般 3,800 2,305
学習サポーター派遣事業 一般 125,364 86,047

土曜日の教育活動推進プラン（土曜日授業推進事業） 一般 3,259 0

土曜日の教育活動推進プラン（土曜日の教育支援体制
等の構築）

― －

夢を育む教育の推進 キャリア支援事業 一般 960 631
「お兄さん、お姉さんと学ぼう」事業 一般 336 295
県立学校教育用コンピュータの整備 一般 565,402 551,593
県立学校教育用コンピュータの整備 一般 39,579 37,571

合　　　　計　（Ａ） 738,700 678,442
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 738,700 678,442

ふさの国文化財ナビゲーション 一般 831 547
県立博物館情報システム事業（デジタルミュージア
ム）

一般 30,543 30,542

「ちば・ふるさとの学び」テキストの活用促進 ― －
授業に役立つ県立博物館プロジェクト 一般 413 221
出土文化財管理活用事業 一般 5,674 5,634
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 再掲 716
ちば文化発信プロジェクト 一般 25,742 22,769
学校体育実技の一部（武道）認定・指導者養成講習会
等

一般 150 147

千葉の食文化まるごと体験事業 一般 278 197
郷土芸能公開普及事業 一般 885 885
管理指導事業 一般 2,554 2,549
文化財保存整備事業 一般 39,824 再掲 37,262
文化財探検隊事業 ― －

合　　　　計　（Ａ） 109,517 102,703
再掲事業の計　（Ｂ） 42,447 39,212
純計　（Ａ）－（Ｂ） 67,070 63,491

アジア経済研究所負担金（幕張アジアアカデミー） 一般 191 再掲 140

高校生等の国際交流の支援 ― －
工業教育における国際交流事業 一般 6,375 4,186
ホストファミリー推進事業 一般 100 10
高校生海外留学助成事業 一般 21,000 9,867
グローバル人材育成事業 一般 52,010 2,770
英語教育強化推進事業 一般 2,500 2,126
語学指導等を行う外国青年招致事業 一般 217,116 212,339
外国語活動小・中連携推進会議 ― －
外国語による情報提供 一般 1,831 再掲 1,174
外国人児童生徒等教育相談員派遣事業 一般 9,123 8,137
外国人児童生徒等の教育に関する協議会 一般 49 27

合　　　　計　（Ａ） 310,295 240,776
再掲事業の計　（Ｂ） 2,022 1,314
純計　（Ａ）－（Ｂ） 308,273 239,462
合　　　　計　（Ａ） 1,158,512 1,021,921
再掲事業の計　（Ｂ） 44,469 40,526
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,114,043 981,395

一般 1,114,043 981,395
特別 0 0
企業 0 0
計 1,114,043 981,395

決算（見込）額
(単位：千円）

再掲

1
志を持って、失敗を恐れずにチャ
レンジする人材の育成

確かな学力の向上

子どもや若者の社会参加の促進

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

2
歴史と伝統文化に親しみ、郷土と
国を愛する心の育成

郷土と国の歴史や伝統文化について
学ぶ教育の推進

文化に触れ、親しむ環境づくり

文化財の保存・継承

3
異文化を理解し、国際的コミュニ
ケーション力のあるグローバル人
材の育成

多様な文化を認め合う国際社会の担
い手の育成

外国語教育の充実

外国人児童生徒等の受入体制の整備

当初予算額
(単位：千円）

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅱ－２－②千葉のポテンシャルを生かした教育立県の土台づくり

母子保健指導事業 ― 再掲 2,484
おはなし夢空間 一般 19 19
家庭教育支援事業 一般 3,200 再掲 2,506
子どもの読書活動推進事業 一般 966 855
放課後子ども教室推進事業 一般 73,070 再掲 65,675
ちばっ子「学力向上」総合プランの一部（確かな学び
の早道「読書」事業）

― －

学校図書館の有効な活用方法に関する調査研究 一般 1,000 798
読み聞かせ・朗読養成講座 一般 51 51
市町村図書館等支援費 一般 15,985 12,778
子どもの読書活動推進事業 一般 966 再掲 855
中央図書館電算管理費 一般 75,953 75,953
図書購入事業 一般 62,830 62,838

