
令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

負担金 全国知事会分担金
全国知事会の運営のため、各都道府県に割り当てられ
た分担金を負担します。

全国知事会 14,365 総務部 秘書課 調整班 043-223-2017

負担金 関東地方知事会分担金
関東地方知事会の運営のため、各都県に割り当てられ
た分担金を負担します。

関東地方知事会 60 総務部 秘書課 調整班 043-223-2017

負担金 日本創生のための将来世代応援知事同盟負担金
日本創生のための将来世代応援知事同盟の運営のた
め、構成団体に割り当てられた経費を負担します。

日本創生のため
の将来世代応援

知事同盟
500 総務部 秘書課 調整班 043-223-2017

負担金 全国東京事務所長会分担金
各都道府県東京事務所間の連絡提携による所管事務の
活発な運営と全国知事会との円滑な事務連絡のため、
全国東京事務所長会の会費を負担します。

全国東京事務所
長会

20 総務部 秘書課 調整班 043-223-2017

負担金 関東ブロック東京事務所長会分担金

関東甲信静の10都県東京事務所間の連絡提携による所
管事務の活発な運営と関東知事会との円滑な事務連絡
のため、関東ブロック東京事務所長会の会費を負担し
ます。

関東ブロック東
京事務所長会

20 総務部 秘書課 調整班 043-223-2017

負担金 東京事務所管理料等負担金 都道府県会館の管理料及び共益費を負担します。
都道府県会館管

理者
14,608 総務部 秘書課 調整班 043-223-2017

負担金
全国都道府県・政令指定都市国土交通省担当者
連絡協議会会費

各都道府県・政令指定都市の国土交通省担当者間の連
絡提携による国土交通行政の円滑な事務連絡のため、
全国都道府県・政令都市国土交通省担当者連絡協議会
の会費を負担します。

全国都道府県・
政令指定都市国
土交通省担当者

連絡協議会

15 総務部 秘書課 調整班 043-223-2017

負担金 全国都道府県在京文教担当者連絡協議会分担金
各都道府県文部科学省担当者間の連絡提携による教育
行政事務の円滑な事務連絡のため、全国都道府県在京
文教担当者連絡協議会の会費を負担します。

全国都道府県在
京文教担当者連

絡協議会
5 総務部 秘書課 調整班 043-223-2017

負担金 経済行政研究会会費
各都道府県経済産業省担当者間の連絡提携による経済
産業行政事務の円滑な事務連絡のため、経済行政研究
会の会費を負担します。

経済行政研究会 5 総務部 秘書課 調整班 043-223-2017

負担金 千葉政経懇話会会費
千葉政経懇話会について、会則により定められた会費
を負担します。

千葉政経懇話会 240 総務部 秘書課 調整班 043-223-2017

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 きさらぎ会会費
情勢に応じた政財界トップ等による講演会や資料配布
を行う行政研究会の年会費を負担します。

（株）共同通信社 159 総務部 秘書課 調整班 043-223-2017

負担金 内外情勢調査会会費
内外情勢に関する情報の収集、調査、分析を行う（一
社）内外情勢調査会の年会費を負担します。

（一社）内外情勢
調査会

212 総務部 秘書課 調整班 043-223-2017

負担金 地方行財政調査会会費
地方公共団体の行政能率向上のため必要な調査、資料
の収集及び相談業務を行う（一社）地方行財政調査会
の年会費を負担します。

（一社）地方行財
政調査会

330 総務部 秘書課 調整班 043-223-2017

負担金 会議等参加費負担金
業務遂行に必要な各種会議に係る参加者負担金等を負
担します。

会議等主催者 135 総務部 秘書課 調整班 043-223-2017

負担金 特別産業廃棄物管理者講習
地域振興事務所における特別産業廃棄物管理者講習へ
の参加費を負担します。

講習実施機関 14 総務部 総務課 総務班 043-223-2027

負担金 安全運転管理者協議会負担金
地域振興事務所における各地区の安全運転管理者協議
会の負担金を負担します。

各地区安全運転
管理者協議会

外
146 総務部 総務課 総務班 043-223-2027

負担金 防火管理者講習会負担金
地域振興事務所における防火管理者講習受講のための
参加費等を負担します。

講習実施機関 91 総務部 総務課 総務班 043-223-2027

負担金 葛南地域振興事務所共益費等負担金
葛南地域振興事務所が入居する船橋フェイスビルの事
務室賃貸借に伴う共益費等を負担します。

船橋市 8,300 総務部 総務課 総務班 043-223-2027

負担金 内外情勢調査会負担金
内外情勢に関する情報の収集、調査、分析を行う内外
情勢調査会の年会費を負担します。

（一社）内外情勢
調査会

212 総務部 総務課 総務班 043-223-2027

負担金 各種研究会・セミナー参加負担金 各種研究会等への参加費を負担します。 公益団体 外 15 総務部 総務課 行政経営室 043-223-2459
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 地方行財政調査会負担金
地方公共団体の行政能率向上のため必要な調査、資料
の収集及び相談業務を行う地方行財政調査会の年会費
を負担します。

（一社）地方行財
政調査会

1,320 総務部 人事課 人材育成班 043-223-3584

負担金 自治大学校研修負担金
自治大学校への入校及び科目履修に係る研修負担金を
負担します。

（一財）自治研修
協会

1,139 総務部 人事課 人材育成班 043-223-3584

負担金 公務人材開発協会負担金
研修関係機関相互の連携協力、研修に関する調査研究
等を行い人材の育成に寄与することを目的とした公務
人材開発協会の年会費を負担します。

（一財）公務人材
開発協会

20 総務部 人事課
職員能力開発

センター
043-231-8711

負担金 公務人材開発協会セミナー負担金
公務人材開発協会主催による管理セミナーへの参加費
を負担します。

（一財）公務人材
開発協会

35 総務部 人事課
職員能力開発

センター
043-231-8711

負担金 地方財務協会会費
地方税財政制度の運営に関する中央官署と地方公共団
体との連絡協調を行う（一財）地方財務協会の運営費
を負担します。

（一財）地方財務
協会

750 総務部 財政課
予算総括・
財政改革班

043-223-2072

負担金 地方自治研究機構賛助会費
地方公共団体と連携して調査研究等を行う（一財）地
方自治研究機構の運営費を負担します。

（一財）地方自治
研究機構

135 総務部 財政課
予算総括・
財政改革班

043-223-2072

負担金 地方債協会会費
地方債に関する情報提供・調査研究等を行う（一財）
地方債協会の運営費を負担します。

（一財）地方債協
会

1,350 総務部 財政課 起債資金班 043-223-2074

負担金 全国自治宝くじ事務協議会一般会計分担金
宝くじの発売に関する事務を共同して管理し執行する
ことを目的とする全国自治宝くじ事務協議会の運営費
を負担します。

全国自治宝くじ
事務協議会

100 総務部 財政課 交付税班 043-223-2073

負担金
関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会事務費負担
金

宝くじの発売に関する事務を共同して管理し執行する
ことを目的とする関東・中部・東北自治宝くじ事務協
議会の運営費を負担します。

関東・中部・東北
自治宝くじ事務

協議会
150 総務部 財政課 交付税班 043-223-2073

負担金 全国自治宝くじ事務協議会事業会計分担金
宝くじの発売に関する事務を共同して管理し執行する
ことを目的とする全国自治宝くじ事務協議会の運営費
を負担します。

全国自治宝くじ
事務協議会

475 総務部 財政課 交付税班 043-223-2073
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金
関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会普及宣伝費
負担金

宝くじの発売に関する事務を共同して管理し執行する
ことを目的とする関東・中部・東北自治宝くじ事務協
議会の運営費を負担します。

関東・中部・東北
自治宝くじ事務

協議会
25 総務部 財政課 交付税班 043-223-2073

負担金 その他研修会等参加負担金 財政関係等研修会・講習会への参加費を負担します。 研修会等主催者 15 総務部 財政課 企画調整班 043-223-2071

負担金 共同発行市場公募地方債広報経費負担金
（一財）地方債協会が行う共同発行市場公募地方債の
広報経費を負担します。

（一財）地方債協
会

120 総務部 財政課 起債資金班 043-223-2074

負担金 日本不動産研究所会費
不動産に関する理論的及び実証的研究の進歩発展を促
進し、その普及等を図るため、当該法人の維持会員と
しての会費を負担します。

（一財）日本不動
産研究所

150 総務部 資産経営課
県有地等活用
処分推進班

043-223-2092

負担金 エネルギー管理員講習会受講料
省エネ法により、千葉県庁本庁舎にエネルギー管理員
の有資格者を配置する必要があり、資格取得のための
講習会の受講料を負担します。

（一財）省エネル
ギーセンター

17 総務部 管財課 庁舎管理室 043-223-2087

負担金
防火管理者講習会負担金
（本庁舎）

消防法施行令第３条第１項に規定されている防火管理
者の資格を取るための講習会の受講料を負担します。

（公財）千葉市防
災普及公社

10 総務部 管財課 庁舎管理室 043-223-2086

負担金
千葉市防火管理者協議会負担金
（本庁舎）

職場の防火管理の研究を行い、向上並びに安全を図る
千葉市防火管理者協議会の運営に係る経費を負担しま
す。

千葉市防火管理
者協議会

6 総務部 管財課 庁舎管理室 043-223-2086

負担金 簡易無線局電波利用料
電波法第103条の２第１項の規定により無線局の免許を
受けている者が納める電波利用料で、千葉県庁の警備
無線として使用している27局分を負担します。

総務省関東総合
通信局

11 総務部 管財課 庁舎管理室 043-223-2090

負担金
特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金
（本庁舎）

廃棄物処理法に規定されている特別管理産業廃棄物管
理責任者を配置する必要があり、資格取得のための講
習会の受講料を負担します。

（公財）日本産業
廃棄物処理振興

センター
14 総務部 管財課 庁舎管理室 043-223-2087

負担金 自衛消防業務講習受講料負担金
消防法第８条の２の５の規定により義務付けられた、
統括管理者及び自衛消防組織の本部隊班長の自衛消防
業務講習の受講料を負担します。

（一財）日本消防
設備安全セン

ター
194 総務部 管財課 庁舎管理室 043-223-2086
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 安全運転管理者講習会受講料
道路交通法の規定により義務付けられている安全運転
管理者に対する講習会の受講料を負担します。

千葉中央地区安
全運転管理者協

議会
10 総務部 管財課 管理調整班 043-223-2085

負担金 千葉中央地区安全運転管理者協議会負担金
安全運転管理者等の資質の向上や、体制の充実強化の
推進を目的とする、千葉中央地区安全運転管理者協議
会の運営に係る経費を負担します。

千葉中央地区安
全運転管理者協

議会
22 総務部 管財課 管理調整班 043-223-2085

負担金 労働安全衛生特別教育講習会受講料

労働安全衛生法第59条、同規則第36条により事業者に
義務づけられている電気取扱業務従事者に対する高圧
及び特別高圧電気設備の安全教育講習会の受講料を負
担します。

（一財）関東電気
保安協会

68 総務部 管財課 電気保安室 043-223-2095

負担金 電気設備PMセミナー等受講料
電気保安業務に係る情報取得するため、一般社団法人
日本電気協会主催のセミナーの受講料を負担します。

（社）日本電気協
会

60 総務部 管財課 電気保安室 043-223-2095

負担金 企業局本局新庁舎（仮称）建設工事負担金
企業局本局新庁舎(仮称)の建設に係る費用の知事部局
分を負担します。

企業局 60,958 総務部 管財課 庁舎管理室 043-223-2086

負担金 市原県税事務所維持管理費負担金
賃借庁舎について、その維持管理等にかかる費用を専
有面積の割合等に応じて負担します。

市原市 2,990 総務部 税務課 管理調整班 043-223-3094

負担金 租税教育推進事業負担金
租税教育の推進のため、国税庁と全国納税貯蓄組合連
合会が共催する作文コンクールに対する賛助会費を負
担します。

千葉県納税貯蓄
組合総連合会

500 総務部 税務課 収税指導室 043-223-2127

負担金 自動車税事務所４支所維持管理費負担金
賃借庁舎について、その維持管理にかかる費用を専有
面積の割合等に応じて負担します。

（一財）関東陸運
振興センター

2,700 総務部 税務課 管理調整班 043-223-3094

負担金 地方税共同機構負担金

地方税に関する事務の合理化及び納税義務者等の利便
の向上に寄与することを目的とし、全都道府県及び全
市町村で組織する機構のシステム開発費や運営費を負
担します。

地方税共同機構 82,639 総務部 税務課
管理・システ

ム班
043-223-2119

負担金 地区税務協議会負担金
税務関係機関相互の連携協調と適切な税務行政遂行を
目的とし、各税務署単位に国･県･市町村で構成されて
いる協議会の運営費を負担します。

県内各地区税務
協議会

348 総務部 税務課 管理調整班 043-223-3094
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 都市税務協議会負担金
税務事務調査研究・改善及び都市相互間の連携協調を
図り、適切な税務行政遂行を目的とし、県及び県内全
市で組織する協議会の運営費を負担します。

千葉県都市税務
協議会

19 総務部 税務課 企画税制班 043-223-2114

負担金 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金
特別管理産業廃棄物管理責任者講習会への参加費を負
担します。

（公財）日本産業
廃棄物処理振興

センター
138 総務部 税務課 軽油引取税室 043-223-2170

負担金 安全運転管理者講習会負担金
道路交通法の定めにより受講を義務づけられている、
安全運転管理者講習会の費用を負担します。

県内各地区安全
運転管理者協議

会
50 総務部 税務課 管理調整班 043-223-3094

負担金 防火管理者講習会負担金
県税事務所等における防火管理者講習受講のための参
加費等を負担します。

（一社）千葉県消
防設備協会 外

24 総務部 税務課 管理調整班 043-223-3094

負担金 自治大学校税務専門課程研修参加負担金
自治大学校への入校及び科目履修に係る研修に参加す
るための費用を負担します。

（一財）自治研修
協会

128 総務部 税務課 管理調整班 043-223-3094

負担金 都道府県税務職員研修会負担金
都道府県税務職員研修会に参加するための費用を負担
します。

（一財）地方財務
協会

15 総務部 税務課 企画税制班 043-223-2114

負担金 地域活性化センター負担金
地域社会の活性化のために諸事業を実施する（一財）
地域活性化センターの年会費を全国一律で負担しま
す。

（一財）地域活性
化センター

900 総務部 市町村課 自治振興室 043-223-2362

負担金 資産評価システム研究センター負担金
全ての都道府県・市町村が会員となり固定資産税制度
の調査研究、研修事業等を実施している（一財）資産
評価システム研究センターの会費を負担します。

（一財）資産評価
システム研究セ

ンター
700 総務部 市町村課 税政班 043-223-2134

負担金 会議等参加費負担金
業務遂行に必要な各種会議に係る参加者負担金等を負
担します。

会議等主催者 100 総務部 市町村課 行政班 043-223-2130

負担金 都道府県選挙管理委員会連合会負担金
選挙に関する中央・地方相互間の連絡調整等を行う都
道府県選挙管理委員会連合会の分担金を全国一律で負
担します。

都道府県選挙管
理委員会連合会

613 総務部 市町村課 選挙班 043-223-2142
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（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金
都道府県選挙管理委員会連合会関東甲信越静支
会負担金

選挙に関する啓発教養等に資するため、千葉県ほか10
都県で組織される都道府県選挙管理委員会連合会関東
甲信越静支会の分担金を負担します。

都道府県選挙管
理委員会連合会
関東甲信越静支

会

54 総務部 市町村課 選挙班 043-223-2142

負担金 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金

選挙についての関係機関の連絡調整等の活動に資する
ため、県及び市区町村選挙管理委員会で組織される千
葉県市区町村選挙管理委員会連合会の負担金を県内一
律で負担します。

千葉県市区町村
選挙管理委員会

連合会
321 総務部 市町村課 選挙班 043-223-2142

負担金 明るい選挙推進協会負担金
「明るい選挙推進運動」の全国組織として活動する
（公財）明るい選挙推進協会に対し、分担金を全国一
律で負担します。

（公財）明るい選
挙推進協会

400 総務部 市町村課 選挙班 043-223-2142

負担金 千葉県自衛隊協力会連合会負担金

県内各地区自衛隊協力会の意思疎通と育成強化を図
り、もって自衛隊の健全な発展に寄与することを目的
として組織された連合会の活動に資するため、運営費
の一部を負担します。

千葉県自衛隊協
力会連合会

1,000 総務部 市町村課 行政班 043-223-2130

負担金 全国過疎地域自立促進連盟負担金
過疎地域の自立促進のための施策の推進及び予算の確
保のための活動等を行う全国過疎地域自立促進連盟会
費を負担します。

全国過疎地域自
立促進連盟

317 総務部 市町村課 自治振興室 043-223-2385

負担金
住民基本台帳法に係る地方公共団体情報システム
機構事務負担金

地方公共団体情報システム機構法の規定により、住民
基本台帳法上規定されている事務に対して、同機構の
運営費を負担します。

地方公共団体情
報システム機構

68,000 総務部 市町村課 行政班 043-223-2140

負担金 参議院議員選挙公営負担金
「公職選挙法」の規定により、公費で負担することと
されている選挙費用について負担します。

民間企業等 113,030 総務部 市町村課 選挙班 043-223-2142

負担金 参議院議員選挙不在者投票特別経費負担金
「公職選挙法」の規定により、不在者投票管理者の管
理する投票を記載する場所において行われる不在者投
票に要する経費を負担します。

不在者投票管理
者等

13,490 総務部 市町村課 行政班 043-223-2130

負担金 政策法務関連フォーラム参加負担金
政策法務にとって重要なテーマを取り上げる全国的な
研究会・研修会への参加費を負担します。

研修等主催団体 22 総務部 政策法務課 政策法務班 043-223-2157

負担金 各種研究会・セミナー参加負担金 行政管理講座への参加費を負担します。
（一財）行政管理
研究センター等

16 総務部 政策法務課
文書審査・収

発班
043-223-2152
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 公益認定等総合情報システム負担金
内閣府が開発・運用する、国や都道府県の公益認定等
業務を効率化し、迅速に情報提供すること等を目的と
したシステムの運用経費を負担します。

内閣府公益認定
等委員会事務局

660 総務部 政策法務課 公益法人班 043-223-2160

負担金 （社）日本図書館協会会費
文部科学省が所管し、職員の資質向上のための研修や
出版事業等を通じ、資料保存機関のサービス向上に寄
与することを目的とした協会の運営費を負担します。

（公社）日本図書
館協会

23 総務部 政策法務課
文書館行政資

料室
043-223-2658

負担金 千葉県史料保存活用連絡協議会会費
県と県内市町村等を会員とし、各地域の公文書、古文
書等の保存･活用、自治体史の編さんに関する調査研
究･研修会を行う協議会の運営費を負担します。

千葉県史料保存
活用連絡協議会

24 総務部 政策法務課
文書館県史・

古文書課
043-227-7551

負担金
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会関東部会
研修参加負担金

歴史資料の保存利用事業に関する調査及び研究等を行
う全国歴史資料保存利用機関連絡協議会関東部会が開
催する研修会等への参加費を負担します。

全国歴史資料保
存利用機関連絡
協議会関東部会

10 総務部 政策法務課
文書館行政文

書資料課
043-227-7556

負担金 記録管理学会研修参加負担金
歴史資料の保存利用事業に関する調査及び研究等を行
う記録管理学会が開催する研究会等への参加費を負担
します。

記録管理学会 15 総務部 政策法務課
文書館行政文

書資料課
043-227-7556

負担金 文書保存管理に係る講習会参加負担金 文書保存管理に係る講習会への参加費を負担します。 講習会主催団体 28 総務部 政策法務課 文書館管理課 043-227-7555

負担金 文化財IPMコーディネーター取得講習会
薬剤だけに頼らず古文等の紙資料や文化財等の生物被
害を防ぐ「文化財IPM」の知識と技術を習得するための
講習会への参加費を負担します。

講習会主催団体 25 総務部 政策法務課 文書館管理課 043-227-7555

負担金 防火管理者講習受講料
消防法施行令第３条第１項に規定されている防火管理
者の資格を取るための講習会の受講料を負担します。

（公財）千葉市防
災普及公社

5 総務部 政策法務課 文書館管理課 043-227-7555

負担金
都道府県情報公開個人情報保護審査会委員交流
フォーラム参加負担金

情報公開・個人情報保護審査会委員交流フォーラムへ
の参加費を負担します。

（一財）行政管理
研究センター

90 総務部 審査情報課 情報公開班 043-223-4630

負担金 行政管理講座負担金 行政管理講座への参加費を負担します。
（一財）行政管理

研究センター
45 総務部 審査情報課 相談調整班 043-223-4574
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区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 行政不服審査交流会参加負担金 行政不服審査交流会への参加費を負担します。
（一財）行政管理

研究センター
35 総務部 審査情報課

行政不服審査
会班

043-223-2159

負担金 子育てのための施設等利用給付費県費負担金
子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、私立幼稚
園の保育料の無償化に要する経費の一部を負担しま
す。

市町村 4,370,000 総務部 学事課 幼稚園振興班 043-223-2156

負担金 全国私立学校審議会連合会都道府県分担金
私学教育の振興と健全な発達を目的として組織された
「全国私立学校審議会連合会」に対する都道府県分担
金を負担します。

全国私立学校審
議会連合会

150 総務部 学事課 企画宗務班 043-223-2172

負担金 全国私立学校審議会連合会会議等参加負担金
「全国私立学校審議会連合会」の開催する会議への参
加負担金を負担します。

全国私立学校審
議会連合会

72 総務部 学事課 企画宗務班 043-223-2172

負担金 総務ワークステーション共益費等負担金
総務ワークステーションが入居するワールドビジネス
ガーデンの賃借契約に伴い、清掃や電気料等の入居者
負担分の共益費等を負担します。

（株）ザイマックス 5,105 総務部
総務ワークス

テーション
管理班 043-350-2112

負担金 地方職員共済組合活動事業分担金

県と共済組合が共催で実施する保健事業について、県
の負担部分を負担します。
（ライフプラン講習会及びゴールドライフセミナー開
催費、保健施設の維持管理費等の一部負担。）

地方職員共済組
合千葉県支部

6,957 総務部
総務ワークス

テーション
福利班 043-350-2114

負担金 衛生管理者受験対策実践講習会参加負担金
職員50人以上の所属に配置が義務付けられている衛生
管理者の資格を職員に取得させるための講習会への参
加費を負担します。

（公社）千葉県労
働基準協会連合

会 外
201 総務部

総務ワークス
テーション

健康管理班 043-350-2113

負担金 海外派遣研修生健康診断負担金
海外派遣されている職員が現地において、労働安全衛
生法に基づく定期健康診断を受診するための費用を負
担します。

海外派遣研修生 64 総務部
総務ワークス

テーション
健康管理班 043-350-2113

負担金 安全管理者選任時研修負担金
職員50人以上の土木関係所属に配置が義務付けられて
いる安全管理者の資格を取得させるための研修会への
参加費を負担します。

（一社）千葉労働
基準協会

93 総務部
総務ワークス

テーション
健康管理班 043-350-2113

負担金 防火管理者講習会受講料
消防法施行令第３条第１項に規定されている防火管理
者の資格を取るための講習会の受講料を負担します。

講習実施機関 21 総務部
総務ワークス

テーション
福利班 043-350-2114
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負担金 生活習慣病健康診断
職員のがん検診（胃、大腸、肺、子宮、乳）に係る業
務を共済へ委任するための費用を負担します。

地方職員共済組
合千葉県支部

19,337 総務部
総務ワークス

テーション
健康管理班 043-350-2113

負担金 地方公共団体情報システム機構一般事業負担金
情報化人材育成のための研修、情報処理システムの研
究開発等を行う地方公共団体情報システム機構の運営
費を負担します。

地方公共団体情
報システム機構

1,800 総務部
デジタル戦略

課
デジタル戦略

班
043-223-2441

負担金 オープンガバメント推進協議会負担金

企業・大学・行政が連携し、オープンデータ等の活用
策の検討等に取り組み、住民サービス向上や産業発展
等に寄与し、利便性の高い社会の実現に資することを
目的とした協議会の年会費を負担します。

オープンガバメン
ト推進協議会

500 総務部
デジタル戦略

課
データ利活用

班
043-223-2189

負担金 千葉県地域IT化推進協議会負担金

産学官民が協力連携し、ITの利活用を推進することに
より、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現及び住
民福祉の向上に寄与することを目的とした協議会の運
営に係る経費を負担します。