合　　　　計　（Ａ） 234,040 224,812
再掲事業の計　（Ｂ） 77,236 71,520
純計　（Ａ）－（Ｂ） 156,804 153,292

通学合宿推進事業 ― －
交流事業、学習研修事業のうち「高校生のためのボラ
ンティア体験講座」

一般 741 718

高等学校におけるマナーキャンペーンの実施 ― －
体験活動指導者養成事業 ― －
青少年教育施設管理費の一部（週末ふれあい推進事
業）

― －

青少年教育施設管理費（青少年教育施設における宿泊
体験事業）

一般 472,715 473,461

林業普及指導事業の一部(教育の森) 一般 250 65
千葉フィールドミュージアム 一般 6,378 再掲 5,240
県立博物館を活用した体験事業 ― -
新規漁業者確保定着支援事業（水産業インターンシッ
プ）

一般 270 165

ちば新農業人サポート事業（農家後継ぎ等就農促進） 一般 1,050 再掲 1,000

キャリア教育推進事業 一般 2,700 2,082
合　　　　計　（Ａ） 484,104 482,731
再掲事業の計　（Ｂ） 7,428 6,240
純計　（Ａ）－（Ｂ） 476,676 476,491

熱意あふれる人間性豊かな教員の採
用

教職インターンシップ（ちば！教職たまごプロジェク
ト）

一般 524 463

学校職員等に対するDV対応研修 一般 60 再掲 60
「魅力ある授業づくりの達人」認定事業 一般 180 138
「若手教員育成推進員」活用事業 一般 2,870 2,528

理科の観察・実験指導等に関する研究協議実施事業 一般 1,601 976

ちば「授業練磨の公開日」 ― 0
「私の授業レシピ」活用事業 ― 0
教職員の研修事業 一般 21,682 15,935
私立学校派遣研修 ― －

少人数教育の推進 きめ細かな指導等のための非常勤講師配置事業 一般 538,865 448,324
地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 一般 13,530 16,677
特別非常勤講師配置事業 一般 16,600 15,501
学校問題解決支援対策事業 一般 830 288
県立学校校務用コンピュータの整備 一般 9,148 8,963
県立学校校務用コンピュータの整備 一般 1,288 1,288
管理主事訪問 ― －
スクール・サポーター制度 ― －

合　　　　計　（Ａ） 607,178 511,141
再掲事業の計　（Ｂ） 60 60
純計　（Ａ）－（Ｂ） 607,118 511,081

決算（見込）額
(単位：千円）

再掲会計

1 読書県「ちば」の推進

家庭や地域における子どもの読書活
動の支援

学校等における読書活動の推進

図書館における読書活動の充実

3
教育現場の重視と教職員の質・教
育力の向上

信頼される質の高い教員の育成

教職員の負担軽減と学校問題解決の
ための支援

当初予算額
(単位：千円）

2
多様な自然、産業、人材などを生
かした体験活動の推進

体験活動を通した心の教育の推進

ちばのフールドを活用した体験活動
等の推進

実践、実習、現場体験に重点を置い
たキャリア教育の推進

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名

純計　（Ａ）－（Ｂ） 607,118 511,081
心の教育推進キャンペーン 一般 1,725 1,239
道徳教育推進プロジェクト事業 一般 30,475 18,667
高等学校におけるマナーキャンペーンの実施 ― －
若者のためのDV予防セミナー 一般 1,200 再掲 1,200
デートＤＶ相談カードの作成・配付 一般 448 再掲 457
命を大切にするキャンペーン 0 0
人権教育推進費(地域改善対策高等学校進学奨励費を
除く）

一般 1,218 857

被害者支援に関する広報啓発活動事業 一般 118 再掲 106
サイバー犯罪防止のための広報啓発活動 一般 308 再掲 308

豊かな人間関係づくりのためのコ
ミュニケーション能力の養成

豊かな人間関係づくり実践プログラムの活用推進 ― －

その他 通学合宿推進事業 ― 再掲 －
合　　　　計　（Ａ） 35,492 22,834
再掲事業の計　（Ｂ） 2,074 2,071
純計　（Ａ）－（Ｂ） 33,418 20,763

体育･保健体育科教科主任等研修会の一部（体育の授
業マイスター認定事業）

一般 120 31

いきいきちばっ子健康・体力づくり推進事業の一部
「遊・友スポーツランキングちば」

一般 20 19

いきいきちばっ子健康・体力づくり推進事業の一部運
動能力証交付事業

一般 357 356

武道等指導推進事業 一般 1,446 1,266
スポーツエキスパート活用事業 一般 2,954 2,954
指導主事による授業(保健体育科)参観 ― －
「いきいきちばっ子健康・体力づくりモデルプラン」
の活用・普及事業

― －

千葉県体育・スポーツ推進事業 一般 2,900 再掲 2,840
食から始まる健康づくり事業の一部（学童期からの生
活習慣病予防事業）

一般 500 再掲 495

水産物消費・食育対策事業 一般 888 507
ちば食育活動促進事業 一般 5,271 再掲 2,156
いきいきちばっ子食育推進事業 一般 2,220 764
学校給食指導事業 一般 6,944 3,845

合　　　　計　（Ａ） 23,620 15,233
再掲事業の計　（Ｂ） 8,671 5,491
純計　（Ａ）－（Ｂ） 14,949 9,742

4
道徳性を高める実践的人間教育の
推進

道徳性、規範意識・社会貢献態度の
育成

自他ともに尊重し命を大切にする心
の教育の推進

5
フェアプレーの精神を育てるス
ポーツ、健康・体力づくりと食育
の推進

体力向上を主体的に目指すこどもの
育成

食と農のつながりを伝える食育の推
進



施策 Ⅱ－２－②千葉のポテンシャルを生かした教育立県の土台づくり

決算（見込）額
(単位：千円）

再掲会計
当初予算額
(単位：千円）

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名

特別支援学校整備事業 一般 2,394,168 5,205,539

特別支援学校スクールバス運行業務委託 一般 161,230 222,483
障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の一部（特
別支援学校早期訓練コース）

一般 3,888 再掲 1,490

特別支援学校教員企業実習 一般 440 386
特別支援学校職業指導委嘱講師配置事業 一般 3,819 2,988
キャリア教育・就労支援等の充実事業 一般 3,900 3,014
特別支援アドバイザー事業 一般 55,925 54,518
特別支援学校非常勤講師配置事業 一般 2,050 1,842
高等学校特別支援教育支援員配置事業 一般 19,089 18,096
特別支援フレッシュサポート事業 ― －
指導主事訪問 ― －
特別支援学校のセンター的機能充実事業 一般 30,310 20,432
インクルーシブ教育システム構築モデルスクール 一般 3,600 3,246
高等学校における特別支援教育モデル事業 一般 ― 7,795
特別支援学校教諭免許法認定講習 一般 1,808 1,680
高等学校特別支援教育専門家チーム派遣事業 一般 254 203
発達障害のある児童生徒への指導・支援の充実 一般 255 205
特別支援学級担任指導力向上研修 一般 142 103
放課後児童クラブ支援事業の一部（障害児受入推進事
業)

一般 200,100 211,035

障害のある子どももない子どもも地域で共に学び育て
る交流及び共同学習の推進

― －

看護師配置事業 一般 135,980 113,650

医療的ケア運営会議 一般 84 83

特別支援学校看護師等指導事業 一般 1,920 1,515

医療的ケア担当者の専門性向上研修 一般 478 669
合　　　　計　（Ａ） 3,019,440 5,870,972
再掲事業の計　（Ｂ） 3,888 1,490
純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,015,552 5,869,482

高等学校再編事業 一般 265,700 247,453

工業高校企業等連携推進事業 一般 3,877 2,406
県立高等学校再編事業 一般 2,826 2,326
地域連携アクティブスクールの設置 一般 7,944 8,729
私立幼稚園教育振興事業補助 一般 183,080 149,004
私立学校経常費補助 一般 34,761,891 34,668,466
私学教育振興財団退職資金事業補助 一般 581,000 593,621
幼稚園教育指導資料集の作成 一般 306 255
幼児教育の質の向上のための環境整備事業 一般 ― 73,831
県立学校における「開かれた学校づくり委員会」設置
事業