千葉県地域IT化
推進協議会

18 総務部
デジタル戦略

課
デジタル戦略

班
043-223-2441

負担金 総合行政ネットワーク負担金
総合行政ネットワークの運営主体である地方公共団体
情報システム機構に対して、ネットワークの運用等に
係る経費を負担します。

地方公共団体情
報システム機構

41,400 総務部
デジタル推進

課
電子申請シス

テム班
043-223-2380

負担金 ちば電子申請システム運営事務負担金
千葉県電子自治体共同運営協議会の運営等に係る経費
を負担します。

千葉県電子自治
体共同運営協議

会
50 総務部

デジタル推進
課

電子申請シス
テム班

043-223-2380

負担金 公的個人認証サービス事業負担金
公的個人認証サービスの運営主体である地方公共団体
情報システム機構に対して、サービスの運営・維持に
係る経費を負担します。

地方公共団体情
報システム機構

81,031 総務部
デジタル推進

課
電子申請シス

テム班
043-223-2380

負担金
公的個人認証サービス事業システム更改費用負担
金

公的個人認証サービスに係る次期システム更改のため
の積立金を負担します。

地方公共団体情
報システム機構

17,765 総務部
デジタル推進

課
電子申請シス

テム班
043-223-2380

負担金 ちば電子調達システム改修費負担金
千葉県電子自治体共同運営協議会が行う電子調達シス
テムの改修に係る経費を負担します。

千葉県電子自治
体共同運営協議

会
13,022 総務部

デジタル推進
課

電子申請シス
テム班

043-223-2380
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 ICTツール活用人材育成に向けた研修参加費

BPRによる業務改善の取組を推進・普及するため、各所
属におけるBPRに際して、適切なICTツールの活用につ
なげ、必要に応じRPA構築を行うことができる人材を育
成するため、研修費を負担します。

研修実施団体 3,300 総務部
デジタル推進

課
スマート県庁

推進班
043-223-4454

負担金 デジタルコア職員向け技術研修参加費
千葉県のデジタル化推進を主導する職員を、日々進展
するデジタル技術等に関する知識・スキルを持った人
材に育成するため、研修費を負担します。

研修実施団体 3,500 総務部
デジタル推進

課
スマート県庁

推進班
043-223-4454

負担金 情報化研修受講負担金
システムの開発や維持管理業務を担う職員の業務処理
能力や、コンピュータの活用能力の向上を図るための
研修費用を負担します。

研修実施団体 2,455 総務部
情報システム

課
しょむ・文書シ

ステム班
043-223-2185

負担金 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会会費
公金の電子収納システムであるマルチペイメントネッ
トワークを利用するため、日本マルチペイメントネッ
トワーク推進協議会の年会費を負担します。

日本マルチペイ
メントネットワー
ク推進協議会

100 総務部 出納局 資金管理班 043-223-3310

負担金 研修会負担金
会計職員として必要な知識を得るため、自治体セミ
ナー等研修会への参加費を負担します。

研修主催団体 44 総務部 出納局 総務班 043-223-3309

負担金 内外情勢調査会会費
内外情勢に関する情報の収集、調査、分析を行う（一
社）内外情勢調査会の年会費を負担します。

（一社）内外情勢
調査会

212 総務部 出納局 総務班 043-223-3309

補助金
私立学校経常費補助
（一般補助）

私立学校の振興を図り、健全な経営と在学する生徒等
に係る修学上の経済的負担の軽減に資するため、学校
法人に対し補助します。

学校法人 32,687,509 総務部 学事課
私学振興班

幼稚園振興班
043-223-2155
043-223-2156

補助金
私立学校経常費補助
（特別補助〔教育改革推進特別経費〕）

私立高校等におけるカウンセラーの採用など生徒指導
の充実に要する経費、学校法人立の私立幼稚園等にお
ける預かり保育や子育て支援活動に要する経費等に対
し補助します。

学校法人 550,000 総務部 学事課
私学振興班

幼稚園振興班
043-223-2155
043-223-2156

補助金
私立学校経常費補助
（特別補助〔幼稚園等特別支援教育経費〕）

障害のある幼児の就園機会の拡大を図るとともに、特
別支援教育の充実及び保護者負担の軽減を図るため、
障害のある幼児が就園する学校法人立の私立幼稚園等
に対し補助します。

学校法人 458,000 総務部 学事課 幼稚園振興班 043-223-2156
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

補助金 私立高等学校等就学支援事業
家庭の教育費負担の軽減を図るため、私立高等学校等
の生徒に対し高等学校等就学支援金を支給し、授業料
の一定額を補助します。

学校法人等 8,948,000 総務部 学事課 私学振興班 043-223-2155

補助金 私立高等学校等ICT環境整備事業
私立高校等におけるICT教育環境の充実を図るため、パ
ソコンやタブレット端末、電子黒板等の整備に要する
経費について補助します。

学校法人 160,000 総務部 学事課 私学振興班 043-223-2155

補助金 私立高等学校等授業料減免事業補助
私立高校等に修学する生徒の保護者負担の軽減を図る
ため、授業料を減免した学校法人等に対し補助しま
す。

学校法人等 1,264,000 総務部 学事課 私学振興班 043-223-2155

補助金 私立高等学校入学金軽減事業補助
私立高校に修学する生徒のうち、入学金の納入が困難
な世帯の保護者負担の軽減を図るため、入学金を軽減
した学校法人に対し補助します。

学校法人 242,000 総務部 学事課 私学振興班 043-223-2155

補助金
私立学校経常費補助
（特別補助〔幼稚園教員の人材確保支援事業〕）

私立幼稚園の教員確保を支援するため、教員の給与改
善に要する経費について、助成します。

学校法人 246,000 総務部 学事課 幼稚園振興班 043-223-2156

補助金 私立専門学校入学金・授業料減免事業

県内の私立専門学校に修学する生徒のうち、入学金・
授業料の納入が困難な世帯の保護者負担の軽減を図る
ため、入学金・授業料を減免した学校法人等に対し補
助します。

学校法人等 990,000 総務部 学事課 私学振興班 043-223-2155

補助金 私立小中学校家計急変世帯授業料軽減事業
私立小中学校に通う児童生徒の継続的な学びを支援す
るため、入学後に家計が急変した世帯に対し授業料を
減免した学校法人に対し補助します。

学校法人 25,000 総務部 学事課 私学振興班 043-223-2155

補助金 幼児教育の質の向上のための環境整備事業
幼稚園及び認定こども園が行う幼児教育の質の向上の
ための環境整備に要する経費の一部を補助します。

学校法人・社会
福祉法人

155,000 総務部 学事課 幼稚園振興班 043-223-2156

補助金
認定こども園等への円滑な移行のための準備支援
事業

子ども子育て支援新制度の円滑な実施を図るため、私
立幼稚園が認定こども園等へ移行する際に行う申請作
業等について事務職員等を雇用する場合の費用を補助
します。

学校法人 8,000 総務部 学事課 幼稚園振興班 043-223-2156

補助金 私立高等学校等学び直し支援事業

家庭の教育費負担の軽減を図るため、高等学校等を中
途退学した後、再び高等学校等で学び直す生徒に対し
学び直し支援金を支給し、授業料の一定額を補助しま
す。

学校法人等 13,300 総務部 学事課 私学振興班 043-223-2155

12 / 166 ページ



令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

補助金
保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支
援事業

幼保連携型認定こども園等に勤務する職員が幼稚園免
許状を取得するための受講料及び保育士資格を取得す
る際の代替職員の雇上費を補助します。

市町村・学校法
人・社会福祉法

人
408 総務部 学事課 幼稚園振興班 043-223-2156

補助金 園務改善のためのICT化支援事業
幼稚園における業務負担軽減を図るため、幼稚園教員
等の園務改善のためのICT化支援システムの導入に必要
な経費を補助します。

学校法人・市町
村

22,500 総務部 学事課 幼稚園振興班 043-223-2156

補助金 私立幼稚園教育振興事業補助
私立幼稚園の振興を図り、健全な経営と保護者の経済
的負担の軽減に資するため、個人立等私立幼稚園に対
し補助します。

個人立等幼稚園
設置者

74,360 総務部 学事課 幼稚園振興班 043-223-2156

補助金 私立幼稚園特別支援教育振興事業補助
個人立等私立幼稚園の特別支援教育の充実及び幼児の
保護者負担の軽減を図るため、特別支援教育を行う個
人立等幼稚園設置者に対し補助します。

個人立等幼稚園
設置者

7,800 総務部 学事課 幼稚園振興班 043-223-2156

補助金 在外教育施設派遣教員委託費補助

在外教育施設における教員の確保及び教育指導の充実
を図るため、私立学校教員が在外教育施設に派遣され
る場合に、教員が在籍する私立学校に対し、派遣に要
する経費を補助します。

学校法人 8,723 総務部 学事課 企画宗務班 043-223-2120

補助金 日本私立学校振興・共済事業団補助
日本私立学校振興・共済事業団に加入する学校法人等
に勤務する教職員の長期給付掛金負担の軽減を図るた
め、同事業団に対し補助します。

日本私立学校振
興・共済事業団

440,000 総務部 学事課 企画宗務班 043-223-2172

補助金 私学教育振興財団退職資金事業補助

私立学校及び私学関係団体等に勤務する職員の勤続を
奨励するとともに、待遇の安定と改善を図るため、
（公財）千葉県私学教育振興財団の退職資金事業に対
し補助します。

（公財）千葉県私
学教育振興財団

825,000 総務部 学事課 企画宗務班 043-223-2172

補助金 私学教育振興財団利子補給事業補助

私立学校の振興を図るため、（公財）千葉県私学教育
振興財団が学校法人等に資金の借入を斡旋し、学校法
人等の借入利息に利子補給を行った場合に、同財団に
対し補助します。

（公財）千葉県私
学教育振興財団

6 総務部 学事課 企画宗務班 043-223-2172

補助金 私立学校耐震化緊急促進事業
私立学校における校舎等の耐震化を促進するため、耐
震化に要する経費の一部を補助します。

学校法人等 584,000 総務部 学事課
私学振興班

幼稚園振興班
043-223-2155
043-223-2156

補助金 私立学校ブロック塀等安全対策事業
私立学校におけるブロック塀の安全対策を促進するた
め、ブロック塀の撤去・改修等に要する経費の一部を
補助します。

学校法人等 8,000 総務部 学事課 幼稚園振興班 043-223-2156
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

交付金 県有資産所在市町村交付金

国有資産等所在市町村交付金法に基づき、他の者に貸
し付けている等、使用収益の実態が私人と変わらない
県有資産について、固定資産税相当額を資産所在市町
村に交付します。

市町村 1,504,000 総務部 資産経営課
県有地等活用
処分推進班

043-223-2092

交付金 県税取扱費
地方税法の定めにより、県税の取扱事務費用の補償と
して、市町村に交付します。

市町村 26,000 総務部 税務課 管理調整班 043-223-3094

交付金 個人県民税徴収取扱費
地方税法の定めにより、個人県民税の賦課徴収事務費
用の補償として、市町村に交付します。

市町村 10,946,000 総務部 税務課 管理調整班 043-223-3094

交付金 特別徴収義務者交付金
総務省内かんにより、ゴルフ場利用税及び軽油引取税
の円滑な運営と納期内申告納入の促進を目的として、
特別徴収義務者に交付します。

民間企業・個人 1,090,000 総務部 税務課 管理調整班 043-223-3094

交付金 利子割交付金
地方税法の定めにより、県民税利子割について他県と
の精算後の実質収入額の59.4%に相当する額を県内市町
村に交付します。

市町村 524,000 総務部 税務課 課税調査班 043-223-2117

交付金 ゴルフ場利用税交付金
地方税法の定めにより、ゴルフ場利用税収入額の70%に
相当する額をゴルフ場所在地の市町村に交付します。

市町村 3,061,000 総務部 税務課 課税調査班 043-223-2117

交付金 自動車取得税交付金

地方税法の定めにより、自動車取得税収入額の66.5%に
相当する額を県内市町村に交付し、さらに政令市であ
る千葉市には同市管理の一般国道及び県道の延長等の
割合に応じて加算し、交付します。

市町村 1,000 総務部 税務課 課税調査班 043-223-2117

交付金 軽油引取税交付金

地方税法の定めにより、軽油引取税収入額の90%に相当
する額に、千葉市が管理する県内一般国道及び県道の
面積の割合を乗じて得た額を政令市である千葉市に交
付します。

千葉市 5,031,000 総務部 税務課 軽油引取税室 043-223-2170

交付金 地方消費税交付金
地方税法の定めにより、地方消費税について他都道府
県との清算後、実質収入額の50%に相当する額を人口等
の割合で按分し、県内市町村に交付します。

市町村 148,204,000 総務部 税務課 課税調査班 043-223-2117

交付金 配当割交付金
地方税法の定めにより、県民税配当割収入額の59.4%に
相当する額を、個人の県民税の収入額に応じて按分
し、県内市町村に交付します。

市町村 7,216,000 総務部 税務課 課税調査班 043-223-2117
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

交付金 株式等譲渡所得割交付金
地方税法の定めにより、県民税株式等譲渡所得割収入
額の59.4%に相当する額を、個人の県民税の収入額に応
じて按分し、県内市町村に交付します。

市町村 6,286,000 総務部 税務課 課税調査班 043-223-2117

交付金 個人県民税所得割交付金
地方税法の定めにより、千葉市における退職所得の分
離課税に係る個人県民税所得割収入額の50％に相当す
る額を、政令市である千葉市に交付します。

千葉市 219,000 総務部 税務課 課税調査班 043-223-2117

交付金 環境性能割交付金

地方税法の定めにより、自動車税環境性能割収入額の
40.85%に相当する額を県内市町村に交付し、さらに政
令市である千葉市には同市管理の一般国道及び県道の
延長等の割合に応じて加算し、交付します。

市町村 2,825,000 総務部 税務課 課税調査班 043-223-2117

交付金 法人事業税交付金

地方税法の定めにより、法人事業税の7.7%に相当する
額を、3分の２を各市町村の法人市民税法人税割額に応
じて、残り3分の１を各市町村の従業者数で按分し、県
内市町村に交付します。

市町村 11,540,000 総務部 税務課 課税調査班 043-223-2117

交付金 条例による事務処理の特例に係る市町村交付金
「千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関す
る条例」に基づき市町村へ権限を移譲した事務の処理
に要する経費について交付金を交付します。

市町村 193,000 総務部 市町村課 自治振興室 043-223-2385

交付金 市町村振興宝くじ交付金

宝くじの発売権を有しない市町村に代わって、県が市
町村振興宝くじ（サマージャンボ・ハロウィンジャン
ボ）を発売し、その収益金を（公財）千葉県市町村振
興協会に交付します。

（公財）千葉県市
町村振興協会

2,247,000 総務部 市町村課 財政班 043-223-2144

交付金 在外選挙人名簿登録事務費交付金
市町村選挙管理委員会が行う在外選挙人名簿登録事務
に要する経費については、全額国の負担となってお
り、県を経由して市町村に交付します。

市町村 2,023 総務部 市町村課 選挙班 043-223-2142

交付金 参議院議員選挙執行経費市町村交付金
参議院議員選挙に係る市町村の執行経費について、
「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律」
の規定に基づき所要額を交付します。

市町村 2,186,200 総務部 市町村課 行政班 043-223-2130

交付金 千葉県議会議員一般選挙執行経費市町村交付金

県議会議員選挙に係る市町村の執行経費について、
「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律」
の規定に準じて、選挙人名簿登録者数、ポスター掲示
場数等により算出し交付します。

市町村 503,300 総務部 市町村課 行政班 043-223-2130

15 / 166 ページ



令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

交付金
特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機
の設置等関連事務の委任に係る交付金

番号制度における特定個人情報の提供の求め等に係る
電子計算機の設置等関連事務を委任した地方公共団体
情報システム機構に対し、事務に要する費用に相当す
る金額を交付します。

地方公共団体情
報システム機構

11,866 総務部
情報システム

課
しょむ・文書シ

ステム班
043-223-2186

負担金 内外情勢調査会会費
内外情勢に関する情報を得るため、調査会の会員とな
りその年会費を負担します。

（一社）内外情勢
調査会

212 総合企画部 政策企画課 総務班 043-223-2426

負担金 地方行財政調査会首都圏懇談会
地方公共団体の行財政に関する情報を得るため、懇談
会の会員となりその年会費を負担します。

（一社）地方行財
政調査会

264 総合企画部 政策企画課 総務班 043-223-2426

負担金 研修等参加負担金
職員の能力向上のために各種セミナー等に参加するた
めの負担金を負担します。

研修等主催団体 100 総合企画部 政策企画課 総務班 043-223-2426

負担金 渉外関係主要都道府県知事連絡協議会負担金
米軍提供施設等が所在する15都道府県知事で構成し、
政府等に対して基地問題に関する要望活動等を行う連
絡協議会の運営に係る経費の一部を負担します。

渉外関係主要都
道府県知事連絡

協議会
90 総合企画部 政策企画課 政策室 043-223-2203

負担金 移住・交流推進機構（JOIN）負担金
移住・交流の推進に向け、官民が連携してイベントや
情報発信を行う全国組織に加入し、その会費を負担し
ます。

（一社）移住・交
流推進機構

300 総合企画部 地域づくり課 地域活性化室 043-223-2447

負担金 （一財）国土計画協会会費
国土計画等に関する事項の調査研究や促進事業等を行
うため、協会の会員となり、その年会費を負担しま
す。

（一財）国土計画
協会

40 総合企画部 地域づくり課 企画調整班 043-223-2393

負担金 土地対策全国連絡協議会会費
国土利用計画法の運用等に関する研究等を行うため、
協議会の会員となり、その年会費を負担します。

土地対策全国連
絡協議会

8 総合企画部 地域づくり課 企画調整班 043-223-2393

負担金 半島地域振興対策協議会分担金
半島振興法による事業の促進、情報収集･調査研究等を
行うため、協議会の運営に係る経費の一部を負担しま
す。

半島地域振興対
策協議会

60 総合企画部 地域づくり課 地域活性化室 043-223-2447

負担金 アジア経済研究所負担金等
アジア経済研究所のアジア等における基礎情報・研究
成果を有効に活用するための賛助正会員の年会費等を
負担します。

（独）日本貿易振
興機構アジア経

済研究所
140 総合企画部 国際課

国際交流・海
外発信推進室

043-223-2398
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金
語学指導等を行う外国青年招致事業負担金
（自治体国際化協会負担金）

語学指導等を行う外国青年招致事業（JETプログラム）
の運営に係る経費を負担します。

（一財）自治体国
際化協会

1,317 総合企画部 国際課
国際交流・海
外発信推進室

043-223-2398

負担金 千葉県旅券事務所防火管理者資格講習
千葉県旅券事務所防火管理者資格講習経費を負担しま
す。

（公財）千葉市防
災普及公社

7 総合企画部 国際課 企画調整班 043-223-2427

負担金 千葉県旅券事務所の建物管理に要する共益費
千葉県旅券事務所の建物管理に要する共益費を負担し
ます。

大成有楽不動産
（株）

10,428 総合企画部 国際課 企画調整班 043-223-2427

負担金
千葉県旅券事務所松戸旅券管理課の建物管理に
要する共益費

千葉県旅券事務所松戸旅券管理課の建物管理に要する
共益費を負担します。

東方地所（株） 4,475 総合企画部 国際課 企画調整班 043-223-2427

負担金 千葉県旅券事務所の光熱費
千葉県旅券事務所の建物管理に要する共用部分の光熱
水費を負担します。

大成有楽不動産
（株）

7,512 総合企画部 国際課 企画調整班 043-223-2427

負担金 千葉県旅券事務所の案内板掲示費
千葉県旅券事務所の案内板の掲示に係る費用を負担し
ます。

大成有楽不動産
（株）

220 総合企画部 国際課 企画調整班 043-223-2427

負担金 姉妹州・友好都市等との交流推進事業
デュッセルドルフ市からの訪問団に本県の文化を体験
していただくため、体験会等への参加費を負担しま
す。

体験会等主催団
体

21 総合企画部 国際課
国際交流・海
外発信推進室

043-223-2398

負担金 国際化関係研修会・会議等参加負担金
職員の資質向上、情報収集等のため、国際に関する研
修会等に参加するための費用を負担します。

開催団体等 32 総合企画部 国際課
国際交流・海
外発信推進室

043-223-2398

負担金 自治体国際化協会負担金
地域の国際化推進、自治体の海外での活動への支援等
により、地方自治体の発展に寄与している（一財）自
治体国際化協会の分担金を負担します。

（一財）自治体国
際化協会

52,000 総合企画部 国際課
国際交流・海
外発信推進室

043-223-2394

負担金 日本広報協会負担金
広報に関する技術・資料の提供、広報に関する調査研
究等を実施する同協会の会員としての会費を負担しま
す。

（公社）日本広報
協会

180 総合企画部 報道広報課 広報班 043-223-2241
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 千葉県経済団体広報協議会負担金
千葉県下の経済団体・企業を会員として構成し、千葉
県経済記者会を通じて広報活動を行っている当協議会
の会員としての会費を負担します。

千葉県経済団体
広報協議会

100 総合企画部 報道広報課 広報班 043-223-2239

負担金 研修等参加負担金
職員の能力向上を図るために、各種研修等に参加する
ための参加費を負担します。

研修等主催団体 115 総合企画部 報道広報課 広報班 043-223-2239

負担金 千葉県統計協会会費
統計情報の提供、統計に関する知識・技術の普及のた
め、千葉県統計協会の会費を負担します。

千葉県統計協会 665 総合企画部 統計課 管理調整班 043-223-2217

負担金 都道府県統計連絡協議会分担金
都道府県の統計担当相互間の連携を図り、統計制度の
改善発展並びに統計行政の円滑な運営を図るため、都
道府県統計連絡協議会の会費を負担します。

都道府県統計連
絡協議会

15 総合企画部 統計課
統計データ

利活用推進班
043-223-2213

負担金 研修等参加負担金
統計に関する各種セミナー等への参加費を負担しま
す。

研修等主催団体 20 総合企画部 統計課 管理調整班 043-223-2214

負担金 利根川水系水資源開発促進協議会負担金
利根川水系の水資源開発事業の促進に寄与する方策の
協議・進捗を図るため、協議会の運営に係る経費の一
部を負担します。

利根川水系水資
源開発促進協議

会
100 総合企画部 水政課

水資源・水利
班

043-223-2688

負担金 日本水道協会負担金
水道の普及とその健全な発達を図るため、協会の運営
に係る経費の一部を負担します。

（公社）日本水道
協会

14 総合企画部 水政課 水道事業室 043-223-2629

負担金 講習会等参加負担金
業務遂行に必要な講習会等に係る参加者の負担金を負
担します。

講習会等主催者 73 総合企画部 水政課 水道事業室 043-223-2629

負担金
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

九十九里・南房総地域の水道用水供給事業体と県営水
道との統合に係る各企業団からの派遣職員の人件費を
負担します。

九十九里地域水
道企業団、南房
総広域水道企業

団

15,000 総合企画部 水政課
水資源・水利

班
043-223-2272

負担金 地域振興連絡協議会負担金
地域と空港が共生し、活力ある空港周辺地域の振興を
図るため、協議会の運営に係る経費の一部を負担しま
す。

地域振興連絡協
議会

1,900 総合企画部
空港地域振興

課
成田空港共生

室
043-223-2282
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 航空政策研究会負担金
航空政策に関する情報を得るため、研究会の会員とな
りその年会費を負担します。

航空政策研究会 300 総合企画部
空港地域振興

課
空港政策室 043‐223-2283

負担金 土地改良区負担金
空港代替地として保有している土地で、土地改良事業
を実施した土地について、その区域内の土地所有者が
土地改良区に対して支払う負担金です。

土地改良区 23 総合企画部
空港地域振興

課
成田空港共生

室
043-223-2282

負担金 成田空港活用協議会負担金
成田空港を活用した県経済の活性化を図るため、官民
が連携して設立した成田空港活用協議会の事業費等の
一部を負担します。

成田空港活用協
議会

25,000 総合企画部
空港地域振興

課
空港政策室 043-223-2283

負担金 JR久留里線活性化協議会負担金
JR久留里線の利用促進に関する取組を行うため、協議
会の運営に要する経費の一部を負担します。

JR久留里線活性
化協議会

100 総合企画部 交通計画課 鉄道事業室 043-223-2277

負担金 第三セクター鉄道等道府県協議会負担金
第三セクター鉄道（国鉄転換線）等の健全な発展を支
援するため、協議会の運営に要する経費の一部を負担
します。

第三セクター鉄
道等道府県協議

会
40 総合企画部 交通計画課 鉄道事業室 043-223-2278

負担金 研修等参加負担金
交通行政に関する各種セミナー及び研修等への参加費
を負担します。

研修等主催団体 20 総合企画部 交通計画課 企画調整班 043-223-2261

負担金 全国女性会館協議会負担金
男女共同参画センター等の運営に係る実践的な各種研
修等を実施している全国女性会館協議会の負担金を負
担します。

NPO法人全国女
性会館協議会

30 総合企画部
男女共同参画

課
男女共同参画

センター
043-420-8411

補助金
北方領土返還要求運動千葉県民会議活動費補助
金

日本固有の領土である北方四島の返還要求運動を広く
県民に普及･啓発し、返還のための機運を醸成するた
め、県民会議の活動費に要する経費の一部を補助しま
す。

北方領土返還要
求運動千葉県民

会議
135 総合企画部 政策企画課 政策室 043-223-2203

補助金 半島振興広域連携促進事業
国の半島振興広域連携促進事業の補助制度を活用し実
施する、南房総地域での連携事業に対して補助しま
す。

市町村等 3,740 総合企画部 地域づくり課 地域活性化室 043-223-2447

補助金 ＵＩＪターンによる起業・就業者等創出事業補助金

過疎地域や半島振興対策実施地域等へ移住し中小企業
等へ就業する方や、特定分野で起業する方等に対し、
移住に要する費用の一部を市町村が助成する事業に対
して補助します。

市町村 52,500 総合企画部 地域づくり課 地域活性化室 043-223-2447
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

補助金
（公財）ちば国際コンベンションビューロー（千葉県
国際交流センター）事業費補助金

（公財）ちば国際コンベンションビューロー（千葉県
国際交流センター）が実施する国際交流推進事業に要
する経費を補助します。

（公財）ちば国際
コンベンション

ビューロー
27,274 総合企画部 国際課

多文化共生推
進班

043-223-2436

補助金 在外千葉県人会活動事業補助金
在外千葉県人会（ブラジル・アルゼンチン）の活動事
業等に対して補助します。

各在外千葉県人
会

1,050 総合企画部 国際課
国際交流・海
外発信推進室

043-223-2398

補助金 千葉県市町村旅券窓口等整備事業補助金
旅券事務の権限移譲を行った市町村に対して旅券窓口
等の整備に要する経費を補助します。

市町村 9,664 総合企画部 国際課 企画調整班 043-223-2427

補助金 姉妹州・友好都市等との交流推進事業
姉妹州との交流を推進する民間組織「千葉ウィスコン
シン協会」へ運営費及び事業費を補助します。

千葉
ウィスコンシン

協会
1,150 総合企画部 国際課

国際交流・海
外発信推進室

043-223-2394

補助金 地域日本語教育推進市町村補助金
地域日本語教育の実施や体制整備に係る事業を行う市
町村に対して事業費を補助します。

市町村 1,000 総合企画部 国際課
多文化共生推

進班
043-223-2436

補助金 簡易水道施設事業補助金
水道の普及促進を図るため市町村等が行う簡易水道等
施設の整備に要する経費の一部を補助します。

市町村等 14,916 総合企画部 水政課 水道事業室 043-223-2629

補助金
千葉県末端給水事業体の統合・広域連携に係る調
査検討事業補助金

夷隅地域・安房地域の末端給水事業体の統合に係る事
業計画の作成に要する経費の一部を補助します。

夷隅地域・安房
地域の末端給水

事業体
15,807 総合企画部 水政課

水道事業統
合・広域化室

043-223-2274

補助金 南房総広域水道用水供給事業市町村補助金
南房総広域水道企業団構成市町村の同企業団に対する
負担軽減を図るため、当該市町村に対し補助します。

市町村 75,874 総合企画部 水政課 水道事業室 043-223-2628

補助金 上水道事業繰出金
水道事業の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強
化するため、一般会計から企業会計に補助します。

県企業局、北千
葉広域水道企業
団、かずさ水道
広域連合企業団

35,243 総合企画部 水政課 水道事業室 043-223-2628

補助金 生活基盤施設耐震化等交付金
都道府県が取りまとめた耐震化及び広域化等に関する
事業計画に基づき、耐震対策に要する経費の一部につ
いて国より交付を受け、各事業体へ補助します。

市町村等 2,326,333 総合企画部 水政課 水道事業室 043-223-2629
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令和４年度
当初予算

補助金 市町村水道総合対策事業補助金
県内の水道料金格差を是正し、住民負担の軽減を図る
とともに、事業体の経営の健全化を促進するため、市
町村等が経営する水道事業に対し補助します。

市町村等 2,544,000 総合企画部 水政課 水道事業室 043-223-2628

補助金 水道施設緊急電源確保対策事業補助金
災害時における水の安定供給の確保に資することを目
的とし、重要給水施設へ給水する水道施設の非常用発
電設備の整備に要する経費に対し、補助します。

市町村等 3,918 総合企画部 水政課 水道事業室 043-223-2629

補助金 成田国際空港関係者生活安定資金利子補給
空港関係者が金融機関から融資を受けた貸付金の利子
の一部を補助します。

個人 164 総合企画部
空港地域振興

課
成田空港共生

室
043-223-2282

補助金 共同利用施設整備事業補助
共同利用施設を建設する際に借入れた地方債等に係る
元利償還金の一部を補助します。

市町　外 15,576 総合企画部
空港地域振興

課
成田空港共生

室
043-223-2282

補助金 通勤農業補完事業補助
騒音対策区域内からの転居後も農業を続ける者に対
し、営農経費の一部を補助します。

個人 400 総合企画部
空港地域振興

課
成田空港共生

室
043-223-2282

補助金 全室防音改築工事資金利子補給
第1種区域内で行う住宅防音工事に係る借入金に対し、
利子の一部を補助します。

市町 130 総合企画部
空港地域振興

課
成田空港共生

室
043-223-2282

補助金 防音住宅空調機器更新事業補助
住宅防音工事の際に設置した空気調和機器を更新する
場合に補助します。

市町 3,684 総合企画部
空港地域振興

課
成田空港共生

室
043-223-2282

補助金 住宅再防音工事事業補助
住宅防音工事後、改築を伴う防音工事をする場合に補
助します。

市町 718 総合企画部
空港地域振興

課
成田空港共生

室
043-223-2282

補助金 東葉高速鉄道利子補給金
沿線住民の通勤・通学手段としての鉄道を維持し、経
営の安定化を図るため、沿線市などの関係者とともに
建設費に係る利子の一部について補助します。

東葉高速鉄道
（株）

13,353 総合企画部 交通計画課 鉄道事業室 043-223-2279

補助金 いすみ鉄道基盤維持費補助
「上下分離方式」の考え方に基づき、線路等の鉄道基
盤部分の維持・修繕費等について関係市町とともに補
助します。

いすみ鉄道（株） 69,808 総合企画部 交通計画課 鉄道事業室 043-223-2278
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令和４年度
当初予算

補助金 いすみ鉄道運行経費補助
地域の観光振興を支える鉄道として、安全輸送の徹底
やサービスの向上をより一層図るため、鉄道運行に係
る経費の一部について関係市町とともに補助します。

いすみ鉄道（株） 26,944 総合企画部 交通計画課 鉄道事業室 043-223-2278

補助金 鉄道輸送対策事業費補助
輸送の安全性向上のため、中小鉄道事業者が行う設備
整備等の経費の一部を国・関係市町村とともに補助し
ます。

鉄道事業者 36,307 総合企画部 交通計画課 鉄道事業室 043-223-2278

補助金 鉄道施設耐震対策事業補助

首都直下地震など大規模地震に備え、輸送人員の多い
路線などを対象に、新たに鉄道事業者が行う鉄道施設
の耐震化に要する経費に対し、国及び沿線市とともに
補助します。

鉄道事業者 59,833 総合企画部 交通計画課 鉄道事業室 043-223-2279

補助金 バス運行対策費補助
地域住民の日常生活に必要なバス路線のうち広域的・
幹線的な路線の維持を図るため、当該バス路線の経常
損失に対して、国とともにバス事業者に補助します。

乗合バス事業者 109,004 総合企画部 交通計画課 企画調整班 043-223-2063

補助金 持続可能な地域公共交通の確保支援事業

路線バスを取り巻く環境が厳しさを増す中、地域公共
交通を持続可能なものとしていくため、市町村域を超
えた広域の交通網の活性化や見直しに取り組む市町村
を支援します。

市町村等 15,000 総合企画部 交通計画課 企画調整班 043-223-2063

補助金 鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助
高齢者や障害者等の利便性、安全性の向上を図るた
め、市町村が行う鉄道駅バリアフリー設備整備事業に
要する経費に対し、その一部を補助します。

市町村 80,000 総合企画部 交通計画課 鉄道事業室 043-223-2279

補助金 ノンステップバス等整備事業補助

高齢者や障害者等の利便性、安全性の向上を図るとと
もに、公共交通機関としてのバスの利用を促進するた
め、バス事業者が行うノンステップバス等の整備に対
して補助します。

乗合バス事業者
等

28,000 総合企画部 交通計画課 企画調整班 043-223-2063

補助金 新モビリティサービス導入推進事業
デジタル・先端技術を活用した公共交通サービスの導
入を促進するため、市町村等が行う調査研究や実証実
験の費用の一部について、補助します。

市町村 12,000 総合企画部 交通計画課 企画調整班 043-223-2063

負担金 派遣職員負担金 市町村からの派遣職員の給与等を負担します。 市町村 8,823
防災危機
管理部

危機管理政策
課

総務班 043-223-2174

負担金 内外情勢調査会年会費負担金
国内外の諸情勢について知識の向上と理解の増進のた
めの講演活動経費等を負担します。

（一社）内外情勢
調査会

212
防災危機
管理部

危機管理政策
課

総務班 043-223-2174
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負担金 九都県市地震防災・危機管理対策部会負担金
九都県市の総合的な防災対策の研究等に必要な経費を
負担します。

九都県市地震防
災・危機管理対

策部会
400

防災危機
管理部

危機管理政策
課

政策室 043-223-2163

負担金 都道府県消防防災・危機管理部局長会負担金
消防防災・危機管理関係の法令・制度の調査研究等に
係る経費を負担します。

都道府県消防防
災・危機管理部

局長会
30

防災危機
管理部

危機管理政策
課

政策室 043-223-2163

負担金 災害救助事業
災害救助法に基づく県外からの避難者に対して、市町
村が民間賃貸住宅を借上げ、応急仮設住宅として提供
に要した経費を負担します。

市町村 12,221
防災危機
管理部

危機管理政策
課

復旧復興・被
災者支援室

043-223-3404

負担金 九都県市合同防災訓練連絡部会負担金
九都県市合同防災訓練（実動訓練）の実施に係る共通
経費を負担します。

九都県市合同防
災訓練連絡部会

1,500
防災危機
管理部

防災対策課 災害対策室 043-223-2175

負担金 全国航空消防防災協議会負担金
消防・防災ヘリコプターの調査研究に係る経費を負担
します。

全国航空消防防
災協議会

450
防災危機
管理部

防災対策課 災害対策室 043-223-2175

負担金 成田国際空港消防連絡協議会負担金
空港の安全対策の推進に係る業務に必要な経費を負担
します。

成田国際空港消
防連絡協議会

50
防災危機
管理部

防災対策課 災害対策室 043-223-2175

負担金 南海トラフ地震に関する都府県連絡会負担金
南海トラフ地震により被害を受けることが予想される
都府県の地震対策の研究等に必要な経費を負担しま
す。

南海トラフ地震に
関する都府県連

絡会
5

防災危機
管理部

防災対策課 災害情報室 043-223-3697

負担金 消防庁消防防災無線維持管理負担金
消防庁との通信回線の維持費用を協定に基づき負担し
ます。

総務省消防庁 80
防災危機
管理部

防災対策課
情報通信管理

室
043-223-2571

負担金 小田山中継所道路修繕負担金
小田山中継所道路の維持修繕に係る経費を関係機関で
応分負担します。

つくば市 58
防災危機
管理部

防災対策課
情報通信管理

室
043-223-2571

負担金
電波利用料負担金
（固定・基地・移動・簡易無線各局）137局

電波法第103条の２により負担します。
総務省関東総合

通信局
343

防災危機
管理部

防災対策課
情報通信管理

室
043-223-2571
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負担金 自治体衛星通信機構負担金
地域衛星通信ネットワークの運営に係る経費を負担し
ます。

（一財）自治体衛
星通信機構

40,530
防災危機
管理部

防災対策課
情報通信管理

室
043-223-2571

負担金 防災行政無線防災機関局電気料負担金 防災行政無線局の電気料実費分を負担します。 自衛隊 外 1,413
防災危機
管理部

防災対策課
情報通信管理

室
043-223-2571

負担金 自家用電気工作物点検業務負担金
銚子地方気象台の無線局の電気設備の点検を関係団体
で応分負担します。

東京管区気象台 7
防災危機
管理部

防災対策課
情報通信管理

室
043-223-2571

負担金 無線従事者免許取得講習負担金
無線局の運用に必要な無線従事者資格を取得する経費
を負担します。

（公財）日本無線
協会

278
防災危機
管理部

防災対策課
情報通信管理

室
043-223-2571

負担金 消防救急無線実験局電波利用料負担金
消防救急無線の保守用実験局に係る電波利用料を負担
します。

総務省関東総合
通信局

1
防災危機
管理部

防災対策課
情報通信管理

室
043-223-2571

負担金 千葉県高速自動車国道等消防協議会負担金
東関東自動車道・圏央道等での火災・事故を防ぐため
の経費を関係団体で負担します。

千葉県高速自動
車国道等消防協

議会
40

防災危機
管理部

消防課 企画指導班 043-223-2179

負担金 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金
常磐自動車道等での火災・事故を防ぐための各種事業
に係る経費を関係団体で負担します。

茨城県高速自動
車道等消防協議

会
70

防災危機
管理部

消防課 企画指導班 043-223-2179

負担金 （一財）救急振興財団負担金
救急救命士の養成に伴う経費を各都道府県において均
等割、人口割、救急隊数割で負担します。

（一財）救急振興
財団

19,300
防災危機
管理部

消防課 企画指導班 043-223-2179

負担金 全国操法開催県負担金
第２９回全国消防操法大会に併せて実施する防災啓発
事業等に係る経費を関係団体で負担します。

全国消防操法・
千葉大会防災啓
発事業等実行委

員会

5,000
防災危機
管理部

消防課 企画指導班 043-223-3663

負担金
石油コンビナート等防災相互通信用無線電波利用
料

石コン防災関係団体に設置された無線の電波利用料を
負担します。

総務省関東総合
通信局

70
防災危機
管理部

消防課
予防・石油コン

ビナート班
043-223-2173
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負担金
石油コンビナート等防災相互通信用無線従事者養
成講習受講料

無線局の運用に必要な無線従事者資格を取得する経費
を負担します。

（公財）日本無線
協会

22
防災危機
管理部

消防課
予防・石油コン

ビナート班
043-223-2173

負担金 消防学校派遣教官給与負担金
各市及び各広域行政組合本部からの派遣職員（併任職
員）の給与を負担します。

市町村 63,000
防災危機
管理部

消防課 消防学校 0436-63-5435

負担金 消防大学校入校負担金
千葉県消防学校職員及び併任職員が消防大学校で教育
を受けるための入校経費を負担します。

（一財）消防防災
科学センター、日

東カストディア
ル・サービス

（株）

2,366
防災危機
管理部

消防課 消防学校 0436-63-5435

負担金 BLSOプロバイダーコース負担金
成人及び小児・乳児の心肺停止に対する初期対応の知
識や技術を習得する研修会の参加費用を負担します。

日本ACLS協会 20
防災危機
管理部

消防課 消防学校 0436-63-5435

負担金 全国消防学校長会会費
全国都道府県及び政令指定都市におかれた消防学校の
校長会の会費を負担します。

全国消防学校長
会

25
防災危機
管理部

消防課 消防学校 0436-63-5435

負担金 全国消防学校長会関東ブロック会会費
全国消防学校長会関東ブロック会の会費を負担しま
す。

全国消防学校長
会関東ブロック

会
15

防災危機
管理部

消防課 消防学校 0436-63-5435

負担金 市原地区安全運転管理者協議会会費
安全運転管理者に対する法定講習受講料及び会費を負
担します。

市原地区安全運
転管理者協議会

20
防災危機
管理部

消防課 消防学校 0436-63-5435

負担金 無線電波利用料 訓練等で使用する無線機の電波利用料を負担します。
総務省関東総合

通信局
10

防災危機
管理部

消防課 消防学校 0436-63-5435

負担金 ドローン技能講習受講料
消防現場において需要が高まるドローンの知識、操作
技能向上を図り、指導力を身に付けるため受講する講
習費用を負担します。

講習会主催者 348
防災危機
管理部

消防課 消防学校 0436-63-5435
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（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 火薬学セミナー参加負担金
火薬類の製造、保安管理に携わる者の人材育成及び行
政・研究機関等の専門家育成のためのセミナーへの参
加費を負担します。

全国火薬類保安
協会

100
防災危機
管理部

産業保安課 管理調整班 043-223-2722

負担金 煙火打揚事故防止対策事業
煙火打揚の際の法令上の技術基準や実地実験、煙火事
故を想定した実験等に係る費用の一部を負担します。

千葉県煙火協会 700
防災危機
管理部

産業保安課 管理調整班 043-223-2722

負担金 各種有料講習会参加負担金
高圧ガス保安行政に関する各種講習会等への参加費を
負担します。

講習会等主催者 301
防災危機
管理部

産業保安課 保安対策室 043-223-2736

補助金 千葉県地域防災力向上総合支援補助金
市町村が地域の実情を踏まえて主体的に実施する、消
防団や自主防災組織の活性化、津波避難対策、防災啓
発などの取組を幅広く補助します。

市町村・一部事
務組合

250,000
防災危機
管理部

危機管理政策
課

地域防災支援
室

043-223-2176

補助金 千葉県被災者生活再建支援事業
自然災害により住宅が全壊するなど、著しい被害を受
けた世帯のうち、国の被災者生活再建支援制度の対象
とならない世帯に対し、生活再建費用を補助します。

市町村 10,000
防災危機
管理部

危機管理政策
課

復旧復興・被
災者支援室

043-223-3404

補助金 災害弔慰金等負担金

災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づき、市
町村等が条例の定めるところにより、死亡した住民の
遺族に対し、支給する災害弔慰金に要する費用を補助
します。

市町村 3,750
防災危機
管理部

危機管理政策
課

復旧復興・被
災者支援室

043-223-3404

補助金 災害援護資金貸付金利子補給事業
災害援護資金貸付金について、借受人の経済的負担を
軽減するため、市町村等へ償還する利子に相当する額
を補助します。

借受人 3,972
防災危機
管理部

危機管理政策
課

復旧復興・被
災者支援室

043-223-3404

補助金 消防防災施設強化事業補助金
消防防災車両や救急自動車、消防団の装備品などの市
町村が行う消防防災施設強化事業に対する経費の一部
を補助します。

市町村・一部事
務組合

280,000
防災危機
管理部

消防課 企画指導班 043-223-3689

補助金 消防振興事業補助金
消防防災思想の普及徹底、消防職・団員の消防防災知
識･技術の向上等に係る経費を補助します。

（公財）千葉県消
防協会

28,900
防災危機
管理部

消防課 企画指導班 043-223-3663

補助金 防火防災啓発事業補助金
火災予防思想の普及、防火防災体制の充実強化に必要
な経費を補助します。

千葉県少年婦人
防火委員会

800
防災危機
管理部

消防課
予防・石油コン

ビナート班
043-223-2177
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（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 内外情勢調査会負担金
内外情勢に関する情報の収集、調査、分析を行う（一
社）内外情勢調査会の年会費を負担します。

（一社）内外情勢
調査会

212 健康福祉部
健康福祉政策

課
総務班 043-223-2625

負担金 （公財）人権教育啓発推進センター負担金
人権に関する教育、啓発、研究、研修等の公益事業を
行う（公財）人権教育啓発推進センターの年会費を負
担します。

（公財）人権教育
啓発推進セン

ター
200 健康福祉部

健康福祉政策
課

人権室 043-223-2348

負担金 全国隣保館連絡協議会負担金
隣保館職員の資質の向上を図るため、全国隣保館連絡
協議会が行う研修の開催経費の一部を負担します。

全隣協研修実行
委員会

202 健康福祉部
健康福祉政策

課
人権室 043-223-2348

負担金 全国人権同和行政促進協議会負担金
様々な人権問題の解決に向けた施策を推進するため、
関係地方自治体で組織する全国人権同和行政促進協議
会の運営に係る経費の一部を負担します。

全国人権同和行
政促進協議会

100 健康福祉部
健康福祉政策

課
人権室 043-223-2348

負担金 同和関係団体会議等負担金
人権施策担当職員の資質向上を図るため、同和関係団
体が開催する研修会への参加費を負担します。

部落解放同盟関
東甲信越地方協

議会
4 健康福祉部

健康福祉政策
課

人権室 043-223-2348

負担金 クラスター発生施設等への医療従事者派遣
県内の社会福祉施設等において発生した新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止のため、感染症の専門医や看
護師を派遣する際に必要な経費を負担します。

県内医療機関 21,000 健康福祉部
健康福祉政策

課
健康危機対策

室
043-223-2675

負担金
健康危機管理体制強化事業・（公財）日本中毒セン
ター加入金

健康危機事案に迅速に対応できるよう、（公財）日本
中毒情報センターから急性中毒等に係る情報提供を受
けるための加入金を負担します。

（公財）日本中毒
情報センター

100 健康福祉部
健康福祉政策

課
健康危機対策

室
043-223-2675

負担金
地方衛生研究所全国協議会負担金
【全国協議会等会費】

都道府県及び指定都市の設置する衛生研究所並びに政
令市及び特別区の設置する衛生研究所で構成される地
方衛生研究所全国協議会（83機関）の年会費を負担し
ます。

地方衛生研究所
全国協議会

38 健康福祉部
健康福祉政策

課
総務班 043-223-2625

負担金
全国衛生化学技術協議会負担金
【全国協議会等会費】

環境衛生、食品衛生及び薬事衛生に関する国公立の試
験研究機関で構成される全国衛生化学技術協議会（86
機関）の年会費を負担します。

全国衛生化学技
術協議会

15 健康福祉部
健康福祉政策

課
総務班 043-223-2625

負担金
衛生微生物技術協議会負担金
【全国協議会等会費】

国立予防衛生研究所、国立公衆衛生院、国立衛生試験
所及び地方衛生研究所全国協議会に加入する機関で構
成される衛生微生物技術協議会（87機関）の年会費を
負担します。

衛生微生物技術
協議会

8 健康福祉部
健康福祉政策

課
総務班 043-223-2625
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金
公衆衛生情報研究協議会負担金
【全国協議会等会費】

国立予防衛生研究所、国立公衆衛生院ほか74機関で構
成される公衆衛生情報研究協議会の年会費を負担しま
す。

公衆衛生情報研
究協議会

8 健康福祉部
健康福祉政策

課
総務班 043-223-2625

負担金
地方衛生研究所全国協議会関東甲信静支部負担
金
【全国協議会等会費】

地方衛生研究所全国協議会の構成機関のうち、関東甲
信静の機関（支部）で行われる研究部会と地域保健総
合推進事業に要する年会費を負担します。

地方衛生研究所
全国協議会関東

甲信静支部
20 健康福祉部

健康福祉政策
課

総務班 043-223-2625

負担金
防火管理者講習会負担金
【資格取得講習会】

施設に配置しなければならない防火管理者の資格取得
に要する経費を負担します。

（公財）千葉市防
災普及公社

9 健康福祉部
健康福祉政策

課
総務班 043-223-2625

負担金
特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金
【資格取得講習会】

施設に配置しなければならない特別管理産業廃棄物管
理責任者の資格取得に要する経費を負担します。

（公財）日本産業
廃棄物処理振興

センター
14 健康福祉部

健康福祉政策
課

総務班 043-223-2625

負担金 衛生研究所講習会等参加負担金
病原体等による感染症発生の予防やまん延を防止する
ために必要な教育、訓練に要する経費などを負担しま
す。

（特非）バイオメ
ディカルサイエン
ス研究会ほか

527 健康福祉部
健康福祉政策

課
総務班 043-223-2625

負担金
精度管理講習会参加負担金
日本食品分析センターISO/IEC17025（国際基準）に
対応するための講習会参加費

PIC/S GMP（国際基準）等に対応した試験検査精度管理
に関する研修参加費用を負担します。

㈱情報機構ほか 138 健康福祉部
健康福祉政策

課
総務班 043-223-2625

負担金 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金
施設に配置しなければならない特別管理産業廃棄物管
理責任者の資格取得に要する経費を負担します。

（公財）日本産業
廃棄物処理振興

センター
99 健康福祉部

健康福祉政策
課

総務班 043-223-2625

負担金 防火管理者講習会負担金
施設に配置しなければならない防火管理者の資格取得
に要する経費を負担します。

（一財）日本防
火・防災協会

77 健康福祉部
健康福祉政策

課
総務班 043-223-2625

負担金 全国保健所長会負担金
保健所相互の連携による公衆衛生の向上のために全国
の保健所長で組織する全国保健所長会の運営に係る負
担金を負担します。

全国保健所長会 195 健康福祉部
健康福祉政策

課
総務班 043-223-2625

負担金 安全運転管理者講習負担金
施設に配置しなければならない安全運転管理者の資格
取得に要する経費を負担します。

安全運転管理者
協議会

234 健康福祉部
健康福祉政策

課
総務班 043-223-2625
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 保健所講習会参加負担金
食品衛生検査の技術向上を図るための講習等への参加
料を負担します。