一般 5,385 5,131

魅力ある高等学校づくり大賞 ― －
県立学校における「コミュニティ・スクール」設置事
業

一般 335 289

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）実践
研究事業(委託事業)

一般 450 276

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）実践
研究事業(補助事業)

一般 250 171

合　　　　計　（Ａ） 35,813,044 35,751,958
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 35,813,044 35,751,958

私立学校耐震化緊急促進事業 一般 954,100 142,937
県立学校耐震化推進事業 一般 8,459,000 本籍 5,849,389

私立学校の振興

特別支援学校の児童生徒数増加への
対応

キャリア教育と後期中等教育の充実

特別支援教育に関する教員の専門性
の向上

地域の幼児児童生徒とともに学ぶ機
会の充実

適切な教育的支援に向けての支援体
制の充実

6
一人一人の特性に目を向けた特別
支援教育の推進

医療的ケアの実施体制の充実

7 豊かな学びに支える学校づくり

魅力ある高等学校づくり

地域に開かれた県立学校の促進

非構造部材対策事業 一般 9,600 本籍 7,990
長寿命化推進事業 ― 本籍 －
県立学校大規模改修事業（トイレ改修） 一般 35,000 983
県立学校総合安全対策事業 一般 150,823 115,927
県立学校大規模改修事業（エレベータ設置） 一般 0 0
県立学校空調設備整備事業 一般 134,552 50,845
図書館施設整備事業 一般 3,870 6,156
ちばっ子安全･安心推進事業 一般 3,958 本籍 1,931
交通安全教育の充実 一般 902 712
学校安全教育推進事業 一般 807 591
スマートサイクルちばの推進 ― －
食から始まる健康づくり事業の一部（学童期からの生
活習慣病予防事業）

一般 500 再掲 495

薬物乱用防止対策事業 一般 50 35
「性に関する教育」普及指導事業 ― －
エイズ関連対策事業 ― －
学校における放射能対策事業 ― －
がんの教育推進事業 一般 1,095 538

合　　　　計　（Ａ） 9,754,257 6,178,529
再掲事業の計　（Ｂ） 500 495
純計　（Ａ）－（Ｂ） 9,753,757 6,178,034
合　　　　計　（Ａ） 49,971,175 49,058,210
再掲事業の計　（Ｂ） 99,857 87,367
純計　（Ａ）－（Ｂ） 49,871,318 48,970,843

一般 49,871,318 48,970,843
特別 0 0
企業 0 0
計 49,871,318 48,970,843

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

8 安全・安心な教育環境の整備

校舎等の耐震化・バリアフリーの促
進、長寿命化計画策定の推進

自助・共助の防災意識を高める防災
教育と安全教育の推進

子どもの健康を守る学校保健の充実

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅱ－２－③教育の原点としての家庭の教育力の向上と人づくりのための連携

家庭教育への支援 家庭教育支援事業 一般 3,200 2,506
子育て支援活動推進事業 一般 100,000 98,480
幼稚園等初任者研修、幼稚園教育課程研究協議会 一般 7,308 6,565
幼稚園教育指導資料集の作成 一般 306 再掲 255
「家庭学習のすすめ」サイトの充実 ― －
家庭教育支援事業 一般 3,200 再掲 2,506

思春期の児童生徒や家庭への支援 思春期保健相談事業 一般 2,710 1,908
学校を核とした県内１０００か所ミニ集会 ― －
家庭教育支援事業 一般 3,200 再掲 2,506
異年齢交流の推進 ― －

合　　　　計　（Ａ） 119,924 114,726
再掲事業の計　（Ｂ） 6,706 5,267
純計　（Ａ）－（Ｂ） 113,218 109,459

学校を核とした県内１０００か所ミニ集会 ― 再掲 －
地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 一般 13,530 再掲 16,677
放課後子ども教室推進事業 一般 73,070 65,675
社会教育専門講座 一般 104 63
みんなで取り組む千葉教育会議 一般 420 367