（一財）食品薬品
安全センター等

21 健康福祉部
健康福祉政策

課
総務班 043-223-2625

負担金
関東甲信越静地区衛生主管部（局）長・医師会長
合同協議会負担金

衛生行政に関し、関東甲信越静地区の自治体や医師会
と広域的な連携を行うために組織された関東甲信越静
地区衛生主管部（局）長・医師会長合同協議会への参
加費を負担します。

開催県 10 健康福祉部
健康福祉政策

課
政策室 043-223-2609

負担金 全国衛生部長会負担金
衛生行政に関し、全国の都道府県及び指定都市相互の
連携を強化するために組織された全国衛生部長会の運
営に係る負担金を負担します。

全国衛生部長会 81 健康福祉部
健康福祉政策

課
政策室 043-223-2609

負担金 自治医科大学負担金
地域医療に従事する医師を確保するため、全国の都道
府県が共同で設立した自治医科大学の運営に要する経
費の一部を負担します。

（学）自治医科大
学

131,200 健康福祉部
健康福祉政策

課
人事班 043-223-2605

負担金 日本公衆衛生学会等参加負担金
公衆衛生医師確保業務のため、日本公衆衛生学会等へ
の参加経費を負担します。

公衆衛生医師学
会等

100 健康福祉部
健康福祉政策

課
人事班 043-223-2605

負担金 病院事業一般会計負担金（4条関係）
県立病院において良質な医療を安定的に提供できるよ
う、高度・特殊医療や救急医療に要する経費、医療機
器の整備費などの一部（４条関係）を負担します。

千葉県病院局 1,583,250 健康福祉部
健康福祉政策

課
総務班 043-223-2625

負担金 病院事業一般会計負担金（3条関係）
県立病院において良質な医療を安定的に提供できるよ
う、高度・特殊医療や救急医療に要する経費、医療機
器の整備費などの一部（３条関係）を負担します。

千葉県病院局 13,687,224 健康福祉部
健康福祉政策

課
総務班 043-223-2625

負担金 千葉県社会福祉センター県所有分共益費負担金
千葉県社会福祉研修センターの共益費（県所有分）の
うち、社会福祉研修事業に係る利用分を負担します。

（福）千葉県社会
福祉協議会

2,710 健康福祉部
健康福祉指導

課
福祉人材確保

対策室
043-223-2606

負担金
千葉県社会福祉センター給水申込納付金・開発負
担金

整備中の千葉県社会福祉センターに新たに水道を引く
に当たり、水道施設整備費用を負担します。

企業局 7,464 健康福祉部
健康福祉指導

課
地域福祉推進

班
043-223-4717

負担金 行旅病人及び行旅死亡人取扱費負担金
行旅病人の救護及び行旅死亡人の取扱を行った市町村
に対して、その費用のうち、扶養義務者から弁償を得
られない者について、県が費用弁償を行います。

市町村 7,900 健康福祉部
健康福祉指導

課
自立支援班 043-223-2309
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令和４年度
当初予算

負担金 千葉県中国帰国者自立研修センター運営事業
中国帰国者及びその同伴家族等に対し実施する日本語
教育、生活相談事業等に要する経費を負担します。

（福）千葉県社会
福祉協議会

1,706 健康福祉部
健康福祉指導

課
援護班 043-223-2337

負担金 生活保護法第73条負担金
居住地がないか、または明らかでない被保護者に係る
いわゆる現在地保護等に要する費用について、市が支
弁した保護費の４分の１を負担します。

市 1,800,000 健康福祉部
健康福祉指導

課
生活保護班 043-223-2312

負担金 社会福祉主事資格取得推進事業

生活保護担当課の現業職員等は、社会福祉法に基づき
社会福祉主事の資格が必要とされており、生活保護の
適正な運営を確保するため、無資格者に対して、通信
課程による当該資格取得の経費を負担します。

（福）全国社会福
祉協議会中央福

祉学院
351 健康福祉部

健康福祉指導
課

生活保護班 043-223-2312

負担金
がん対策事業
がん予防展・がん講演会事業

がん予防展・がん講演会の開催経費の一部を負担しま
す。

ちば県民保健予
防財団

300 健康福祉部
健康づくり支

援課
がん対策班 043-223-2686

負担金
がん対策事業
日本がん登録協議会負担金

NPO法人日本がん登録協議会運営費の一部を負担しま
す。

日本がん登録
協議会

40 健康福祉部
健康づくり支

援課
がん対策班 043-223-2686

負担金 日本公衆衛生学会負担金
日本公衆衛生学会総会の開催経費の一部及び年会費を
負担します。

日本公衆衛生学
会

116 健康福祉部
健康づくり支

援課
健康ちば推進

班
043-223-2633

負担金 千葉県公衆衛生学会負担金 千葉県公衆衛生学会の開催経費の一部を負担します。
千葉県公衆衛生

協会
300 健康福祉部

健康づくり支
援課

健康ちば推進
班

043-223-2633

負担金 感染症予防事業負担金
感染症法第57条の規定により、市町村が支弁した経費
（消毒やねずみ・昆虫等の駆除経費等）の一部を負担
します。

市町村 480 健康福祉部 疾病対策課 感染症医療班 043-223-2665

負担金 予防接種事故対策費負担金
予防接種法第15条第１項の規定により、市町村が支弁
する予防接種健康被害救済給付金の一部を負担しま
す。

千葉県市町村総
合事務組合

45,009 健康福祉部 疾病対策課 感染症予防班 043-223-2691

負担金
新型コロナウイルス感染症患者等の移送に関する
協定事業負担金

患者を医療機関へ入院（転院）移送するにあたり、救
急搬送を要する場合など、県の協力要請により救急出
動を行った事例の経費を負担します。

各市町村消防本
部（局）、広域市
町村圏事務組合

消防本部

111,000 健康福祉部 疾病対策課 感染症予防班 043-223-2665
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金
搬送体制の確保
（安全運転管理者講習負担金）

施設に配置しなければならない安全運転管理者の資格
取得に要する経費等を負担します。

安全運転管理者
協議会

40 健康福祉部 疾病対策課 搬送調整班
043-223-4324、

4325

負担金 九都県市新型インフルエンザ対策検討部会負担金
九都県市新型インフルエンザ対策検討部会で実施する
研修会や情報発信のためのホームページを維持管理す
るための経費を負担します。

九都県市新型イ
ンフルエンザ対

策検討部会
30 健康福祉部 疾病対策課 感染症予防班 043-223-2691

負担金 肝炎対策事業(肝炎検査事業)
肝炎対策・検査事業に係る研修会等参加費を負担しま
す。

（一社）日本肝臓
学会

5 健康福祉部 疾病対策課 感染症医療班 043-223-2665

負担金 児童福祉に係る各種負担金 児童福祉行政に係る研修参加費等を負担します。 その他 158 健康福祉部 児童家庭課 企画調整班 043-223-2323

負担金 児童措置費負担金
児童福祉法に基づき、市福祉事務所が母子生活支援施
設及び助産施設へ措置した場合に要する費用の一部を
負担します。

市 50,240 健康福祉部 児童家庭課
ひとり親家庭

班
043-223-2320

負担金 未成年後見人支援事業
児童相談所長等が請求し、家庭裁判所により選任さ
れ、実親等に代わって親権を行う未成年後見人につい
て必要な経費の一部を負担します。

その他 4,797 健康福祉部 児童家庭課
児童相談所改

革室
043-223-3634

負担金 母子寡婦福祉大会負担金

ひとり親家庭等福祉関係者が一堂に会し、相互の連携
を強め母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進
を図ることを目的とする大会の開催に要する経費の一
部を負担します。

（一財）千葉県母
子寡婦福祉連合

会
300 健康福祉部 児童家庭課

ひとり親家庭
班

043-223-2320

負担金 母子・父子自立支援員に係る負担金
母子・父子自立支援員の資質向上や情報交換のため、
母子・父子自立支援員及び婦人相談員連絡協議会会費
及び研修参加費を負担します。

千葉県母子・父
子自立支援員及
び婦人相談員連

絡協議会

201 健康福祉部 児童家庭課
ひとり親家庭

班
043-223-2320

負担金 児童相談所専門機能強化事業
児童相談所職員の専門性の向上を図るため、子どもの
虹情報センター等が行う各種研修会・講習会に係る参
加費を負担します。

その他 1,215 健康福祉部 児童家庭課
児童相談所改

革室
043-223-3634

負担金 児童相談所虐待防止体制強化事業
児童相談所職員の対応力の向上を図るため、保護者支
援プログラムの研修会・講習会に係る参加費を負担し
ます。

その他 300 健康福祉部 児童家庭課
児童相談所改

革室
043-223-3634
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部名 課名 室等名 電話番号
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区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 児童相談所に係る各種負担金
全国児童相談所長会、防火管理者講習会等の会費、各
種研修等参加費を負担します。

全国児童相談所
長会等

2,438 健康福祉部 児童家庭課 企画調整班 043-223-2323

負担金 生実学校に係る各種負担金
千葉県児童福祉施設協議会、関東児童自立支援施設協
議会、千葉県社会福祉協議会等の会費及び各種研修等
参加費を負担します。

千葉県児童福祉
施設協議会等

485 健康福祉部 児童家庭課 企画調整班 043-223-2323

負担金 富浦学園に係る各種負担金

千葉県児童福祉施設協議会、全国児童養護施設協議
会、千葉県社会福祉協議会等の会費、地域小規模児童
養護施設自治会費及び各種研修等参加費を負担しま
す。

千葉県児童福祉
施設協議会等

310 健康福祉部 児童家庭課 企画調整班 043-223-2323

負担金 先天性代謝異常等検査事業
先天性代謝異常等検査に係る各種研修会の参加費を負
担します。

社会福祉法人等 27 健康福祉部 児童家庭課 母子保健班 043-223-2332

負担金 未熟児養育医療事業
母子保健法に基づき、生活力が特に薄弱で医師が入院
治療の必要な未熟児であると認める乳児に係る医療費
の一部を負担します。

市町村 65,000 健康福祉部 児童家庭課 母子保健班 043-223-2320

負担金
自立支援医療事業
（育成医療）

障害者総合支援法に基づき、身体に障害のある児童や
疾病を放置すると将来障害を残すと認められる児童に
対して確実な治療効果が得られる場合に、その治療に
係る医療費の一部を負担します。

市町村 20,000 健康福祉部 児童家庭課 母子保健班 043-223-2320

負担金 全国婦人相談所心理判定員協議会等負担金
全国婦人相談所心理判定員協議会に係る会費及び各種
研修会参加に係る経費を負担します。

全国婦人相談所
心理判定員協議

会等
385 健康福祉部 児童家庭課

女性サポート
センター

043-206-8001

負担金 防火管理講習負担金
法的に講習を受けることが義務付けられている防火管
理講習の参加費を負担します。

（一財）日本防
火・防災協会

5 健康福祉部 児童家庭課
女性サポート

センター
043-206-8001

負担金
児童養護施設等における新型コロナウイルス感染
症対策事業

保護者が新型コロナウイルスに感染した場合等におい
て、一時保護等が必要になった子どもに対応するため
に借り受ける民間施設の光熱水費相当額を負担しま
す。

その他 140 健康福祉部 児童家庭課
児童相談所改

革室
043-223-3634

負担金 ヤングケアラー支援体制強化事業（共同研究事業）

千葉県内におけるヤングケアラーの状況及び課題把握
のため、地方自治研究機構の共同調査研究事業を活用
した実態調査及び今後の施策の検討に係る費用の一部
を負担します。

一般財団法人地
方自治研究機構

8,000 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322
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負担金 児童福祉に係る各種負担金 児童福祉行政に係る研修参加費等を負担します。 その他 20 健康福祉部 子育て支援課 企画調整班 043-223-2596

負担金 施設型給付費
認定こども園・保育所・幼稚園の運営費に対する共通
の給付として市町村が支弁する給付費の一部を負担し
ます。

市町村 23,690,000 健康福祉部 子育て支援課 保育班 043-223-2324

負担金 地域型保育給付費
小規模保育事業、家庭的保育事業等の運営費について
市町村が支弁する給付費の一部を負担します。

市町村 3,375,000 健康福祉部 子育て支援課 保育班 043-223-2324

負担金 関東ブロック保育研究大会負担金

保育所の社会的意義と役割、保育実践などについて議
論を深め、その取り組みについて研究を深めることを
目的とする関東ブロック保育研究大会の開催に要する
経費を負担します。

（社福）東京都社
会福祉協議会

100 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援班 043-223-2317

負担金 千葉県保育園振興大会負担金
保育所に関わる諸問題の相互理解を深め、保育事業の
発展に資する千葉県保育園振興大会の開催に要する経
費を負担します。

（福）千葉県社会
福祉協議会

200 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援班 043-223-2317

負担金 児童手当支給事業
次代の社会を担う子供のすこやかな育ちに寄与するた
め、市町村が子供を養育している者に支給する手当の
一部を負担します。

市町村 13,100,000 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援班 043-223-2317

負担金
認知症支援事業
（認知症普及啓発事業/メモリーウォーク開催事業）

認知症の正しい理解の普及啓発のため、「認知症メモ
リーウオーク」を実施する団体等を募集し、その活動
経費の一部を負担します。

団体等 360 健康福祉部 高齢者福祉課
認知症対策推

進班
043-223-2237

負担金 認知症初期集中支援チーム員研修事業
認知症初期集中支援チーム員養成のため、受講者の選
定及び受講料を負担します。

国立長寿医療研
究センター

2,160 健康福祉部 高齢者福祉課
認知症対策推

進班
043-223-2237

負担金 けやきプラザ駐車場使用料収入我孫子市負担分
県と我孫子市の複合施設であるけやきプラザの駐車場
収入について、県で一括収納しているため、我孫子市
の収入分を負担します。

我孫子市 275 健康福祉部 高齢者福祉課
地域活動推進

班
043-223-2328

負担金 介護給付費負担金
介護保険法に基づき、介護給付及び予防給付に要した
費用の一部を負担します。

市町村 67,100,000 健康福祉部 高齢者福祉課
介護保険制度

班
043-223-2446
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負担金
低所得者保険料軽減負担金
（旧　第１号介護保険料軽減負担金）

介護保険法に基づき、市町村民税非課税世帯のうち特
に所得の低い65歳以上の方の保険料を軽減するために
要した費用の一部を負担します。

市町村 1,435,000 健康福祉部 高齢者福祉課
介護保険制度

班
043-223-2446

負担金 高齢者福祉課運営費
若年性認知症支援コーディネーター養成研修等の参加
費を負担します。

その他 84 健康福祉部 高齢者福祉課
認知症対策推

進班
043-223-2237

負担金 更生医療等給付費負担金
市町村が、一般ではすでに治癒したと考えられる障害
に対し、その障害の程度を軽くするために更生医療を
給付した場合、その更生医療給付費を負担します。

市町村 1,986,000 健康福祉部
障害者福祉推

進課
障害保健福祉

推進班
043-223-2340

負担金
防火・防災管理新規講習受講料
（けやきプラザ）

けやきプラザの施設管理のための地区の防火・防災管
理者講習会受講に要する経費を負担します。

（一財）日本防
火・防災協会

10 健康福祉部
障害者福祉推

進課
共生社会推進

室
043-223-2338

負担金
全国身体障害者更生相談所長協議会・全国知的
障害者更生相談所長協議会負担金

障害者相談センターの全国所長協議会に要する経費を
負担します。

東京都心身障害
者福祉センター

等
30 健康福祉部

障害者福祉推
進課

共生社会推進
室

043-223-2338

負担金 専門研修受講料金 障害者福祉行政に係る各種研修参加費を負担します。 その他 222 健康福祉部
障害者福祉推

進課
共生社会推進

室
043-223-2338

負担金
関東甲信越ブロック精神保健福祉センター連絡協
議会負担金

精神保健福祉センターの関東甲信越ブロックセンター
連絡協議会に要する経費を負担します。

関東甲信越ブ
ロック精神保健
福祉センター連

絡協議会

10 健康福祉部
障害者福祉推

進課
精神保健福祉

推進班
043-223-2334

負担金 全国精神保健福祉センター長会負担金
精神保健福祉センターの全国センター長会に要する経
費を負担します。

全国精神保健福
祉センター長会

70 健康福祉部
障害者福祉推

進課
精神保健福祉

推進班
043-223-2334

負担金 全国精神保健福祉センター研究協議会参加費
精神保健福祉センターの全国精神保健福祉センター研
究協議会に要する経費を負担します。

全国精神保健福
祉センター研究

協議会
6 健康福祉部

障害者福祉推
進課

精神保健福祉
推進班

043-223-2334

負担金 全国精神医療審査会連絡協議会参加費
精神保健福祉センターの全国精神医療審査会連絡協議
会に要する経費を負担します。

全国精神医療審
査会連絡協議会

3 健康福祉部
障害者福祉推

進課
精神保健福祉

推進班
043-223-2334
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 災害派遣精神医療チーム（DPAT）体制整備事業
災害時に被災地に先遣隊として派遣される精神科医療
チームを派遣する精神科病院に対し、それに要する日
当、旅費及び医薬品等の経費を負担します。

精神科病院 1,389 健康福祉部
障害者福祉推

進課
精神保健福祉

推進班
043-223-2680

負担金 依存症対策総合支援事業
薬物依存症認知行動療法研修等、プログラム実施にお
いて必要とされる研修受講の経費を負担します。

（独）国立病院機
構久里浜医療セ

ンター等
92 健康福祉部

障害者福祉推
進課

精神保健福祉
推進班

043-223-2334

負担金 ひきこもり地域支援センター事業
ひきこもり地域支援センター全国連絡協議会への参加
費用を負担します。

ひきこもり地域支
援センター全国

連絡協議会
4 健康福祉部

障害者福祉推
進課

精神保健福祉
推進班

043-223-2334

負担金 精神保健福祉センター合築事業

病院局が進めている救急医療センターと精神科医療セ
ンターの一体的な整備に併せて精神保健福祉センター
を整備することとし、それに伴う実施設計に要する経
費を負担します。

千葉県病院局 343,969 健康福祉部
障害者福祉推

進課
精神保健福祉

推進班
043-223-2334

負担金 自立支援給付費負担金
障害者総合支援法第94条の規定に基づき、市町村が行
う介護給付・訓練等給付の支給に要した費用の一部を
負担します。

市町村 26,471,000 健康福祉部
障害福祉事業

課
虐待防止対策

班
043-223-3981

負担金 療養介護医療費等負担金
障害者総合支援法第94条等の規定に基づき、市町村が
給付した療養介護医療費等の一部を負担します。

市町村 135,000 健康福祉部
障害福祉事業

課
療育支援班 043-223-2336

負担金 障害児通所給付費等負担金
児童福祉法第55条の規定に基づき、市町村が給付した
障害児通所給付費等の一部を負担します。

市町村 7,300,000 健康福祉部
障害福祉事業

課
療育支援班 043-223-2336

負担金 強度行動障害支援者国指導者養成研修負担金
強度行動障害支援者養成研修の企画・運営を担う方の
研修参加費を負担します。

（独）国立重度知
的障害者総合施
設のぞみの園

60 健康福祉部
障害福祉事業

課
地域生活支援

班
043-223-2335

負担金 後期高齢者医療給付費負担金
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、後期高齢
者の医療等に要した費用の一部を負担します。

千葉県後期高齢
者医療広域連合

55,603,000 健康福祉部 保険指導課 保険者助成班 043-223-2375

負担金 後期高齢者医療保険基盤安定制度
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、保険料の
軽減に要した費用の一部を負担します。

市町村 10,034,000 健康福祉部 保険指導課 保険者助成班 043-223-2375
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令和４年度
当初予算

負担金 後期高齢者医療高額医療費負担金
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、高額な医
療に要した費用の一部を負担します。

千葉県後期高齢
者医療広域連合

4,168,000 健康福祉部 保険指導課 保険者助成班 043-223-2375

負担金 国民健康保険基盤安定事業
国民健康保険法に基づき、保険料（税）の軽減に要し
た費用の一部を負担します。

市町村 11,909,000 健康福祉部 保険指導課 保険者助成班 043-223-2375

負担金 国民健康保険保険者支援制度
国民健康保険法に基づき、保険料（税）の軽減対象者
数に応じた保険者への財政支援に要した費用の一部を
負担します。

市町村 2,480,000 健康福祉部 保険指導課 保険者助成班 043-223-2375

負担金 国民健康保険特別対策支援事業
業務遂行に必要な各種会議に係る参加者負担金等を負
担します。

会議等主催者 6 健康福祉部 保険指導課 保険者指導班 043-223-2453

負担金 ドクターヘリ運営事業
ドクターヘリに搭載している無線機の電波使用料を負
担します。

総務省 15 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3879

負担金 大規模災害対策医療チーム派遣・訓練事業
大規模災害時に被災現場等で医療救護活動を行うＤＭ
ＡＴ（災害派遣医療チーム）や医療救護班の派遣費用
を負担します。

災害拠点病院
等

2,975 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3879

負担金
臨時医療施設整備運営事業
（他病院医療従事者派遣費用負担金）

臨時医療施設で医療行為を行う医療従事者の派遣費用
を負担します。

臨時医療施設へ
医療従事者を派
遣する医療機関

60,000 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-4323

負担金
医療調整本部への医療従事者派遣
（医療従事者派遣費用負担金）

コロナ患者の入院について円滑に調整するため、新型
コロナウイルス感染症対策本部に、ＤＭＡＴの医師及
び看護師等を配置する費用を負担します。

医療機関 69,000 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3879

負担金
入院待機ステーション整備運営事業（他病院看護
師等派遣費用負担金）

入院待機ステーションで勤務する医療従事者の派遣費
用を負担します。

医療機関 8,200 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-4323

負担金
鶴舞看護専門学校一般運営事業
（市原地区安全運転管理者協議会負担金）

安全運転管理者が安全運転管理の充実をはかるために
市原地区安全運転管理者協議会会費を負担します。

市原地区安全運
転管理者協議会

20 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882
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負担金
鶴舞看護専門学校一般運営事業
（日本看護学校協議会学校等負担金）

全国の看護師等養成施設に係る運営等の協議を行う日
本看護学校協議会等の年会費を負担します。

（一社）日本看護
学校協議会

319 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
鶴舞看護専門学校一般運営事業
（千葉県看護学校協議会学校負担金）

千葉県内の看護師等養成施設に係る運営等の協議を行
う千葉県看護学校協議会の年会費を負担します。

千葉県看護学校
研究協議会

40 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
鶴舞看護専門学校一般運営事業
（浄化槽保守委託業務負担金）

循環器病センターの合併浄化槽を借用しているため、
維持管理費の一部を負担します。

循環器病セン
ター

240 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
鶴舞看護専門学校一般運営事業
（浄化槽電気料金負担金）

循環器病センターの合併浄化槽を借用しているため、
維持管理費の一部を負担します。

循環器病セン
ター

135 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金 臨地実習研修会・看護管理研修会参加負担金
看護学教育における教育課程・教育方法の基礎知識を
学ぶ研修であるため、研修会参加費を負担します。

（公社）全国自治
体病院協議会

46 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
鶴舞看護専門学校一般運営事業
（日本看護学校協議会等負担金）

教育研修会等への参加費を負担します。
（一社）日本看護

学校協議会
200 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
野田看護専門学校運営事業
（日本看護学校協議会負担金）

全国の看護師等養成施設に係る運営等の協議を行う
（一社）日本看護学校協議会の年会費及び参加費を負
担します。

（一社）日本看護
学校協議会

78 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
野田看護専門学校運営事業
（日本看護学校協議会負担金）

新人・中堅看護教員研修会、教務主任養成講習会への
参加費を負担します。

（一社）日本看護
学校協議会

448 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
野田看護専門学校運営事業
（看護教員養成講習会負担金）

厚生労働省が「保健師等養成所の運営に関する指導要
領」で定める専任教員養成の講習会への受講料を負担
します。

千葉県 660 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
野田看護専門学校運営事業
（千葉県看護学校協議会負担金）

千葉県内の看護師等養成施設に係る運営等の協議を行
う千葉県看護学校協議会の年会費を負担します。

千葉県看護学校
協議会

40 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882
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令和４年度
当初予算

負担金
野田看護専門学校運営事業
（千葉県看護協会等負担金）

看護管理者研修、リーダーシップ研修等への参加費を
負担します。

（公社）千葉県看
護協会等

63 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（全国栄養士養成施設協会負担金）

栄養改善思想の普及を目的に、栄養士養成施設の教員
の資質向上に必要な研修会･研究会･公演会等の開催
や、国民栄養の確保改善に関する調査研究、教材･資料
収集及び頒布を行う協会に対し負担金を負担します。

（一社）全国栄養
士養成施設協会

130 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（公立大学協会負担金）

公立大学の健全な発展を目的に、関係官公庁、関係団
体及び短期大学協会との連絡調整、情報提供、教育の
振興・発展に関する研究・情報交換を行う協会に対し
負担金を負担します。

（一社）公立大学
協会

830 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（全国歯科衛生士教育協議会）

有能な歯科衛生士を養成するため、資質向上を目的と
した講習会・研修会の実施や学術研究会の開催、歯科
衛生士教本の監修等を行う協議会に対し負担金を負担
します。

（一社）全国歯科
衛生士教育協議

会
30 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（全国大学歯科衛生士教育協議会）

大学における歯科衛生士教育の学問的進歩に関連する
諸問題についての研究や、研究発表、協議等を行う学
術集会を開催する協議会に対し負担金を負担します。

（一社）全国大学
歯科衛生士教育

協議会
50 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（全国大学歯科衛生士教育協議会関東甲信越地
区協議会）

大学における歯科衛生士教育の学問的進歩に関連する
諸問題についての研究や、研究発表、協議等を行う学
術集会を開催する協議会の関東甲信越地区協議会に対
し負担金を負担します。

全国大学歯科衛
生士教育協議会
関東甲信越地区

協議会

10 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（千葉県歯科衛生士育成協議会）

歯科衛生士の育成等を目的として、入学希望者を広く
求め資質向上を図るとともに、千葉県内の歯科衛生士
養成校、歯科衛生士会等と連携し、各種情報交換等を
行う協議会への負担金を負担します。

千葉県歯科衛生
士育成協議会

150 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（公立大学図書館協議会）

公立大学の使命達成に寄与することを目的に、公立大
学図書館相互の連絡ならびに研究を行う協議会への負
担金を負担します。

公立大学協会図
書館協議会

30 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（日本図書館協会）

図書館事業の進歩発展を図ることを目的に、図書館職
員の教育、研修、図書館の設立及び経営指導等を行
い、図書館の管理、運用、技術に関する調査研究を行
う協会への負担金を負担します。

（公社）日本図書
館協会

50 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（日本看護図書館協会）

看護情報の円滑な流通を目指し、図書館の相互啓発の
場としての役割を果たすことを目的に、看護に特化し
た研修会の実施、資料交換などを行う協会への負担金
を負担します。

（公社）日本看護
図書館協会

15 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金
保健医療大学運営事業
（日本医学図書館協会）

業務に必要な知識・情報を獲得するとともに、電子
ジャーナルコンソーシアム、刊行物の配布、研修、重
複雑誌交換等の特典を得るための協会年会費を負担し
ます。

NPO法人日本医
学図書館協会

80 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（千葉市図書館情報ネットワーク協議会）

千葉市内の各種図書館の相互協力を通じて、情報提供
能力を強固にし、図書館サービスの向上を図ると共
に、学術研究及び生涯学習の発展に寄与することを目
的とする協議会への負担金を負担します。

千葉市図書館情
報ネットワーク協

議会
10 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（千葉県歯科医師会）

千葉県を区域とし、歯科医学医術の進歩発展と、社会
福祉を増進することを目的に、歯科医学・予防歯科医
学の進歩発展に関する研究等を行う団体への負担金を
負担します。

（一社）千葉県歯
科医師会

55 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（千葉市歯科医師会）

千葉市を区域とし、歯科医学医術の進歩発展と、社会
福祉を増進することを目的に、歯科医学・予防歯科医
学の進歩発展に関する研究等を行う団体への負担金を
負担します。

（一社）千葉市歯
科医師会

80 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（全国大学保健管理協会）

大学保健管理に関する具体的、実証的な調査研究を行
い、理論及び技術の進捗を図るとともに、大学保健管
理に関する国内外の情報収集･資料提供を行う協会への
負担金を負担します。

（公社）全国大学
保健管理協会

20 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（日本看護系大学協議会）

大学相互間の協力により、看護学研究の充実や情報交
換、対外交渉等を行う協議会への負担金を負担しま
す。

（一社）日本看護
系大学協議会

230 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（全国リハビリテーション学校協会）

理学療法士・作業療法士の養成施設の連携と発展を目
的に、学校相互の連絡を行い、養成課程等の問題につ
いて研究・検討を行う協会への負担金を負担します。

（一社）全国リハ
ビリテーション学

校協会
80 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（防火管理者講習費用）

消防法における、大学施設の防火管理者を指定する際
に資格が必要です。その資格取得のための講習会受講
経費を負担します。

各地区消防協力
会等

7 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（特別管理産業廃棄物管理責任者講習会受講負
担金）

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格取得に必要な講
習会受講料を負担します。

（公財）日本産業
廃棄物処理振興

センター
14 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金
保健医療大学運営事業
（特別化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者講
習会受講負担金）

特別化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者の資格取
得に必要な講習会受講料を負担します。

（公社）千葉県労
働基準協会連合

会
25 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-233-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（全国公立大学設置団体協議会）

全国の公立大学に係る運営等の協議を行う全国公立大
学設置団体協議会への負担金を負担します。

全国公立大学設
置団体協議会

25 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（大学図書館コンソーシアム連合）

電子ジャーナル等の電子リソースに係る契約、管理、
提供、保存、人材育成等を通じて、学術情報基盤の整
備に貢献することを目的とし、全国の大学図書館を構
成員として組織された団体への負担金を負担します。

大学図書館コン
ソーシアム連合

28 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（大学ポートレート負担金）

「大学ポートレート」とは、各大学の所在地、建学・
教育の方針や特色や学生支援等に関する情報を掲載し
たWebページであり、大学の規模に応じた負担金を負担
します。

（独）大学改革支
援・学位授与機

構
51 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-233-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（日本医学図書館協会コア研修負担金）

日本医学図書館協会が、医学図書館の勤務経験の無い
職員向けに行う基礎的な内容の研修であり、保健医療
大学に着任した際に欠かす事の出来ない研修であるこ
とから、該当職員の研修参加費用を負担します。

NPO法人日本医
学図書館協会

10 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（大学IRコンソーシアム年会費）

大学における教育情報の分析を行うＩＲの設置を図る
ため、国内の国立・私立49大学を会員として組織され
ている本コンソーシアムに加入するための年会費を負
担します。

大学IRコンソーシ
アム

300 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（大学教育質保証・評価センター年会費）

学校教育法第109条第2項及び同施行令第40条により義
務付けられている大学認証評価を受審するため、公立
大学の評価に特化した認証評価機関に入会します。

（一財）大学教育
質保証・評価セ

ンター
120 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（授業目的公衆送信補償金制度）

大学の遠隔授業においても円滑かつ権利侵害なく著作
物を利用できるよう、指定管理者団体に対して一括に
補償金を支払うことで著作権者に対する個別許諾が不
要となる制度を利用します。

（一社）授業目的
公衆送信補償金

等管理協会
596 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金
保健医療大学運営事業
（一般財団法人日本看護学教育評価機構）

大学における看護学教育の質を保証し、自己評価に基
づく看護学教育プログラムの公正かつ適正な評価等を
行い、教育研究活動の充実と向上を図る団体に対し、
負担金を負担します。

（一財）日本看護
学校教育評価機

構
100 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金 公立大学職員セミナー参加費

大学設置基準において、各大学は職員の大学運営に必
要な知識・技能などの資質向上のため研修の機会を設
けることとされていることから、当該セミナーへ参加
するための参加費用を負担します。

（一社）公立大学
協会

24 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金
理学療法士作業療法士言語聴覚士養成施設教員
等講習会

理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドラインを踏
まえ、専任教員の質の向上のため受講が望ましいとさ
れている講習会の費用を負担します。

厚生労働省及び
（公財）医療研修

推進財団
154 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金 リハビリテーション教育評価受審料
理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドラインによ
り義務付けられている第三者機関の評価を受審するた
め、必要な費用を負担します。

（一社）リハビリ
テーション教育

評価機構
120 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金 水質管理事業：水道技術者ブロック研修会受講料
水道施設の維持管理及び水質の管理に万全を期すた
め、水道技術に関する知識の向上を図ることを目的と
した研修に参加するための経費を負担します。

（公社）日本水道
協会

50 健康福祉部 薬務課 審査指導班 043-223-2618

負担金
水質管理事業：ゲルマニウム半導体検出器による
測定法研修受講料

水質検査を行う衛生研究所の検査員が、必要な知識や
技術の維持向上を図ることを目的として、外部機関が
行う研修を受講する費用を負担します。

（公財）日本分析
センター

82 健康福祉部 薬務課 審査指導班 043-223-2618

負担金
水質管理事業：ガスクロマトグラフ質量分析計オペ
レーション基礎、メンテナンス基礎

水質検査を行う衛生研究所の検査員が、必要な知識や
技術の維持向上を図ることを目的として、外部機関が
行う研修を受講する費用を負担します。

民間企業 183 健康福祉部 薬務課 審査指導班 043-223-2618

負担金 水質管理事業：Chromeleon Basicコース
水質管理事業において使用する各分析機器の分析結果
をデータ処理するソフトの操作研修を受講する費用を
負担します。

民間企業 33 健康福祉部 薬務課 審査指導班 043-223-2618

負担金 水質管理事業：LCMSMS理論基礎操作コース
水質検査等に使用する高速液体クロマトグラフ質量分
析計の操作研修を受講する費用を負担します。

民間企業 88 健康福祉部 薬務課 審査指導班 043-223-2618

負担金 水質管理事業：ICP質量分析計ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ基礎
水質検査等に使用する重金属測定用質量分析計の操作
研修を受講する費用を負担します。

民間企業 138 健康福祉部 薬務課 審査指導班 043-223-2618

負担金 水質管理事業：飲料水検査技術研修会
飲料水検査業務に従事する検査員の養成及び技術の向
上を目的とした研修を受講する費用を負担します。

（一社）全国給水
衛生検査協会

5 健康福祉部 薬務課 審査指導班 043-223-2618
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 全国薬務主管部課長協議会負担金

地方行政の推進・発展を図るため、薬務行政に係る事
項について協議・検討等を行うことを目的に都道府県
を構成員として設置された協議会に対する経費を負担
します。

全国薬務主幹部
課長協議会

10 健康福祉部 薬務課 企画指導班 043-223-2614

負担金 薬事監視指導事業：GMP調査員研修参加料

医薬品の品質を守るための製造管理方法を調査するＧ
ＭＰ調査員が調査実施にあたり必要な知識を習得する
ことを目的とした研修に参加するための経費を負担し
ます。

民間企業 39 健康福祉部 薬務課 監視指導班 043-223-2619

負担金 全国薬事指導協議会負担金

薬事に関連した試験研究の技術の向上と相互の連絡協
調を目的として、知事承認品目の規格及び試験法等の
知見や研究成果について情報交換、協議する場として
東京都外15府県で構成された協議会に対する経費を負
担します。

全国薬事指導協
議会

20 健康福祉部 薬務課 監視指導班 043-223-2619

負担金
医薬品安全対策事業：HPLC基礎講座、HPLC入門
講習会、LabSolution操作講習会

HPLC（液体クロマトグラフ）の操作研修を受講する費
用を負担します。

民間企業 132 健康福祉部 薬務課 監視指導班 043-223-2619

負担金 輸血研究会
輸血療法の最新の知識を習得し、血液事業を推進する
ために、担当職員の参加費用を負担します。

千葉県輸血研究
会

1 健康福祉部 薬務課 企画指導班 043-223-2614

負担金 危険ドラッグ対策事業：検査機器操作研修負担金
危険ドラッグの検査にかかる技術取得及び向上を目的
とした研修に参加するための経費を負担します。

民間企業 121 健康福祉部 薬務課 麻薬指導班 043-223-2620

負担金 温泉保護・管理研修会
温泉成分分析を行う衛生研究所の検査員が、必要な知
識や技術の維持向上を図ることを目的として、外部機
関が行う研修を受講する費用を負担します。

（公財）中央温泉
研究所

27 健康福祉部 薬務課 審査指導班 043-223-2618

負担金 登録販売者試験会場共用部清掃費 試験会場共用部の清掃に係る費用を負担します。 その他 142 健康福祉部 薬務課 企画指導班 043-223-2614

負担金 献血運動推進全国大会実施事業
令和５年度に本県で献血運動推進全国大会の開催が予
定されているため、実行委員会を設立し、準備に係る
経費を負担します。

その他 2,100 健康福祉部 薬務課 企画指導班 043-223-2614
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 分析化学の基礎知識統計等
各種クロマトグラフ分析の信頼性確保に必要な知識・
技術習得を目的とした研修会への参加費を負担しま
す。

（株）島津製作所 100 健康福祉部 衛生指導課
食品衛生監視

班
043-223-2626

負担金 FTIR入門購入会
測定原理や装置の操作法を学習するとともに実際に測
定を行うことでFTIRの測定方法を習得する研修会への
参加費を負担します。

日本分光(株) 55 健康福祉部 衛生指導課
食品衛生監視

班
043-223-2626

負担金 HPLC入門講習会
HPLC（液体クロマトグラフ）分析に必要な原理・装置
の概要についての講義および分析条件検討手法を中心
に実習する講習会の受講費をを負担します。

（株）島津製作所 42 健康福祉部 衛生指導課
公衆衛生獣医

班
043-223-2642

負担金 HPLC（ネクセラ）研修
高速液体クロマトグラフの操作方法、メンテナンス方
法の習得を目的とした研修会への参加費を負担しま
す。

（株）島津製作所 135 健康福祉部 衛生指導課
食品衛生監視

班
043-223-2626

負担金 信頼性セミナー
食品検査の信頼性の概念から信頼性手法や未然防止に
役立つツールなど、信頼性技術の習得を目的としたセ
ミナーへの参加費を負担します。

（一財）日本規格
協会

49 健康福祉部 衛生指導課
食品衛生監視

班
043-223-2626

負担金 放射線関連研修
放射性物質検査の高度な技術的手法等を習得するため
のゲルマニウム半導体検出器講習会への参加費及び放
射性物質技能試験に係る費用を負担します。

（一財）日本食品
検査ほか

121 健康福祉部 衛生指導課
食品衛生監視

班
043-223-2626

負担金 安全運転管理者等講習会負担金
動物愛護センターの運営にあたり、施設に配置しなけ
ればならない安全運転管理者の資格取得及び法定講習
に要する経費を負担します。

安全運転管理者
協議会

44 健康福祉部 衛生指導課
公衆衛生獣医

班
043-223-2642

負担金 全国食肉衛生検査所協議会負担金
食肉衛生の向上に関する自治体相互の連携を図るた
め、全国の食肉衛生機関で構成する協議会の運営経費
の一部を負担します。

全国食肉衛生検
査所協議会

141 健康福祉部 衛生指導課
公衆衛生獣医

班
043-223-2642

負担金 全国動物保護管理協議会負担金
狂犬病等の予防や動物愛護行政に関する自治体相互の
連携を図るため、全国の都道府県・指定都市で構成す
る協議会の運営経費の一部を負担します。

全国動物管理関
係事業所協議会

35 健康福祉部 衛生指導課
公衆衛生獣医

班
043-223-2642
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負担金 液体クロマトグラフ講習会
液体クロマトグラフ分析に必要な基礎知識の修得や
Empowerソフトウェアの基本操作についての研修会への
参加費を負担します。

（株）島津製作所
ほか

55 健康福祉部 衛生指導課
食品衛生監視

班
043-223-2626

負担金 危険物取扱者保安講習
動物愛護センターの運営にあたり、施設に配置しなけ
ればならない危険物取扱者の資格取得及び法定講習に
要する経費を負担します。

千葉県危険物安
全協会連合会

10 健康福祉部 衛生指導課
公衆衛生獣医

班
043-223-2642

負担金 ねずみ衛生害虫駆除技術研修会負担金
ねずみや衛生害虫の駆除等に係る知識・技術を習得す
るため、（一財）日本環境衛生センターが開催する研
修会への参加費を負担します。

（一財）日本環境
衛生センター

50 健康福祉部 衛生指導課
生活衛生推進

班
043-223-2627

負担金 全国環境衛生・廃棄物関係課長会負担金

環境衛生・廃棄物行政に関する自治体相互の連携を図
るため、各都道府県・指定都市の環境衛生・廃棄物関
係主管課長で構成する会議の運営経費の一部を負担し
ます。

全国環境衛生・
廃棄物関係課長

会
7 健康福祉部 衛生指導課

生活衛生推進
班

043-223-2627

負担金 プール衛生管理者講習会
プール設置者への指導等に係る専門知識を習得するた
め、（公社）日本プールアメニティ協会が開催する講
習会への参加費を負担します。

（公社）日本プー
ルアメニティ協会

35 健康福祉部 衛生指導課
生活衛生推進

班
043-223-2627

負担金 墓地管理講習会負担金
墓地・埋葬等に関する法律等の専門知識を習得するた
め、（公社）全日本墓園協会が開催する講習会への参
加費を負担します。

（公社）全日本墓
園協会

56 健康福祉部 衛生指導課
生活衛生推進

班
043-223-2627

負担金 生活衛生関係営業指導職員研修会
生活衛生関係営業に係る法令や支援制度等の専門知識
を習得するため、（公財）全国生活衛生営業指導セン
ターが開催する研修会への参加費を負担します。

（公財）全国生活
衛生営業指導セ

ンター
16 健康福祉部 衛生指導課

生活衛生推進
班

043-223-2627

負担金 食肉衛生検査所各種資格取得講習会参加負担金

食肉衛生検査所の運営にあたり、施設に配置しなけれ
ばならない特別管理産業廃棄物管理責任者、防火管理
者、有機溶剤作業主任者、特定化学物質及び四アルキ
ル作業主任者の資格取得に要する経費を負担します。

（公財）日本産業
廃棄物処理振興
センター　ほか

14 健康福祉部 衛生指導課
公衆衛生獣医

班
043-223-2642

負担金 HPLC機器講習会
液体クロマトグラフ分析に必要な基礎知識の修得や機
器の基本操作についての研修会への参加費を負担しま
す。

（株）島津製作所
ほか

28 健康福祉部 衛生指導課
食品衛生監視

班
043-223-2626

負担金 食品微生物講習会
食品の微生物検査について基礎的知識、実技、試薬等
の最新情報を取得できる研修会への参加費を負担しま
す。

（公社団）日本食
品衛生協会

53 健康福祉部 衛生指導課
食品衛生監視

班
043-223-2626
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負担金 LCMS操作講習会
機器の一連の基本操作について習得するための講習会
受講費を負担します。

（株）島津製作所 41 健康福祉部 衛生指導課
公衆衛生獣医

班
043-223-2642

負担金 関東甲信越静地区業務連絡会議
関東甲信越静地区の行政担当者が法の運用や事業の進
捗状況を情報共有する会議への参加費を負担します。

関東甲信越静地
区業務連絡会議

事務局
2 健康福祉部 衛生指導課

公衆衛生獣医
班

043-223-2642

負担金 GC/MSメンテナンス基礎
システムの日常的なメンテナンスについて、実習を通
して学習できる研修会への参加費を負担します。

アジレント・テクノ
ロジー（株）

21 健康福祉部 衛生指導課
食品衛生監視

班
043-223-2626

負担金
国の食品衛生申請等システムに係る運用・保守経
費

国の食品衛生申請等システムに係る運用・保守経費を
負担します。

厚生労働省 700 健康福祉部 衛生指導課 企画調整班 043-223-2626

負担金 フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
高所作業時に装着が義務付けられている「墜落制止用
器具」を使用するため、受講が必要な特別教育の受講
料を負担します。

（一財）中小建設
業特別教育協会

176 健康福祉部 衛生指導課
生活衛生推進

班
043-223-2627

補助金 隣保館運営費等事業
地域住民の福祉向上や人権課題の解決のため、市町村
が設置した隣保館の運営経費の一部を補助します。

野田市
香取市

酒々井町
45,362 健康福祉部

健康福祉政策
課

人権室 043-223-2348

補助金 人権啓発事業補助金

県民の人権意識を育み、県民一人ひとりが尊重される
社会づくりを推進するため、県内ＮＰＯ法人等が行う
人権啓発に係る講演会・研修会の開催経費の一部を補
助します。

県内NPO法人等 1,800 健康福祉部
健康福祉政策

課
人権室 043-223-2348

補助金 千葉県人権擁護委員連合会運営費補助金
人権問題の解決に資するため、千葉県人権擁護委員連
合会の運営経費の一部を補助します。

千葉県人権擁護
委員連合会

100 健康福祉部
健康福祉政策

課
人権室 043-223-2348

補助金
働きづらさを抱える人を対象にした就労支援モデル
事業

病気やひきこもり等様々な理由で働きづらさを抱える
方々を対象とする新たな就労支援体制の構築を目指
し、そのモデルとなり得る手法を確立するため、モデ
ル事業の実施に要する経費に対し補助します。

10,000 健康福祉部
健康福祉政策

課
政策室 043-223-2609

補助金 地域在宅医療体制構築支援事業

病院から在宅医療への切れ目のない円滑な移行や安定
的な在宅療養生活を継続するため、患者をチームでサ
ポートする体制構築などに取り組む、在宅医療連携拠
点の設置・運営費用に対して補助します。

地区医師会 48,000 健康福祉部
健康福祉政策

課
地域医療構想

推進室
043-223-2608
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補助金 （一財）千葉県遺族会事業費補助
（一財）千葉県遺族会が行う戦跡慰霊巡拝参加事業や
南方諸地域戦没者追悼式参加事業に対して補助しま
す。

（一財）千葉県遺
族会

1,680 健康福祉部
健康福祉指導

課
援護班 043-223-2346

補助金 生活福祉資金貸付事業推進費補助金
生活福祉資金の貸付及び必要な援助指導を実施するた
めに要する経費を補助します。

（福）千葉県社会
福祉協議会

72,818 健康福祉部
健康福祉指導

課
自立支援班 043-223-2309

補助金 民間救護施設職員設置費
民間救護施設職員の待遇改善並びに入所者の処遇向上
を図るために、定数外直接処遇職員の雇用に要する経
費を補助します。

社会福祉法人 16,519 健康福祉部
健康福祉指導

課
生活保護班 043-223-2312

補助金 日常生活自立支援事業
認知症高齢者等が自立した地域生活を送れるよう、福
祉サービスの利用援助や金銭管理等を支援する事業に
要する経費を補助します。

（福）千葉県社会
福祉協議会

210,059 健康福祉部
健康福祉指導

課
自立支援班 043-223-2309

補助金
民間社会福祉団体等育成事業補助金
（千葉県民生委員児童委員協議会運営費補助金）

民生委員児童委員協議会事業の推進を図るため、（公
財）千葉県民生委員児童委員協議会の運営に要する経
費を補助します。

（公財）千葉県民
生委員児童委員

協議会
6,285 健康福祉部

健康福祉指導
課

地域福祉推進
班

043-223-2615

補助金 社会を明るくする運動補助金
「社会を明るくする運動」の推進のために行う事業に
要する経費に対して補助します。

社会を明るくする
運動千葉県推進

委員会
40 健康福祉部

健康福祉指導
課

地域福祉推進
班

043-223-2615

補助金
民間社会福祉団体等育成事業補助金
（更生保護助成協会事業補助金）

更正保護法人千葉県更正保護助成協会が行う、更正保
護事業に要する経費の一部を補助します。

更生保護法人千
葉県更生保護助

成協会
100 健康福祉部

健康福祉指導
課

地域福祉推進
班

043-223-2615

補助金 地域福祉フォーラム設置支援事業
様々な地域福祉の担い手が分野横断的なネットワーク
を構成し、地域福祉活動を支援する組織である「地域
福祉フォーラム」の設置促進に対して補助します。

（福）千葉県社会
福祉協議会

25,172 健康福祉部
健康福祉指導

課
地域福祉推進

班
043-223-2615

補助金 福祉タクシー導入促進事業
高齢者や障害者など、交通弱者の交通手段の確保充実
を図るため、福祉タクシー車両導入に必要な経費を補
助します。

タクシー事業者 70,000 健康福祉部
健康福祉指導

課
地域福祉推進

班
043-223-2615
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補助金 災害ボランティアセンター設置運営等支援事業
千葉県社会福祉協議会に指導員を配置し、平時には研
修・訓練を実施し、災害時には市町村災害ボランティ
アセンターの円滑な設置・運営等を支援します。

(福)千葉県社会
福祉協議会

5,000 健康福祉部
健康福祉指導

課
福祉人材確保

対策室
043-223-2606

補助金 千葉県原爆死没者慰霊等事業
原爆死没者を慰霊し、平和を祈念するための慰霊式典
等に対して補助します。

千葉県原爆被爆
者友愛会

465 健康福祉部
健康福祉指導

課
援護班 043-223-2349

補助金 千葉県原爆被爆者友愛会運営費補助
千葉県原爆被爆者友愛会が行う被爆者の健康保持及び
福祉の向上等を目的とする事業に対して、運営費を補
助します。

千葉県原爆被爆
者友愛会

100 健康福祉部
健康福祉指導

課
援護班 043-223-2349

補助金 介護人材確保対策事業

高齢者をはじめ県民が安心して暮らすことができる地
域社会の実現に向けて、福祉・介護分野への新規就
業、キャリアアップ、魅力発信や外国人介護人材の就
業促進を含め、総合的に人材の確保・定着を促進する
事業に対して補助します。

市町村及び介護
人材確保対策を
行う事業者・団体

など

300,833 健康福祉部
健康福祉指導

課
福祉人材確保

対策室
043-223-2606

補助金 ボランティア振興事業
ボランティアなど民間福祉活動の育成発展を図るた
め、各種ボランティア研修事業等を実施する県ボラン
ティアセンター等の活動を補助します。

（福）千葉県社会
福祉協議会

9,344 健康福祉部
健康福祉指導

課
福祉人材確保

対策室
043-223-2606

補助金 認知症介護指導者養成研修事業補助金
認知症介護実践研修の指導者となるべき人材を育成す
るため、国が実施する研修に参加する者の経費の一部
を補助します。

研修参加者の所
属する施設

897 健康福祉部
健康福祉指導

課
福祉人材確保

対策室
043-223-2606

補助金
認知症介護研修事業
（千葉市分）

千葉市が実施する認知症介護に携わる者に対する研修
に要する経費を補助します。

千葉市 838 健康福祉部
健康福祉指導

課
福祉人材確保

対策室
043-223-2606

補助金 介護福祉士修学資金等貸付事業
（福）千葉県社会福祉協議会が実施する介護福祉士修
学資金等貸付事業について、その貸付金の一部を補助
します。

（福）千葉県社会
福祉協議会

81,964 健康福祉部
健康福祉指導

課
福祉人材確保

対策室
043-223-2606

補助金 千葉県社会福祉大会運営費補助金
社会福祉大会の運営に関する経費の一部を補助しま
す。

（福）千葉県社会
福祉協議会

324 健康福祉部
健康福祉指導

課
法人指導班 043-223-2351
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

補助金
民間社会福祉団体等育成事業補助金
（千葉県社会福祉協議会運営費補助金）

（福）千葉県社会福祉協議会事業の推進を図るため、
運営費の一部を補助します。

（福）千葉県社会
福祉協議会

9,939 健康福祉部
健康福祉指導

課
法人指導班 043-223-2351

補助金
民間社会福祉団体等育成事業補助金
（福祉活動指導員・事務職員設置費補助金）

（福）千葉県社会福祉協議会に設置される福祉活動指
導員に係る人件費に対して補助します。

（福）千葉県社会
福祉協議会

42,956 健康福祉部
健康福祉指導

課
法人指導班 043-223-2351

補助金 福祉経営指導事業
社会福祉施設の適正且つ安定した経営に資するため、
指導員による指導援助に要する経費等を補助します。

（福）千葉県社会
福祉協議会

6,833 健康福祉部
健康福祉指導

課
法人指導班 043-223-2351

補助金
民間社会福祉施設職員等退職手当共済事業給付
費補助金

民間の社会福祉施設等の待遇改善の一環として退職共
済事業に補助します。

（独）福祉医療機
構

799,639 健康福祉部
健康福祉指導

課
法人指導班 043-223-2351

補助金 運営適正化委員会設置運営事業

福祉サービス利用援助事業の適切な運営の監視並びに
福祉サービス利用者の苦情の解決及び権利擁護を図る
ため、社会福祉法に基づき設置された千葉県運営適正
化委員会の運営に要する費用を補助します。

（福）千葉県社会
福祉協議会

17,037 健康福祉部
健康福祉指導

課
法人指導班 043-223-2351

補助金
千葉県社会福祉法人ボランティア電話相談員研修
費補助金

24時間電話相談事業を実施する社会福祉法人に対し、
ボランティア電話相談員の養成及び資質向上のために
実施する研修に要する経費を補助します。

（福）千葉いのち
の電話

1,300 健康福祉部
健康福祉指導

課
法人指導班 043-223-2351

補助金 健康増進事業費補助金
健康増進法に基づき市町村が実施する健康増進事業に
要する経費の一部を補助します。

市町村 410,000 健康福祉部
健康づくり支

援課
地域健康づく

り班
043-223-2403

補助金 在宅歯科診療設備整備事業

在宅歯科診療の普及向上のため、在宅歯科診療を実施
する医療機関に対し、在宅歯科医療機器等の設備整
備、医療安全体制を確立するために必要となる設備整
備に係る経費の一部を補助します。

医療機関 30,000 健康福祉部
健康づくり支

援課
食と歯・口腔

健康班
043-223-2671

補助金 口腔機能維持向上普及啓発事業補助
県民の歯・口腔の健康づくりを推進するため、県民へ
の口腔機能維持向上の普及啓発や、歯科専門職に対す
る研修会の開催等に係る経費の一部を補助します。

（一社）千葉県歯
科医師会

5,000 健康福祉部
健康づくり支

援課
食と歯・口腔

健康班
043-223-2671
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

補助金
食からはじまる健康づくり事業
（食と健康推進講習会事業補助）

県内各地で実施する「千葉県産食材を活用し、健康づ
くりに配慮した献立作成、調理法等の講習会」に係る
経費の一部を補助します。

（一社）千葉県調
理師会

1,000 健康福祉部
健康づくり支

援課
食と歯・口腔

健康班
043-223-2667

補助金
食からはじまる健康づくり事業
（千葉県食生活改善協議会事業補助）

千葉県食生活改善協議会の事務局の運営等に係る経費
の一部を補助します。

千葉県食生活改
善協議会

375 健康福祉部
健康づくり支

援課
食と歯・口腔

健康班
043-223-2667

補助金
がん対策事業
がん診療連携拠点病院等機能強化事業

がん診療連携拠点病院等が実施する医師等への研修、
患者や家族への相談支援、地域の医療機関との連携等
に係る経費の一部を補助します。

船橋市立医療セ
ンターほか9病院

145,000 健康福祉部
健康づくり支

援課
がん対策班 043-223-2686

補助金
自殺対策推進事業
（千葉県地域自殺対策強化事業費補助）

市町村、民間団体が実施する自殺対策事業（対面相談
事業、電話相談事業、人材養成事業等）に係る経費の
一部を補助します。

市町村、自殺対
策を行う団体

80,000 健康福祉部
健康づくり支

援課
自殺対策班 043-223-2668

補助金
自宅療養者支援事業
（保健所設置市への間接補助）

新型コロナウイルス感染症患者のうち自宅療養者支援
に要する経費を補助します。

保健所設置市
（千葉市、船橋

市、柏市）
523,000 健康福祉部

健康づくり支
援課

地域健康づく
り班

043-223-2403

補助金 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾病児童の日常生活の便宜を図るため、
特殊寝台等の日常生活用具の給付に要する費用に対し
て補助します。

市町村 777 健康福祉部 疾病対策課
難病・アレル
ギー対策班

043-223-2662

補助金 結核対策事業
感染症法第60条の規定により、私立学校が実施する定
期結核健康診断に要する経費の一部を補助します。

県内私立学校 25,106 健康福祉部 疾病対策課 感染症医療班 043-223-2665

補助金 感染症指定医療機関運営費補助金
感染症法第60条第２項の規定により、第１種及び第２
種感染症指定医療機関の施設運営費に対して補助しま
す。

感染症指定医療
機関

39,553 健康福祉部 疾病対策課 感染症医療班 043-223-2665

補助金 予防接種事故調査費補助金
予防接種の健康被害に関する調査を行うため、市町村
が設置する予防接種健康被害調査委員会の開催に要す
る経費の一部を補助します。

市町村 177 健康福祉部 疾病対策課 感染症予防班 043-223-2691

補助金 肝疾患診療地域連携体制強化事業
肝炎検査の受検、陽性者の受診、広報の促進のため肝
疾患診療連携拠点病院に対して補助します。

千葉大学医学部
附属病院

17,317 健康福祉部 疾病対策課 難病審査班 043-223-2575

49 / 166 ページ



令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

補助金 千葉県難病団体連絡協議会運営補助金
難病患者団体の健全育成を図るため千葉県難病患者団
体連絡協議会が行う医療相談会、懇談会、会報発行等
の運営事業に対して補助します。

千葉県難病団体
連絡協議会

400 健康福祉部 疾病対策課
難病・アレル
ギー対策班

043-223-2662

補助金 千葉県風しんワクチン接種補助事業費補助金
風しん抗体検査後、抗体価が低い方へ接種を確実に実
施してもらうため、風しんワクチン接種費用の一部を
助成している市町村に補助を行います。

市町村 5,453 健康福祉部 疾病対策課 感染症予防班 043-223-2691

補助金 結核医療体制強化事業補助金
結核医療の知識・技能を持つ診療従事者の確保のため
専門医療機関での研修実施について補助します。

県内医療機関 720 健康福祉部 疾病対策課 感染症医療班 043-223-2665

補助金 医療機関等設備整備補助
患者受入体制の強化を図るため、重点医療機関や入院
医療機関等が行う設備整備を支援します。

県内医療機関 1,700,000 健康福祉部 疾病対策課
感染症病床交

付金班
043-223-4329

補助金 病床確保支援事業

新型コロナウイルス感染症患者等の受入れのため確保
した病床のうち、患者入れ替えなどに伴う空床分や、
感染症防止策などに伴う休止病床分に係る費用を補助
します。

県内医療機関等 46,040,000 健康福祉部 疾病対策課
感染症病床交

付金班
043-223-4329

補助金 入院医療機関等消毒補助事業
新型コロナウイルス感染症患者用病床を一般病床に戻
す際等に行う消毒費用を補助します。

県内医療機関 20,000 健康福祉部 疾病対策課
感染症病床交

付金班
043-223-4329

補助金 医療従事者宿泊先確保支援事業
入院した新型コロナウイルス感染症患者等の診察等で
帰宅困難となった医療従事者が利用する宿泊施設の確
保に係る費用を補助します。

県内医療機関 50,000 健康福祉部 疾病対策課
感染症病床交

付金班
043-223-4329

補助金 搬送体制の確保
感染者数の増加に伴い、迅速かつ確実な患者搬送を実
施するため、保健所設置市が実施する、宿泊療養者等
の搬送体制の確保に必要な経費について補助します。

市町村 30,000 健康福祉部 疾病対策課 搬送調整班
043-223-4324、

4325

補助金 相談窓口設置事業
新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受診調整や住
民からの問合せ等、相談窓口の設置費用について補助
を行います。

保健所設置市 150,000 健康福祉部 疾病対策課
感染症病床交

付金班
043-223-4329

補助金 ワクチン接種体制の強化
新型コロナワクチン接種を早期に完了するため、診療
時間外・休日に集団接種を行う医師や看護師等を確保
する経費について、市町村に対し補助します。

市町村 640,000 健康福祉部 疾病対策課
ワクチン接種
体制整備班

043-223-4364、
4365、4366
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

補助金 ワクチン職域接種促進支援事業
新型コロナワクチンの職域接種に係る費用負担を軽減
するため、中小企業や大学等が実施する職域接種につ
いて、実施に要した経費の一部を補助します。

県内中小企業、
大学等

110,000 健康福祉部 疾病対策課
ワクチン接種
体制整備班

043-223-4364、
4365、4366

補助金 身元保証人確保対策事業
一時保護所等を退所するDV被害者の就職や住宅を賃貸
する際の身元保証を行う場合の損害賠償等に係る保険
料を補助します。

（福）全国社会福
祉協議会

30 健康福祉部 児童家庭課 DV対策班 043-223-2376

補助金 民間シェルター等活動支援補助金
DV被害者等保護・支援のための先進的な取組みを行う
民間シェルター等に対し、国の交付金を財源として、
事業費の一部を補助します。

NPO法人等 15,000 健康福祉部 児童家庭課 DV対策班 043-223-2376

補助金
民間社会福祉施設整備資金借入金補助
（児童養護施設・乳児院）

社会福祉法人が福祉医療機構から借り入れた福祉貸付
資金（設置･整備資金に限る。）に係る償還元金に対し
て補助します。

社会福祉法人 6,080 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322

補助金
民間社会福祉施設整備資金利子補給
（児童養護施設・乳児院）

福祉医療機構から借り入れた福祉設備資金及び（社）
千葉県社会福祉協議会から借り入れた社会福祉事業振
興資金に係る利子に対して補助します。

社会福祉法人 128 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322

補助金
児童養護施設等における新型コロナウイルス感染
症対策事業

児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡
大の防止のため、個室化改修等に必要となる経費に対
して補助します。

社会福祉法人等 75,000 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322

補助金 民間児童福祉施設職員待遇改善事業
民間の児童養護施設や乳児院等において、国の定める
職員配置基準を超えて職員を雇用している場合、その
雇用に係る経費に対して補助します。

社会福祉法人等 38,543 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322

補助金 乳児院等多機能化推進事業
民間の乳児院や児童養護施設等における育児指導機能
の強化や医療機関との連携強化、また、特定妊婦等の
支援などの取組に係る経費に対して補助します。

社会福祉法人等 97,601 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322

補助金 児童養護施設等体制強化事業

児童指導員等を目指す者を、児童指導員等の補助を行
う職員として雇用する施設に対し補助します。また、
児童指導員等の夜間業務等の負担軽減を図るための職
員を雇用した施設に対して補助します。

社会福祉法人等 248,880 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322

補助金 就学者自立生活援助事業

自立援助ホームで生活している者のうち、大学等に就
学中に20歳に到達する者に対して必要な支援を継続す
るため、これらの者が22歳に達するまでの間の支援に
要する経費に補助します。

社会福祉法人等 2,127 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322
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令和４年度
当初予算

補助金 児童家庭支援センター運営等補助事業
家庭福祉向上のため、家庭等からの相談に応じ、関係
機関との連絡調整等を総合的に行う児童家庭支援セン
ターの運営費に対して補助します。

社会福祉法人等 205,467 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322

補助金 里親制度振興事業補助金
千葉県里親会が行う里親賠償責任保険に要する費用に
対して補助します。

千葉県里親会 3,693 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322

補助金 里親への委託前養育等支援事業

里親や里親希望者に対し、研修へ参加する際の交通費
や、里親委託のための調整期間における子どもとの面
会、里親宅における外泊などの交流や関係調整に要す
る生活費及び交通費を補助します。

個人 7,245 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322

補助金 養子縁組民間あっせん機関助成事業
養子縁組民間あっせん機関を利用する養親希望者が
あっせん機関に対して支払う手数料を補助します。

個人 8,000 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322

補助金 社会的養護自立支援事業
児童養護施設の退所者等のうち引き続き支援が必要な
者に対し、原則22歳の年度末まで支援を継続するため
の経費に対して補助します。

社会福祉法人等 31,960 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322

補助金 児童養護施設退所児童等の社会復帰支援事業

児童養護施設退所児童等で就職や進学後まもない離職
等を事由として自立援助ホームを利用する場合に、心
理面から自立支援を行う心理担当職員の雇用に係る経
費に対して補助します。

社会福祉法人等 3,207 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322

補助金 次世代育成支援対策施設整備交付金事業
児童福祉施設等の入所児童の処遇向上を図るため、国
の交付金を活用し、社会福祉法人等が設置する児童福
祉施設等の大規模な整備に対して補助します。

社会福祉法人等 955,601 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322

補助金 児童福祉施設等施設整備事業
児童福祉施設等の入所児童の処遇向上を図るため、児
童福祉施設等の増改築や修繕等の施設整備に対して補
助します。

社会福祉法人等 12,000 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322

補助金
児童養護施設等の職員の資質向上のための研修
等事業

児童養護施設等の職員の資質向上のための研修参加費
や、職員の人材確保を図るため、実習を受けた学生を
就職前に一定期間非常勤職員として雇用する際の人件
費等に対して補助します。

社会福祉法人等 19,043 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322

補助金
児童養護施設等の生活向上のための環境改善事
業

児童福祉施設等の入所児童の処遇向上を図るため、備
品の更新や改修等の環境改善に係る費用に対して補助
します。

社会福祉法人等 70,748 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322
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補助金 施設生活等評価委員会事業
千葉県児童福祉施設協議会が、児童の人権擁護と適切
な福祉サービスの確保等を目的に設置する施設生活等
評価委員会に要する費用に対して補助します。

千葉県児童福祉
施設協議会

800 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322

補助金 身元保証人確保対策事業
児童養護施設等を退所する児童の就職や進学、住宅賃
借の際に必要な身元保証に係る損害賠償保険等に要す
る費用に対して補助します。

社会福祉法人等 315 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322

補助金
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸
付事業

児童養護施設退所者等に対する就職・進学に係る生活
資金や就職に必要な資格取得費用の貸付の原資を、千
葉県社会福祉協議会に対して補助します。

（福）千葉県社会
福祉協議会

6,699 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322

補助金 社会的養護従事者処遇改善事業

令和4年10月以降に予定されている児童福祉施設等の職
員の収入の引上げを前倒しで実施するために、令和4年
4月から9月までの賃金引上げに相当する額を補助しま
す。

社会福祉法人等 80,000 健康福祉部 児童家庭課
虐待防止対策

推進室
043-223-2322

補助金 ひとり親家庭等医療費等助成事業
ひとり親家庭等の経済的負担と精神的不安の軽減を図
るため、市町村が行うひとり親家庭等の医療費助成に
要する費用に対して補助します。

市町村 837,000 健康福祉部 児童家庭課
ひとり親家庭

班
043-223-2320

補助金 母子家庭等対策費補助金事業
ひとり親家庭へ家庭生活支援員を派遣する費用、ひと
り親家庭等の生活向上に要する費用に対して補助しま
す。

市町村 74,856 健康福祉部 児童家庭課
ひとり親家庭

班
043-223-2320

補助金 母子寡婦福祉研修会等運営費補助金
母子寡婦福祉事業の推進を図るため、千葉県母子寡婦
福祉連合会が実施する研修会等に要する費用に対して
補助します。

（一財）千葉県母
子寡婦福祉連合

会
220 健康福祉部 児童家庭課

ひとり親家庭
班

043-223-2320

補助金 子ども医療費助成事業
子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽
減を図るため、市町村が行う子ども医療費助成に要す
る費用に対して補助します。

市町村 6,700,000 健康福祉部 児童家庭課 母子保健班 043-223-2332

補助金 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

高等職業訓練促進給付金を活用して就職に有利な資格
取得を目指すひとり親家庭の親に対する養成機関の入
学準備金・就職準備金の貸付の原資を、千葉県社会福
祉協議会に対して補助します。

（福）千葉県社会
福祉協議会

3,500 健康福祉部 児童家庭課
ひとり親家庭

班
043-223-2320

補助金 ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業

母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、就労等
に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当受給者
に対する住居の借上げ資金の貸付原資を、千葉県社会
福祉協議会に対して補助します。

（福）千葉県社会
福祉協議会

98,400 健康福祉部 児童家庭課
ひとり親家庭

班
043-223-2320
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補助金
民間社会福祉施設整備資金借入金補助
（保育所）

社会福祉法人が福祉医療機構から借り入れた福祉貸付
資金（設置･整備資金に限る。）に係る償還元金に対し
て補助します。

社会福祉法人 8,258 健康福祉部 子育て支援課 保育班 043-223-2324

補助金
民間社会福祉施設整備資金利子補給
（保育所）

福祉医療機構から借り入れた福祉設備資金及び（社）
千葉県社会福祉協議会から借り入れた社会福祉事業振
興資金に係る利子に対して補助します。

社会福祉法人 1,095 健康福祉部 子育て支援課 保育班 043-223-2324

補助金 幼児教育・保育無償化実施円滑化事業
市町村における幼児教育・保育の無償化の円滑な実施
に係る事務費に対して補助します。

市町村 116,000 健康福祉部 子育て支援課 保育班 043-223-2324

補助金 地域子ども・子育て支援事業
市町村が地域の実情に応じて実施する、放課後児童ク
ラブ、病児保育、延長保育、一時預かり等の事業に要
する経費に対して補助します。

市町村 6,948,000 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援班 043-223-2317

補助金 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業

民間保育所等の保育士の定着及び保育の質の向上を図
るため、一定の経験を積んだ保育士等を対象として、
キャリアアップのための研修に要した経費に対して補
助します。

市町村等 80,300 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援班 043-223-2317

補助金 子ども・子育て支援整備事業
市町村等が行う放課後児童クラブ及び病児保育施設の
整備に要する費用に対して補助します。

市町村 235,000 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援班 043-223-2317

補助金 認定こども園整備事業
幼児教育と保育を一体的に提供する民間の認定こども
園の施設整備費に対して補助します。

市町村等 1,086,000 健康福祉部 子育て支援課 保育班 043-223-2324

補助金 保育対策総合支援事業

地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、
保育人材確保のための取組や、認可外保育施設の認可
化移行など保育の受け皿確保に必要な経費等に対して
補助します。

市町村等 900,958 健康福祉部 子育て支援課
子育て支援班

保育班
法人指導班

043-223-2317
043-223-2324
043-223-2321

補助金 保育士配置改善事業
保育所等に入所する児童の処遇向上等を図るため、国
の基準を上回って職員を配置した保育所等に対し、そ
の雇用に係る経費に対して補助します。

市町村 1,371,400 健康福祉部 子育て支援課 保育班 043-223-2324

補助金 千葉県保育士処遇改善事業
保育士の確保・定着対策と保育環境の改善を図るた
め、民間保育所の保育士の処遇（給与）改善に係る経
費に対して補助します。

市町村 2,142,960 健康福祉部 子育て支援課 保育班 043-223-2324
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補助金 産休等代替職員費補助事業

児童福祉施設等の職員が、出産又は傷病のため長期間
にわたって休暇を取得し、その職員の職務を行わせる
職員を臨時的に雇用した場合、その雇用に係る経費に
対して補助します。

社会福祉法人等 13,853 健康福祉部 子育て支援課 保育班 043-223-2324

補助金 認可外保育施設入所児童処遇向上事業
認可外保育施設に入所する児童の健全な発育及び安全
を図るため、児童の健康診断に要する経費に対して補
助します。

市町村 1,217 健康福祉部 子育て支援課 法人指導班 043-223-2321

補助金 千葉県保育協議会運営費補助金
県内保育所職員の資質の向上や保育内容の充実等に寄
与する事業を行う千葉県保育協議会の運営費に対して
補助します。

（福）千葉県社会
福祉協議会

950 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援班 043-223-2317

補助金 保育所整備促進事業
待機児童の早期解消を図るため、国の助成に県が独自
の加算措置を行い、緊急的に行う保育所の施設整備費
に対して補助します。

社会福祉法人等 249,000 健康福祉部 子育て支援課 保育班 043-223-2324

補助金 子育て安心応援事業
国の交付金により造成した安心こども基金を活用し
て、民間の保育所及び認定こども園の施設整備費等に
対して補助します。

市町村 188,200 健康福祉部 子育て支援課 保育班 043-223-2324

補助金 千葉県地域少子化対策重点推進事業
国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、結婚に
対する取組及び子育てに温かい社会づくりや機運醸成
等に取り組む市町村に対して補助します。

市町村 68,618 健康福祉部 子育て支援課 企画調整班 043-223-2596

補助金
賃貸による保育所・小規模保育事業所緊急整備事
業

保育の受け皿整備と待機児童解消を加速するため、賃
貸物件を活用した保育所・小規模保育事業所を新設、
定員拡大のために改修する場合にその費用の一部を助
成します。

社会福祉法人等 522,000 健康福祉部 子育て支援課 保育班 043-223-2324

補助金 老人クラブ活動等社会活動促進事業補助
単位老人クラブの活動費や市町村老人クラブ連合会が
行う指導事業や健康づくり事業等に対して市町村が補
助する経費の一部を補助します。

市町村 88,000 健康福祉部 高齢者福祉課
地域活動推進

班
043-223-2328

補助金 千葉県老人クラブ連合会活動促進等事業補助
（公財）千葉県老人クラブ連合会が実施する文化事
業、広報・啓発活動及びスポーツ大会等の事業に係る
経費の一部を補助します。

千葉県老人クラ
ブ連合会

25,170 健康福祉部 高齢者福祉課
地域活動推進

班
043-223-2328

補助金 明るい長寿社会づくり推進機構事業補助
（福）千葉県社会福祉協議会が実施するねんりんピッ
クへの参加をはじめとした高齢者の社会活動振興を図
るための事業活動に係る経費の一部を補助します。

千葉県社会福祉
協議会

28,620 健康福祉部 高齢者福祉課
地域活動推進

班
043-223-2328
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補助金 老人短期入所居室整備事業補助
特別養護老人ホームに併設される短期入所居室の整備
に係る経費の一部を補助します。

社会福祉法人 12,000 健康福祉部 高齢者福祉課 施設整備班 043-223-2347

補助金
千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会運営
費補助

千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会が実施す
る施設への運営指導・改善指導等の事業活動に係る経
費の一部を補助します。

千葉県地域包
括・在宅介護支
援センター協会

3,082 健康福祉部 高齢者福祉課 法人支援班 043-223-2593

補助金 千葉県デイサービスセンター協会運営費補助
千葉県デイサービスセンター協会が実施する施設職員
の研修事業に係る経費の一部を補助します。

千葉県デイサー
ビスセンター協

会
343 健康福祉部 高齢者福祉課 法人支援班 043-223-2593

補助金 特別養護老人ホーム建設事業補助
社会福祉法人等の特別養護老人ホームの整備に係る経
費の一部を補助します。

社会福祉法人 1,584,000 健康福祉部 高齢者福祉課 施設整備班 043-223-2347

補助金 民間社会福祉施設整備資金借入金補助事業
社会福祉法人が福祉医療機構から借り入れた整備資金
に係る償還元金に対して一部を補助します。

社会福祉法人 25,853 健康福祉部 高齢者福祉課 法人支援班 043-223-2350

補助金 民間社会福祉施設整備資金等利子補給事業
社会福祉法人が福祉医療機構等から借り入れた整備資
金に係る利子に対して一部を補助します。

社会福祉法人 9,596 健康福祉部 高齢者福祉課 法人支援班 043-223-2350

補助金 民間老人福祉施設職員設置費補助

社会福祉法人が運営する養護老人ホーム、軽費老人
ホームについて条例で定める基準を上回って職員を配
置する場合に、その人件費に対して一部を補助しま
す。

社会福祉法人 267,048 健康福祉部 高齢者福祉課 法人支援班 043-223-2350

補助金
軽費老人ホームサービス提供費補助
（民間）

社会福祉法人が運営する軽費老人ホームの運営に必要
なサービス提供費（事務費）について、老人福祉法第
24条第２項の規定により補助します。

社会福祉法人 1,744,000 健康福祉部 高齢者福祉課 法人支援班 043-223-2350

補助金 千葉県高齢者福祉施設協会活動促進事業
（一社）千葉県高齢者福祉施設協会が実施する施設へ
の運営指導・改善指導等の事業活動に対する経費の一
部を補助します。

（一社）千葉県高
齢者福祉施設協

会
5,673 健康福祉部 高齢者福祉課 法人支援班 043-223-2593

補助金 介護基盤整備交付金事業 特別養護老人ホームなどの整備等に対し補助します。 社会福祉法人等 753,004 健康福祉部 高齢者福祉課 施設整備班 043-223-2347
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

補助金 介護施設等における感染拡大防止事業
介護施設等が、新型コロナウイルスの感染拡大を防止
するために行う、個室化改修やゾーニング環境等の整
備に対し補助します。

社会福祉法人等 296,976 健康福祉部 高齢者福祉課 施設整備班 043-223-2347

補助金 広域型施設等の開設準備支援等事業補助
広域型特別養護老人ホームなどの開設準備経費等に対
して補助します。

社会福祉法人等 855,634 健康福祉部 高齢者福祉課 施設整備班 043-223-2347

補助金 高齢者福祉施設整備事業補助
特別養護老人ホームなどの非常用自家発電設備等整備
に係る費用に対し補助します。

社会福祉法人等 515,360 健康福祉部 高齢者福祉課 施設整備班 043-223-2347

補助金
低所得者に対する介護保険サービス利用者負担
軽減対策事業

市町村が行う生計困難者等を対象とした介護保険サー
ビスに係る利用者負担額軽減制度等に要する経費の一
部を補助します。

市町村 3,141 健康福祉部 高齢者福祉課
介護保険制度

班
043-223-2446

補助金 千葉県介護保険苦情処理業務支援事業費補助金
千葉県国民健康保険団体連合会が実施する苦情処理業
務に係る費用を補助します。

千葉県国民健康
保険団体連合会

9,918 健康福祉部 高齢者福祉課
介護保険制度

班
043-223-2446

補助金 介護ロボット導入支援事業
介護現場における人材確保策として、介護従事者の負
担を軽減するための介護ロボットを導入する介護事業
所に対して助成します。

社会福祉法人等 64,000 健康福祉部 高齢者福祉課 法人支援班 043-223-2350

補助金 認知症地域医療支援事業
千葉市が実施する認知症サポート医養成研修等の事業
に対し補助します。

千葉市 2,052 健康福祉部 高齢者福祉課
認知症対策推

進班
043-223-2237

補助金 市民後見推進事業
市民後見人を確保できる体制を整備・強化し、地域に
おける市民後見人の活動を推進する事業に対し補助し
ます。

市町村 22,500 健康福祉部 高齢者福祉課
認知症対策推

進班
043-223-2237

補助金 介護事業所におけるＩＣＴ導入支援事業

介護事業所における業務の効率化を図るため、介護記
録や介護報酬の請求等を一体的に管理できる介護ソフ
トなど業務の効率化に資するＩＣＴの導入に対して助
成します。

社会福祉法人等 67,000 健康福祉部 高齢者福祉課 法人支援班 043-223-2350

補助金 千葉県介護老人保健施設整備資金利子補給事業
（独）福祉医療機構から借り入れた、介護老人保健施
設の整備資金に係る支払利息に要した経費を補助しま
す。

介護老人保健施
設

26,515 健康福祉部 高齢者福祉課 法人支援班 043-223-2350
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（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

補助金
介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事
業

新型コロナウイルス感染症が発生した介護サービス事
業所等における人材確保や職場環境の普及、整備に係
る費用に対して補助します。

社会福祉法人等 478,500 健康福祉部 高齢者福祉課
法人支援班

介護事業者指
導班

043-223-2350
043-223-2386

補助金 法定研修事業補助
千葉県介護支援専門員研修事業に必要な経費のうち、
新型コロナウイルス感染症対策としてかかり増しと
なった費用に対して補助します。

千葉県社会福祉
協議会、千葉県
介護支援専門員

協議会

8,858 健康福祉部 高齢者福祉課
介護保険制度

班
043-223-2387

補助金 介護職員処遇改善支援補助金
令和4年10月以降に予定されている介護職員の収入の引
上げを前倒しで実施するために、9月までの賃金引上げ
に相当する額を補助します。

社会福祉法人等 4,104,000 健康福祉部 高齢者福祉課
介護事業者指

導班
043-223-3926

補助金 重度障害児・者日常生活用具取付費補助
重度障害児・者が、市町村地域生活支援事業により給
付を受けた日常生活用具の取付に要する経費を補助し
ます。

市町村 1,100 健康福祉部
障害者福祉推

進課
障害保健福祉

推進班
043-223-2340

補助金 重度心身障害者（児）医療給付改善事業費補助
重度心身障害者（児）の健康と福祉の増進及び医療費
負担の軽減を図るため、保険診療に係る医療費の自己
負担分等を助成する市町村に対して補助を行います。

市町村 4,500,000 健康福祉部
障害者福祉推

進課
障害保健福祉

推進班
043-223-2340

補助金
在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉
手当給付事業費補助

在宅の重度知的障害者及び寝たきり身体障害者又はそ
の家族に対する経済的負担を軽減するため、市町村の
給付事業に対して補助します。

市町村（千葉市、
船橋市及び柏市

を除く）
139,000 健康福祉部

障害者福祉推
進課

障害保健福祉
推進班

043-223-2340

補助金 千葉県身体障害者福祉協会運営費補助事業

身体障害者の円滑な地域生活や自立を促進するため、
更生相談や各種福祉事業を実施している千葉県身体障
害者福祉協会の運営に要する経費に対して補助しま
す。

（福）千葉県身体
障害者福祉協会

6,771 健康福祉部
障害者福祉推

進課
障害保健福祉

推進班
043-223-2340

補助金
千葉点字図書館運営費補助
（県単）

視覚障害者の福祉の増進を図るため、点字図書館の運
営に要する経費に対して補助します。

（福）千葉県視覚
障害者福祉協会

17,820 健康福祉部
障害者福祉推

進課
障害保健福祉

推進班
043-223-2340

補助金
千葉点字図書館運営費補助
（国庫）

視覚障害者の福祉の増進を図るため、点字図書館の運
営に要する経費に対して補助します。

（福）千葉県視覚
障害者福祉協会

46,171 健康福祉部
障害者福祉推

進課
障害保健福祉

推進班
043-223-2340

補助金 千葉県視覚障害者福祉協会運営費補助
視覚障害者の生活の向上等を図るため、視覚障害者の
生活等の支援を行う千葉県視覚障害者福祉協会の運営
に要する経費に対して補助します。

（福）千葉県視覚
障害者福祉協会

220 健康福祉部
障害者福祉推

進課
障害保健福祉

推進班
043-223-2340
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

補助金 聴覚障害者情報提供施設運営費補助
聴覚障害者の福祉の増進を図るため、聴覚障害者情報
提供施設（千葉聴覚障害者センター）の運営費に対し
補助します。

（福）千葉県聴覚
障害者協会

32,193 健康福祉部
障害者福祉推

進課
障害保健福祉

推進班
043-223-2340

補助金 千葉県肢体不自由児協会事業補助
（公財）千葉県肢体不自由児協会が行う、在宅肢体不
自由児の社会参加を促進するための各種事業に対し補
助します。

（公財）千葉県肢
体不自由児協会

2,544 健康福祉部
障害者福祉推

進課
障害保健福祉

推進班
043-223-2340

補助金
千葉県手をつなぐ育成会事業及び療育親子の旅
事業補助

千葉県手をつなぐ育成会が行う、知的障害児（者）の
福祉向上を図るための各種事業、及び知的障害児
（者）とその家族を対象に実施する親子の旅事業に対
し補助します。

千葉県手をつな
ぐ育成会

584 健康福祉部
障害者福祉推

進課
障害保健福祉

推進班
043-223-2340

補助金 千葉県ことばを育てる会事業補助
千葉県ことばを育てる会が行う、言語障害を持つ児童
の福祉向上を図るための各種事業に対し補助します。

千葉県ことばを
育てる会

192 健康福祉部
障害者福祉推

進課
障害保健福祉

推進班
043-223-2340

補助金 千葉県自閉症協会事業補助
千葉県自閉症協会が行う、自閉症児（者）の福祉向上
を図るための各種事業、及び自閉症児（者）とその家
族を対象に実施する親子の旅事業に対し補助します。

千葉県自閉症協
会

512 健康福祉部
障害者福祉推

進課
障害保健福祉

推進班
043-223-2340

補助金 千葉県重症心身障害児（者）を守る会事業補助
千葉県重症心身障害児（者）を守る会が行う、重症心
身障害児（者）の福祉向上を図るための各種事業に対
し補助します。

千葉県重症心身
障害児（者）を守

る会
80 健康福祉部

障害者福祉推
進課

障害保健福祉
推進班

043-223-2340

補助金 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成制度
市町村が行う、軽度・中等度難聴児の言語発達や学力
獲得のために必要となる補聴器等購入費の助成に対し
補助します。

市町村 4,200 健康福祉部
障害者福祉推

進課
障害保健福祉

推進班
043-223-2340

補助金 精神医療審査会報告書料補助
精神保健福祉法に基づく措置入院や医療保護入院が行
われた場合に病院が提出する入院届や定期病状報告に
ついて、報告書作成に対して補助します。

精神科病院 10,000 健康福祉部
障害者福祉推

進課
精神保健福祉

推進班
043-223-2334

補助金
NPO法人千葉県精神障害者家族会連合会運営費
補助金

精神障害者を抱える家族の連携を強化するため、ＮＰ
Ｏ法人千葉県精神障害者家族会連合会の運営費の一部
を補助します。

千葉県精神障害
者家族会連合会

160 健康福祉部
障害者福祉推

進課
精神保健福祉

推進班
043-223-2334

補助金 千葉県知的障害者福祉協会補助事業

知的障害者の支援の充実を図るため、千葉県知的障害
者福祉協会が行う施設長研修会及び作品展の企画運営
など、知的障害者児の福祉の向上にかかる事業に要す
る経費に対して補助します。

千葉県知的障害
者福祉協会

89 健康福祉部
障害福祉事業

課
法人指導班 043-223-2646
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区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

補助金 袖ケ浦福祉センター利用者受入等支援事業
袖ケ浦福祉センター利用者の民間施設・地域への移行
を進めるため、受入先施設等の整備費用や支援員の追
加配置費用の一部を補助します。

社会福祉法人等 142,346 健康福祉部
障害福祉事業

課
県立施設改革

班
043-223-2339

補助金
民間社会福祉施設整備資金借入金・利子補給金
助成事業

心身障害者（児）施設の整備を促進するため、これを
経営する社会福祉法人が（独）福祉医療機構から借り
入れた福祉貸付金（設置・整備資金に限る。）の償還
金の一部を補助します。

社会福祉法人 19,323 健康福祉部
障害福祉事業

課
事業支援班 043-223-2308

補助金 強度行動障害県単加算事業

強度行動障害者（児）の受け入れを行っている施設に
おける対象者の処遇向上とともに、対象者の受け皿を
拡充するため、市町村が実施する同施設の運営に要す
る経費助成に対して補助します。

市町村 48,000 健康福祉部
障害福祉事業

課
事業支援班 043-223-2308

補助金 強度行動障害短期入所特別支援事業

強度行動障害者（児）の保護者の負担軽減のため、市
町村が実施する国の加算措置のない短期入所者を受け
入れた民間事業者に対する人件費助成に対して補助し
ます。

市町村 2,000 健康福祉部
障害福祉事業

課
事業支援班 043-223-2308

補助金 障害者グループホーム運営費補助事業

障害者の地域生活への移行を促進するとともに、入居
者の処遇向上及びグループホームの経営の安定化を図
るため、市町村が実施するグループホームの運営に要
する経費助成に対して補助します。

市町村 246,000 健康福祉部
障害福祉事業

課
事業支援班 043-223-2308

補助金
障害者グループホーム等支援事業
（家賃補助）

障害者グループホーム等利用者の生活を支援するた
め、市町村が実施する利用者への家賃助成に対して補
助します。

市町村 277,782 健康福祉部
障害福祉事業

課
事業支援班 043-223-2308

補助金 障害者生活ホーム運営事業費等補助事業
障害者の地域生活移行を促進するため、市町村が実施
する知的障害者が利用する生活ホームの運営費助成に
対して補助します。

市町村 32,905 健康福祉部
障害福祉事業

課
事業支援班 043-223-2308

補助金 高齢重度障害者介護支援事業
高齢重度障害者を受け入れる施設の負担軽減や利用者
の処遇改善を図るため、市町村が実施する民間施設に
対する人件費助成に対して補助します。

市町村 1,446 健康福祉部
障害福祉事業

課
事業支援班 043-223-2308

補助金 社会福祉施設等施設整備費補助事業
就労移行支援・就労継続支援Ｂ型等の日中活動部分の
サービスを行うための施設及び障害者グループホーム
等を整備する場合に要する経費の一部を補助します。

社会福祉法人等 572,000 健康福祉部
障害福祉事業

課
事業支援班 043-223-2308

補助金 重症心身障害短期入所特別支援事業

重症心身障害者（児）の保護者の負担軽減のため、市
町村が実施する国の加算措置のない重症心身障害者
（児）を受け入れた民間事業者に対する運営費助成に
対して補助します。

市町村 3,300 健康福祉部
障害福祉事業

課
事業支援班 043-223-2308
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令和４年度
当初予算

補助金 市町村地域生活支援事業費等補助金
障害者総合支援法に基づき市町村が実施する相談支
援、コミュニケーション支援、日常生活用具給付等の
事業に要する経費の一部を補助します。

市町村 950,000 健康福祉部
障害福祉事業

課
虐待防止対策

班
043-223-3981

補助金 知的障害者職親協議会事業補助金
知的障害者職親制度の推進を図るため、千葉県知的障
害者職親協議会が実施する職親保険事業の経費の一部
及び研修会等の経費に対して補助します。

千葉県知的障害
者職親協議会

180 健康福祉部
障害福祉事業

課
地域生活支援

班
043-223-2335

補助金
地域活動支援センター等支援事業
（送迎補助）

地域活動支援センターが、利用者の送迎を行うための
経費（人件費、燃料費等）について、市町村が補助し
た経費の一部を補助します。

市町村 1,600 健康福祉部
障害福祉事業

課
虐待防止対策

班
043-223-3981

補助金
地域活動支援センター等支援事業
（家賃補助）

地域活動支援センター等の設置のために使用している
家屋の借上料について、市町村が補助した経費の一部
を補助します。

市町村 7,600 健康福祉部
障害福祉事業

課
虐待防止対策

班
043-223-3981

補助金
地域活動支援センター等支援事業
（重度加算補助）

地域活動支援センター等が重度障害者等の支援を行う
経費（人件費等）について、市町村が補助した経費に
対し補助します。

市町村 10,200 健康福祉部
障害福祉事業

課
虐待防止対策

班
043-223-3981

補助金
地域活動支援センター等支援事業
（就労支援加算補助）

地域活動支援センター等が、利用者の一般就労の支援
（ハローワークや企業への同行、定期的な企業訪問
等）を行うための経費（人件費）について、市町村が
補助した経費に対し補助します。

市町村 600 健康福祉部
障害福祉事業

課
虐待防止対策

班
043-223-3981

補助金 重度訪問介護の利用促進に係る市町村支援事業
市町村の負担軽減のため、重度訪問介護等の利用にお
いて、国庫負担基準額超過した市町村のうち、人口30
万人未満の市町村に対して費用の一部を補助します。

市町村 30,000 健康福祉部
障害福祉事業

課
虐待防止対策

班
043-223-3981

補助金 民間障害児入所施設等職員待遇改善事業

民間心身障害児施設職員の待遇改善及び入所者の処遇
の向上を図るため、施設が国の定める職員設置基準を
上回って指導員、介護職員、保育士等を雇用した場合
にその経費を補助します。

社会福祉法人等 91,000 健康福祉部
障害福祉事業

課
療育支援班 043-223-2336

補助金 重度の強度行動障害のある方の受入等支援事業

重度の強度行動障害のある方が、県内の各地域におい
て必要な支援を受けられるよう、民間事業者が行う既
存施設の改修やグループホームの整備及び支援員の追
加配置費用の一部を補助します。

社会福祉法人等 96,291 健康福祉部
障害福祉事業

課
県立施設改革

班
043-223-2339

補助金
障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続
支援事業

新型コロナウイルスの感染者等が発生した障害福祉
サービス事業所等が、感染拡大防止対策の徹底等を通
じて、必要なサービス等を継続して提供できるよう補
助します。

社会福祉法人等 41,000 健康福祉部
障害福祉事業

課
事業支援班 043-223-2308
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区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

補助金 障害福祉職員処遇改善臨時特例交付金事業

福祉・介護職員の処遇の改善のため、賃上げ効果が継
続される取組を行うことを前提として、令和４年２月
から９月までの間、収入を３％程度（月額9,000円）引
き上げるための補助をします。

社会福祉法人等 2,019,000 健康福祉部
障害福祉事業

課
虐待防止対策

班
043-223-3981

補助金 産科医等育成支援事業
産科医の確保を図るため、産科を志望する研修医に研
修手当等を支給する医療機関に対して補助します。

医療機関 1,385 健康福祉部 医療整備課
医師確保・地
域医療推進室

043-223-3902

補助金 産科医等確保支援事業
産科医等の確保を図るため、産科医等の処遇改善のた
めに分娩手当を支給する医療機関に対して補助しま
す。

医療機関 64,736 健康福祉部 医療整備課
医師確保・地
域医療推進室

043-223-3902

補助金 女性医師等就労支援事業
勤務条件の緩和など、子育て中の女性医師等にとって
働きやすい職場環境の整備に総合的に取組む医療機関
に対して補助します。

医療機関 66,490 健康福祉部 医療整備課
医師確保・地
域医療推進室

043-223-3902

補助金
ちば若手医師キャリア形成支援事業
診療科別コース策定事業

県内の大学病院等に対し、キャリア形成プログラムの
診療科別コース策定に係る調整及び指導体制の整備に
要する経費に対して補助します。

医療機関 15,600 健康福祉部 医療整備課
医師確保・地
域医療推進室

043-223-3883

補助金
ちば若手医師キャリア形成支援事業
専門医認定支援事業

専門医の質の確保・向上を図るため、医師不足地域へ
の指導医派遣等に必要な経費に対して補助します。

医療機関 14,700 健康福祉部 医療整備課
医師確保・地
域医療推進室

043-223-3883

補助金 医師少数区域等医師派遣促進事業

医師の地域偏在改善や地域医療の基盤を支える医療機
関の医師不足を解消するため、医師に余裕のある医療
機関が医師少数区域等の医療機関に医師を派遣する場
合に助成します。

医療機関 125,000 健康福祉部 医療整備課
医師確保・地
域医療推進室

043-223-3902

補助金 救命救急センター運営事業
重症救急患者の救命医療を24時間体制で実施する救命
救急センターの運営経費に対して補助します。

救命救急セン
ター

890,012 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886

補助金 救急基幹センター運営事業
初期・２次救急医療機関の支援、３次救急医療機関の
補完的役割を果たす救急基幹センターの運営経費に対
して補助します。

救急基幹セン
ター

29,474 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886

補助金 搬送困難事例受入医療機関支援事業

救急搬送時間の短縮と救命率向上を図るため、搬送先
が決まらない救急患者を必ず受け入れることに合意し
た医療機関に対し、空床確保に要する経費を補助しま
す。

救急医療機関 152,568 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3879

62 / 166 ページ



令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
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補助金 ドクターヘリ運営事業
救急搬送の迅速化による重症患者の救命率の向上等を
図るため、救命救急センターに常駐するドクターヘリ
の運航に要する経費に対して補助します。

ドクターヘリ基地
病院

569,668 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3879

補助金 救急医療損失医療費補てん補助事業
救急医療体制を安定的に維持していくため、救急搬送
事案に係る医療費が回収不能となった場合に、その損
失に対して補助します。

救急医療機関 6,860 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886

補助金 救急患者退院コーディネーター事業
救急専用病床の有効活用を図るため、救急医療機関が
退院や転院に係るコーディネート事業を行う救急医療
機関に対して補助します。

救急医療機関 74,543 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886

補助金 救急救命士病院実習受入促進事業
救急救命士の資質向上を図るため、救急救命士の病院
実習を受け入れる救急医療機関に対して補助します。

救急医療機関 16,428 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886

補助金 周産期医療施設運営費補助事業
周産期の母子に対して迅速かつ高度な医療を提供す
る、総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子
医療センターの運営経費に対して補助します。

周産期母子医療
センター

996,470 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886

補助金 小児初期救急センター運営事業
小児急病患者に対する毎夜間・休日の診療体制を確保
するため、市町村等が設置する小児初期救急センター
等の運営費に対して補助します。

市町村等 10,200 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886

補助金 小児救急医療拠点病院運営事業
小児救急医療体制の確保が困難な地域を含む広域を対
象に小児救急患者を受け入れる小児救急医療拠点病院
の運営経費に対して補助します。

小児救急医療拠
点病院

90,108 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886

補助金 小児救急医療支援事業
市町村等が病院群輪番制方式により、夜間・休日にお
ける小児救急医療の受入体制を整備する場合に、その
運営経費に対し補助します。

市町村等 33,828 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886

補助金 日中一時支援事業
長期の入院から在宅での療養へ移行した小児につい
て、保護者等の介護負担の軽減を図るため、一時受入
れを行う医療機関に対し補助します。

医療機関 42,322 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886

補助金 救命救急センター設備整備事業
重症救急患者の救命医療を24時間体制で提供する救命
救急センターの施設設備の整備費に対して補助しま
す。

救命救急セン
ター

376,879 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886
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補助金 病院群輪番制病院施設設備整備事業
休日夜間において、救急患者を病院群輪番制方式によ
り受け入れる病院の施設設備の整備費に対して補助し
ます。

医療機関 143,550 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886

補助金 災害拠点病院施設設備整備事業
大規模災害時、後方病院として多数の重症傷病者の治
療・収容を行えるよう災害拠点病院の施設設備の整備
費に対して補助します。

災害拠点病院 11,284 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3879

補助金 周産期医療施設・施設設備整備事業
周産期母子医療センターの施設・設備整備に対して補
助します。

周産期母子医療
センター

46,844 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886

補助金 小児医療施設設備整備事業

小児医療水準の向上を図るため、小児疾患・新生児疾
患の診断、治療を行う周産期母子医療センター等の小
児医療施設が行う施設設備の整備費に対して補助しま
す。

医療機関 87,894 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886

補助金 がん診療施設施設設備整備事業
がんの診断、治療を行う医療機関の施設設備の整備費
に対して補助します。

医療機関 65,046 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886

補助金 新生児医療担当医確保支援事業
新生児科医の確保・定着を促進するため、ＮＩＣＵに
おいて新生児医療に従事する医師の処遇改善に取組む
医療機関等に対して補助します。

医療機関 389 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886

補助金 三郡医師会航空機対策協議会運営事業補助金
成田空港及び周辺地域での航空機災害における、医療
救護活動に関わる三郡医師会航空機対策協議会への運
営経費を補助します。

三郡医師会航空
機対策協議会

500 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3879

補助金
三郡市歯科医師会航空機災害対策協議会運営事
業補助金

成田空港及び周辺地域での航空機災害における、医療
救護活動に関わる三郡市歯科医師会航空機災害対策協
議会への運営経費を補助します。

三郡市歯科医師
会航空機災害対

策協議会
166 健康福祉部 医療整備課

医療体制整備
室

043-223-3879

補助金 防災訓練等参加支援事業
政府主催の総合防災訓練に県内ＤＭＡＴが参加するた
めの経費に対し補助します。

災害拠点病院 12,201 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3879

補助金 有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業
有床診療所等のスプリンクラー等の設置費用に対して
補助します。

有床診療所、病
院、有床助産所

162,420 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

補助金 実践的手術手技向上研修実施機関設備整備事業
遺体を使用した手術手技向上のための研修を行うため
に必要な設備整備に対して補助します。

医学部のある大
学

5,612 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886

補助金 NBC災害・テロ対策設備整備事業
NBC（核・生物剤・化学剤）災害及びテロの発生時にお
いて、医療機関による円滑な医療活動の実施に必要な
設備整備に対して補助します。

救命救急セン
ター、災害拠点

病院
227 健康福祉部 医療整備課

医療体制整備
室

043-223-3879

補助金 医療施設等耐震整備事業
地震発生時に適切な医療提供体制の維持を図るため、
耐震化等を行う医療機関等に対し、耐震整備に関する
経費を補助します。

医療機関 51,769 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3879

補助金 医療関係者指導事業
医学・歯学の教育研究の向上のため、千葉白菊会が行
う献体登録業務や献体に関する啓発活動に要する経費
の一部を補助します。

千葉白菊会 90 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3878

補助金 内視鏡訓練施設設備整備事業

内視鏡手術訓練施設を整備し、内視鏡手術に関する研
修等を実施するなど、医師の手技向上及び医療の質の
向上を図ることを目的とする設備整備事業に要する経
費について補助します。

医療機関 50,232 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886

補助金 地域医療勤務環境改善体制整備事業

令和６年度から医師の時間外労働の上限規制が適用さ
れることから、地域での医療提供体制を確保しつつ、
医師の労働時間短縮を進めていくために、勤務環境の
改善に必要な経費を助成します。

医療機関 110,000 健康福祉部 医療整備課
医師確保・地
域医療推進室

043-223-3902

補助金 遠隔医療設備整備事業
医療の地域格差を解消し、医療の質を確保するため、
情報通信技術を活用した遠隔医療の実施に必要な設備
整備に対して助成します。

医療機関 10,769 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3879

補助金
新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのた
めの救急・周産期・小児医療体制確保事業

救急・周産期・小児医療機関が院内感染を防止するた
めに必要な設備整備等を支援します。

医療機関 350,000 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3879

補助金 地域中核医療機関整備促進事業
地域医療提供体制の確保を図るため、地域の中核的医
療機能や救急・小児・がんなどの特殊医療機能を担う
医療機関の整備に対し補助します。

公的医療機関等 334,320 健康福祉部 医療整備課
医師確保・地
域医療推進室

043-223-3902

補助金 病床機能再編支援事業
地域医療構想の実現を図るため、医療機関が実施する
病床削減に対し補助します。

医療機関 130,000 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3884
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令和４年度
当初予算

補助金 行政解剖事業
死因究明のための解剖の実施に必要な設備の整備に対
し補助します。

医療機関等 10,476 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3878

補助金 病院内保育所運営事業
看護師等の定着支援・再就業支援のため、病院内保育
所の運営経費に対し補助します。

医療機関 400,000 健康福祉部 医療整備課
看護師確保推

進室
043-223-3885

補助金 看護学生実習病院確保事業

県内医療機関における看護師等の定着を図るため、新
たに県内の看護師養成所からの実習生を受け入れる又
は受け入れを拡充する病院に対して、受け入れに要す
る経費の一部を補助します。

病院 5,000 健康福祉部 医療整備課
看護師確保推

進室
043-223-3885

補助金 外国人看護師候補者就労研修支援事業
外国人看護師候補者が日本で就労する上で必要な日本
語能力の習得を図ること及び研修支援体制を構築する
ための経費を補助します。

医療機関 3,131 健康福祉部 医療整備課
看護師確保推

進室
043-223-3877

補助金 新人看護職員研修事業
新人看護職員が基本的な臨床実践能力を習得するため
の研修を実施する医療機関に対し補助します。

医療機関 56,300 健康福祉部 医療整備課
看護師確保推

進室
043-223-3885

補助金 看護師等養成所運営費補助
看護師等の確保を図るため、看護師等養成所の運営費
に対して補助します。

看護師等養成所 332,245 健康福祉部 医療整備課
看護師確保推

進室
043-223-3885

補助金 看護師特定行為研修支援事業
特定行為を行うことができる看護師を増やすため、
看護師を養成する医療機関等に対して研修費用を助成
します。

医療機関等 7,500 健康福祉部 医療整備課
看護師確保推

進室
043-223-3885

補助金 小児救命救急センター運営費補助事業
診療科を問わず、全ての重篤な小児救急患者を２４時
間体制で必ず受け入れる小児救命救急センターの運営
経費に対して補助します。

小児救命救急セ
ンター

141,076 健康福祉部 医療整備課
医療体制整備

室
043-223-3886

補助金 院内助産所・助産師外来設備整備事業
地域における安全・安心・快適なお産の場を確保する
ため、新たに医療機関等の施設内に院内助産所等を開
設する場合の設備整備に対して補助します。

医療機関 5,080 健康福祉部 医療整備課
看護師確保推

進室
043-223-3885

補助金 看護師宿舎施設整備事業
勤務環境の改善により看護職員の定着促進を図るた
め、看護師宿舎の整備に対して補助します。

医療機関 20,790 健康福祉部 医療整備課
看護師確保推

進室
043-223-3877
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補助金 医療機関の看護職員の処遇改善事業

県内でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤
務する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続されるこ
とを前提として、収入を１％程度（月額4,000円）引き
上げる措置を実施します。

医療機関 1,196,000 健康福祉部 医療整備課
看護師確保推

進室
043-223-3877

補助金
地域に根ざした薬剤師・薬局定着・養成事業：連携
会議等開催及び訪問薬剤管理指導実地研修実施
補助

地域包括ケアシステムの中で、在宅医療に取り組む薬
剤師について県民や市町村から理解を得るため、関係
機関との連携事業を実施する経費に対して一部を補助
します。

（一社）
千葉県薬剤師会

2,437 健康福祉部 薬務課 企画指導班 043-223-2614

補助金
地域に根ざした薬剤師・薬局定着・養成事業：連携
会議等開催、訪問薬剤管理指導実地研修及び他
職種向け研修プログラムの作成補助

在宅医療を行う薬局数の拡大を図るため、在宅医療を
行う際に必要となるフィジカルアセスメントに必要な
医療機器について、薬局が購入する際に必要な経費に
対して一部を補助します。

県内薬局 1,000 健康福祉部 薬務課 企画指導班 043-223-2614

補助金 骨髄移植等におけるドナー支援事業
骨髄移植の促進を図るため、骨髄を提供したドナー
や、従業員にドナー休暇を与えた事業所等に対し補助
します。

市町村 7,046 健康福祉部 薬務課 企画指導班 043-223-2614

補助金 公衆浴場経営基盤安定化補助
浴場経営に係る経営収支実績に不足額が生じている浴
場に対し、燃料費及び光熱水費に係る経費の一部を補
助します。

千葉県公衆浴場
業生活衛生同業

組合
6,500 健康福祉部 衛生指導課

生活衛生推進
班

043-223-2627

補助金 生活衛生営業振興対策事業補助
生活衛生同業組合が行う「生活衛生関係営業（理・美
容、クリーニング、旅館ホテルなど）」の振興事業に
対して補助します。

（公財）千葉県生
活衛生営業指導

センター
4,000 健康福祉部 衛生指導課

生活衛生推進
班

043-223-2627

補助金
千葉県生活衛生営業指導センター指導助成費補
助

（公財）千葉県生活衛生営業指導センターの運営に必
要な費用の一部を補助します。

（公財）千葉県生
活衛生営業指導

センター
27,300 健康福祉部 衛生指導課

生活衛生推進
班

043-223-2627

補助金 飼い主のいない猫への不妊去勢手術補助
飼い主のいない猫への不妊去勢手術等の事業を実施す
る市町村に対し、不妊去勢手術にかかる経費の一部を
補助します。

市町村 8,500 健康福祉部 衛生指導課
公衆衛生獣医

班
043-223-2642

交付金 地域保健法政令市取扱交付金
県が保健所設置市に委任している保健所関連事務につ
いて、事務処理実績に応じた交付金を交付します。

千葉市
船橋市
柏市

34,000 健康福祉部
健康福祉政策

課
総務班 043-223-2625

交付金
千葉市、船橋市、柏市分原爆被爆者健康診断費交
付金

千葉市・船橋市・柏市が実施した原爆被爆者の健康診
断に要する経費に対し、交付金を交付します。

市町村（千葉市、
船橋市及び柏

市）
4,000 健康福祉部

健康福祉指導
課

援護班 043-223-2349
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交付金
民生委員協議会運営費交付金・民生委員推薦会
交付金

民生委員協議会の運営に必要な経費及び３年に一度の
一斉改選年に限り、民生委員推薦会の運営に必要な経
費の一部を交付します。

市町村（政令市
及び中核市を除

く）
35,614 健康福祉部

健康福祉指導
課

地域福祉推進
班

043-223-2615

交付金 人口動態調査市町村交付金
国からの委託に基づき実施する人口動態調査における
市町村実施分について（千葉市・船橋市・柏市を除
く。）、交付金を交付します。

政令・中核を除く
市町村

5,020 健康福祉部
健康福祉指導

課
企画情報班 043-223-2607

交付金 ワクチン個別接種促進支援事業
新型コロナワクチン接種の早期完了を目指し、個別接
種を促進するため、ワクチン接種を一定数以上実施す
る医療機関に対して支援金を交付します。

医療機関 9,750,000 健康福祉部 疾病対策課
ワクチン接種
体制整備班

043-223-4364、
4365、4366

交付金
介護基盤整備交付金
（千葉県地域医療介護総合確保基金）

市町村が実施する地域密着型特別養護老人ホーム、認
知症高齢者グループホーム等の介護施設の整備等に対
し交付金を交付します。

市町村 1,829,832 健康福祉部 高齢者福祉課 施設整備班 043-223-2347

交付金
地域密着型施設等の開設準備支援等事業交付金
（千葉県地域医療介護総合確保基金）

特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム等
の介護施設が開設前に行う職員雇用や広報等の準備経
費に対し交付金を交付します。

市町村 1,085,995 健康福祉部 高齢者福祉課 施設整備班 043-223-2347

交付金 介護施設等における感染拡大防止事業
介護施設等が、新型コロナウイルスの感染拡大を防止
するために行う、個室化改修やゾーニング環境等の整
備に対し交付金を交付します。

市町村 169,454 健康福祉部 高齢者福祉課 施設整備班 043-223-2347

交付金 地域支援事業交付金
介護保険法に基づき、介護が必要な状態になることを
予防する事業等に要する費用の一部を交付します。

市町村 3,787,000 健康福祉部 高齢者福祉課
地域活動推進

班
043-223-2342

交付金
生活のしづらさなどに関する調査
（全国在宅障害児・者等実態調査）

国からの委託に基づき実施する生活のしづらさなどに
関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）におけ
る市町村実施分について（千葉市・船橋市・柏市を除
く。）、交付金を交付します。

政令・中核を除く
市町村

14,677 健康福祉部
障害者福祉推

進課
共生社会推進

室
043-223-2338

交付金
保健医療大学運営事業
（受託研究費等交付金）

保健医療大学において、受託研究等を実施するため、
学長に研究資金を交付します。

保健医療大学
学長

16,000 健康福祉部 医療整備課 医療指導班 043-223-3882

負担金 （一社）内外情勢調査会会費
内外情勢に関する情報収集、調査、分析等を行う内外
情勢調査会の会費を負担します。

（一社）内外情勢
調査会

212 環境生活部 環境政策課 総務班 043-223-4646
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負担金 エネルギー管理講習受講料
省エネ法で設置が義務付けられているエネルギー管理
企画推進者の資格を取得するための講習受講料を負担
します。

（一財）省エネル
ギーセンター

35 環境生活部
温暖化対策推

進課

エコオフィス・
次世代自動車

推進班
043-223-4564

負担金 グリーン購入ネットワーク負担金
グリーン購入の推進に向け、グリーン購入ネットワー
クの会費を負担します。

グリーン購入ネッ
トワーク事務局

20 環境生活部
温暖化対策推

進課

エコオフィス・
次世代自動車

推進班
043-223-4564

負担金 九都県市首脳会議環境問題対策委員会負担金
首都圏で広域に連携して環境問題に取り組むために組
織される「九都県市首脳会議環境問題対策委員会」の
幹事会経費を負担します。

九都県市首脳会
議環境問題対策

委員会
60 環境生活部 環境政策課 政策室 043-223-4649

負担金 古紙回収負担金
市原海岸地域を中心とした事業所から排出される紙く
ず類等の減量化・再資源化を目的とした「市原海岸企
業リサイクル会」が行う古紙回収経費を負担します。

市原海岸企業リ
サイクル会

10 環境生活部 環境政策課
環境研究セン
ター（総務課）

0436-21-6371

負担金 全国環境研協議会負担金
全国地方自治体の環境研究機関により組織される協議
会の経費を負担します。

全国環境研協議
会

35 環境生活部 環境政策課
環境研究セン
ター（総務課）

0436-21-6371

負担金 防火管理者資格取得講座受講料
防火管理者資格取得のための講座受講料を負担しま
す。

日本防火協会 8 環境生活部 環境政策課
環境研究セン
ター（総務課）

0436-21-6371

負担金 関東地方大気環境対策推進連絡会負担金
関東地方の大気環境政策に共同して取り組むために設
置された連絡会の運営費を負担します。

関東地方大気環
境対策推進連絡

会
30 環境生活部 大気保全課 大気監視班 043-223-3803

負担金
航空機騒音監視システム運用管理事業
（成田空港周辺航空機騒音集計処理システム維持
管理負担金）

成田空港周辺の航空機騒音を測定する固定測定局の測
定データを一括処理している成田空港周辺地域共生財
団の経費を負担します。

（公財）成田空港
周辺地域共生財

団
3,966 環境生活部 大気保全課 特殊公害班 043-223-3805

負担金
航空機騒音監視システム運用管理事業
（航空機騒音測定局電気料負担金）

成田空港及び羽田空港周辺の航空機騒音測定のために
県が設置した測定機器の電気料を負担します。

東日本高速道路
（株）東京湾アク
アライン管理事

務所　等

364 環境生活部 大気保全課 特殊公害班 043-223-3805

負担金
騒音・振動・悪臭対策事業
（日本騒音制御工学会負担金）

学会の会費及び騒音対策の研究発表会等への参加費用
を負担します。

（公社）日本騒音
制御工学会

27 環境生活部 大気保全課 特殊公害班 043-223-3805
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令和４年度
当初予算

負担金
自動車交通公害対策運営事業
（九都県市首脳会議環境問題対策委員会大気保
全専門部会負担金）

大気中の窒素酸化物及び浮遊粒子状物質等の削減に向
けて、九都県市で構成する環境問題対策委員会大気保
全専門部会の経費を負担します。

九都県市環境問
題対策委員会大
気保全専門部会

2,000 環境生活部 大気保全課
自動車環境対

策班
043-223-3810

負担金 大気環境学会負担金
大気環境の調査研究等を行っている団体の賛助会員と
して、活動経費の一部を負担します。

（公社）大気環境
学会

50 環境生活部 大気保全課 大気指導班 043-223-3802

負担金 講演会等参加費負担金
大気環境に係る測定・分析等講習会への参加費用を負
担します。

講演会等主催団
体

10 環境生活部 大気保全課 大気指導班 043-223-3824

負担金
環境放射能調査研究事業
（モニタリングポスト電気料金負担金）

大気環境中の空間放射線量率を測定するモニタリング
ポストのうち、市が管理する測定局に設置した機器の
電気料を負担します。

市川市
柏市

128 環境生活部 大気保全課 大気監視班 043-223-3857

負担金 東京湾岸自治体環境保全会議負担金
東京湾の水質浄化を目的に広域的な対策等を協議する
ため、東京湾岸に面する自治体で組織する会議の事業
費を負担します。

東京湾岸自治体
環境保全会議

30 環境生活部 水質保全課 水質監視班 043-223-3816

負担金 九十九里地域地盤沈下対策協議会負担金
九十九里地域の地盤沈下防止と被害未然防止を目的と
して、県と地元市町村で構成する協議会の事業費を負
担します。

九十九里地域地
盤沈下対策協議

会
60 環境生活部 水質保全課

地盤沈下対策
班

043-223-3822

負担金 手賀沼水環境保全協議会負担金
協議会の運営及び手賀沼の水質浄化を推進するために
実施する各種浄化対策の事業費を負担します。

手賀沼水環境保
全協議会

15,848 環境生活部 水質保全課
湖沼浄化対策

班
043-223-3821

負担金 印旛沼水質保全協議会負担金
協議会の運営及び印旛沼の水質浄化を推進するための
広報活動や啓発物資の作成、その他啓発事業に係る事
業費を負担します。

印旛沼水質保全
協議会

244 環境生活部 水質保全課
湖沼浄化対策

班
043-223-3821

負担金 地下水位及び地盤沈下観測局舎電気料金負担金
四街道市の所管する施設を経由して電力供給を受けて
いる観測局舎における使用電力分を負担します。

市町村 20 環境生活部 水質保全課
地盤沈下対策

班
043-223-3822

負担金 研修会等参加負担金 講習会への参加費用を負担します。
研修実施団体

等
50 環境生活部 水質保全課

水質指導・
規制班

043-223-3817
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令和４年度
当初予算

負担金 生物多様性センター光熱水費負担金
生物多様性センターについては、千葉県立中央博物館
内に設置されていることから、光熱水費の一部を負担
します。

県立中央博物館 250 環境生活部 自然保護課
自然環境企画

班
043-223-2107

負担金 釣ヶ崎園地電気使用料負担金
釣ヶ崎園地内に設置されている外灯等の電気使用料を
全額負担します。

一宮町 40 環境生活部 自然保護課 施設管理班 043-223-2056

負担金 市川市行徳野鳥観察舎光熱水費負担金
市川市行徳野鳥観察舎内において、行徳湿地及び野鳥
病院の管理運営のために必要な設備を使用することか
ら、光熱水費の一部を負担します。

市川市 155 環境生活部 自然保護課 施設管理班 043-223-2056

負担金 （公財）日本自然保護協会負担金
自然を調査研究して、その保護の大切さを明らかに
し、広く自然保護に努めている協会の運営費を負担し
ます。

（公財）日本自然
保護協会

120 環境生活部 自然保護課 施設管理班 043-223-2056

負担金 首都圏自然歩道連絡協議会負担金
首都圏自然歩道について、利用促進のための普及啓発
活動を行っている協議会の運営費を負担します。

首都圏自然歩道
連絡協議会

70 環境生活部 自然保護課 施設管理班 043-223-2059

負担金 （公財）山階鳥類研究所賛助金
（公財）山階鳥類研究所が実施する研究事業に協力す
るため、賛助会員としての会費を負担します。

（公財）山階鳥類
研究所

200 環境生活部 自然保護課 狩猟・保護班 043-223-2972

負担金 （公財）日本鳥類保護連盟普及啓発負担金
（公財）日本鳥類保護連盟等が主催する「ヒナを拾わ
ないでキャンペーン」に協賛するため、活動経費を負
担します。

（公財）日本鳥類
保護連盟

35 環境生活部 自然保護課 狩猟・保護班 043-223-2972

負担金 エコメッセちば負担金
エコメッセちばを開催することを目的に設置する「エ
コメッセちば実行委員会」を円滑に運営するための経
費を負担します。

エコメッセちば実
行委員会

380 環境生活部
循環型社会推

進課
環境保全活動

推進班
043-223-2760

負担金 九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会負担金
首都圏で広域的に連携して廃棄物問題に取り組むため
に組織される「九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員
会」の経費を負担します。

九都県市首脳会
議廃棄物問題検

討委員会
2,500 環境生活部

循環型社会推
進課

環境保全活動
推進班

043-223-2760

負担金 九都県市環境問題対策委員会負担金
首都圏で広域的に連携して環境問題（地球温暖化対
策）に対応するために組織されている「地球温暖化対
策特別部会」の経費を負担します。

九都県市
首脳会議環境

問題対策委員会
1,640 環境生活部

温暖化対策推
進課

エコオフィス・
次世代自動車

推進班
043-223-4564
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当初予算

負担金 全国環境衛生・廃棄物関係課長会負担金

全国の都道府県・指定都市等で環境衛生・廃棄物に係
る課題の検討及び情報交換を図るために組織される
「全国環境衛生・廃棄物関係課長会」の経費を負担し
ます。

全国環境衛生・
廃棄物関係課長

会議
7 環境生活部

循環型社会推
進課

資源循環企画
室

043-223-2649

負担金 研修会等参加費負担金
廃棄物の適正処理や循環型社会づくりについての研修
会への参加費用を負担します。

研修会等主催者 10 環境生活部
循環型社会推

進課
資源循環企画

室
043-223-2649

負担金 研修会等参加費負担金
温暖化対策関係の各種研修会への参加費用を負担しま
す。

研修会等主催者 10 環境生活部
温暖化対策推

進課
企画調整班 043-223-4565

負担金 安全運転管理者等講習
道路交通法の定めにより受講を義務付けられている安
全運転管理者講習会の費用を負担します。

千葉中央地区安
全運転管理者協

議会
21 環境生活部 廃棄物指導課 指導企画班 043-223-2657

負担金
関東甲信越地区産業廃棄物対策連絡協議会負担
金

関東甲信越地区の事務担当者が集まり、産業廃棄物処
理における問題点等を検討する協議会の経費を負担し
ます。

関東甲信越地区
産業廃棄物対策

連絡協議会
15 環境生活部 廃棄物指導課 指導企画班 043-223-2757

負担金 各種専門的講習会への参加負担金
悪臭、騒音・振動対策に係る講習会等への参加費用を
負担します。

（公社）におい・
かおり環境協会

等
183 環境生活部 廃棄物指導課

産業廃棄物指
導室

043-223-2697

負担金 再生土埋立等適正化事業
無人航空機の操縦及び安全運航管理者養成に関する講
習会の受講料を負担します。

民間無人航空機
講習実施団体

99 環境生活部 廃棄物指導課
残土・再生土

対策班
043-223-2641

負担金
性犯罪・性暴力被害者支援事業
（RIFCAR(リフカー)研修受講料）

担当職員が性犯罪・性暴力被害者支援の専門的な知識
を習得するため、研修会の受講費用を負担します。

NPO法人千葉性
暴力被害支援セ

ンターちさと
8 環境生活部

くらし安全推進
課

防犯対策推進
室

043-223-2333

負担金
消費者センター運営事業
（防火管理者講習会負担金）

消費者センターの庁舎管理のため、消防法に基づく防
火管理者講習会の受講費用を負担します。

（一財）日本防
火・防災協会

8 環境生活部
くらし安全推進

課
消費者セン

ター
047-431-3811

負担金
消費者センター運営事業
（消費生活相談員等研修受講料）

消費生活相談員等の資質向上のため、研修会の受講費
用を負担します。

（独）国民生活セ
ンター

106 環境生活部
くらし安全推進

課
消費者セン

ター
047-431-3811
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負担金
消費者センター運営事業
（商品テスト用研修受講料）

商品テストを実施する技術職員等の資質向上のため、
研修会の受講費用を負担します。

研修実施団体
等

29 環境生活部
くらし安全推進

課
消費者セン
ター

047-431-3811

負担金
消費者センター運営事業
（消費者フォーラム）

消費者市民社会構築のため、また、消費者の安全・安
心を、地域社会全体で将来にわたって確保するための
フォーラムへの消費生活相談員の参加費用を負担しま
す。

（独）国民生活セ
ンター

2 環境生活部
くらし安全推進

課
消費者セン
ター

047-431-3811

負担金
金融広報事業
（千葉県金融広報委員会負担金）

千葉県が会員となっている千葉県金融広報委員会の運
営経費を負担します。

千葉県金融広報
委員会

214 環境生活部
くらし安全推進

課
消費者安全推

進室
043-223-2794

負担金
千