土曜日の教育活動推進プラン（土曜日授業推進事業） 一般 3,259 再掲 0

土曜日の教育活動推進プラン（土曜日の教育支援体制
等の構築）

― 再掲 －

障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の一部（特
別支援学校早期訓練コース）

一般 3,888 再掲 1,490

夢チャレンジ体験スクール 一般 2,480 1,898
キャリア支援事業 一般 960 再掲 631
県立学校開放講座 一般 758 422
県立学校文化施設及び交流施設開放事業 一般 2,684 2,349
生涯学習システム整備事業 一般 4,114 4,083
まなびシステム事業 一般 54 54
学習・研修事業 一般 1,786 1,417
高等学校と大学の連携促進 ― －
柏の葉アカデミア講座 一般 190 190
教職インターンシップ（ちば！教職たまごプロジェク
ト）

一般 524 再掲 463

合　　　　計　（Ａ） 107,821 95,779
再掲事業の計　（Ｂ） 22,161 19,261
純計　（Ａ）－（Ｂ） 85,660 76,518

いじめ防止対策等推進事業の一部（いじめ問題対策推
進に関する有識者会議等）

一般 5,200 3,618

いじめ防止対策等推進事業の一部（教育相談事業） 一般 40,888 40,089

いじめ防止対策等推進事業の一部（不登校支援事業） 一般 2,223 1,781

いじめ防止対策等推進事業の一部（スクールカウンセ
ラー等配置事業）

一般 530,601 478,509

不登校対策推進校の指定 ― －
いじめ防止対策等推進事業の一部（スクールアドバイ
ザー派遣事業）

一般 6,303 4,859

いじめ防止対策等推進事業の一部（いじめ対策等生徒
指導推進事業）

一般 5,079 1,211

心身障害児就学指導委員会 一般 564 419
教育相談事業（総合教育センター） 一般 5,781 4,793
特別支援教育就学奨励費 一般 628,000 572,106
早期からの教育相談支援体制の構築 一般 3,900 3,576
私立高等学校等授業料減免事業補助 一般 689,000 873,978
私立高校入学金軽減事業補助 一般 79,000 87,818
子ども・若者育成支援推進事業 一般 13,260 再掲 12,796

決算（見込）額
(単位：千円）

当初予算額
(単位：千円）

再掲

1
「親学」の導入など家庭教育の支
援

幼児教育の充実

学校・地域における家庭教育の普及

親となってかけがえのない子育てを
行うための教育の推進

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計

3

様々な困難を抱えている子どもと
その家族を支援する取組の強化に
よる教育のセーフティネットの構
築

いじめや不登校に対する相談体制の
充実

障害のある幼児児童生徒とその保護
者に対する、早期からの教育相談支
援の充実

2
学校教育と社会教育、国公立教育
と私学教育、産・学・官、公と民
などのネットワークの構築

地域の力を結集した地域教育力の向
上

産・学・官の連携強化による子ども
の自立への支援

社会教育機能の連携強化など、生涯
学習社会を目指した取組の支援

高等教育機関との連携

子ども・若者育成支援推進事業 一般 13,260 再掲 12,796
千葉県奨学資金貸付制度 特別 1,431,991 659,173
地域連携アクティブスクールの設置 一般 7,944 再掲 2,326
県立高等学校再編事業（多部制定時制高校・通信制高
校の充実）

― －

保護が必要な児童対策の充実・強化
児童相談所虐待防止体制強化事業の一部（子ども家庭
110番事業）

一般 16,720 16,536

合　　　　計　（Ａ） 3,466,454 2,763,588
再掲事業の計　（Ｂ） 21,204 15,122
純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,445,250 2,748,466
合　　　　計　（Ａ） 3,694,199 2,974,093
再掲事業の計　（Ｂ） 50,071 39,650
純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,644,128 2,934,443

一般 2,212,137 2,275,270
特別 1,431,991 659,173
企業 0 0
計 3,644,128 2,934,443

純計の内訳
（会計別）

家庭生活に様々な困難を抱えている
子どもたちへの対応

施　　　　　策　　　　　計

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅱ－２－④多様化する青少年問題への取組

千葉県子ども・若者総合相談セン
ターの運営

子ども・若者育成支援推進事業 一般 13,260 12,796

青少年総合対策本部事業 一般 1,224 922
千葉県青少年総合プラン推進事業 一般 458 197

合　　　　計　（Ａ） 14,942 13,915
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 14,942 13,915

生活福祉資金貸付事業推進費補助金 一般 75,609 75,609
生活福祉資金貸付償還金利子補給事業 一般 472 414

子ども医療費の助成 子ども医療費助成事業 一般 6,700,000 再掲 5,846,000
高等学校、特別支援学校（高等部）
の生徒への修学援助

千葉県奨学資金貸付制度 特別 1,431,991 再掲 659,173

高等学校、特別支援学校（高等部）
の生徒への修学援助

千葉県公立学校等奨学のための給付金事業 一般 318,000 313,171

特別支援学校に在籍する児童生徒の
就学費用の補助

特別支援教育就学奨励費 一般 628,000 再掲 572,106

私立高等学校等授業料減免事業補助 一般 689,000 再掲 873,978
私立高校入学金軽減事業補助 一般 79,000 再掲 87,818

合　　　　計　（Ａ） 9,922,072 8,428,269
再掲事業の計　（Ｂ） 9,527,991 8,039,075
純計　（Ａ）－（Ｂ） 394,081 389,194

非行防止に関する広報啓発事業 青少年非行防止対策事業 一般 714 714
青少年補導員活動の活性化に向けた
支援

青少年補導センター事業 一般 4,788 4,696

少年補導員活動 少年補導員活動 一般 4,743 4,619
タッチヤング活動の推進 タッチヤング活動 一般 334 334

少年サポート活動 一般 173 173
非行少年を生まない社会づくりの推進 一般 350 205

少年事件及び福祉犯罪の取締り 少年事件及び福祉犯罪の取締り 一般 235 115

薬物乱用防止等広報啓発活動の推進 薬物乱用防止等広報啓発活動 一般 356 348

少年補導専門員委託教養の推進 少年補導専門員委託教養 一般 368 304
合　　　　計　（Ａ） 12,061 11,508
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 12,061 11,508

青少年相談員の育成と活動支援 青少年相談員設置事業 一般 24,262 23,621
青少年育成千葉県民会議事業への支
援

千葉県青少年協会助成事業 一般 40,597 40,597

その他 青少年女性会館運営事業 一般 32,032 31,942
合　　　　計　（Ａ） 96,891 96,160
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 96,891 96,160

書店・携帯電話業者等への立入調査
の実施

青少年の社会環境づくり事業 一般 766 396

インターネット等の適切な利用に向
けた広報啓発の推進

インターネット等の適切な利用に向けた広報啓発の推
進

― －

青少年ネット被害防止対策事業 一般 5,025 4,679
少年を取り巻くインターネット環境浄化活動 一般 65 65

学校・地域住民等に対するネット安
全教室の推進

学校・地域住民等に対するネット安全教室の推進 ― －

合　　　　計　（Ａ） 5,856 5,140
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 5,856 5,140
合　　　　計　（Ａ） 10,051,822 8,554,992
再掲事業の計　（Ｂ） 9,527,991 8,039,075
純計　（Ａ）－（Ｂ） 523,831 515,917

一般 523,831 515,917
特別 0 0

決算（見込）額
(単位：千円）

再掲

子どもを守る環境の整備と情報化
社会への対応

少年を取り巻くインターネット環境
浄化活動の推進

予算事業名 会計

困難な状況や、特に配慮を要する
子ども・親の支援

その他

取組名 事業名

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳

当初予算額
(単位：千円）

千葉県社会福祉協議会に対する生活
福祉資金貸付事業に係る事業費や貸

2
子どもの貧困問題への対応と経済
的支援

私立高等学校等の入学金軽減・授業
料減免の補助

3 非行・犯罪防止と立直り支援
少年サポート活動

4
多様な主体による取組と関係機関
の機能強化

5

1

取組
番号

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。 特別 0 0
企業 0 0
計 523,831 515,917

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。


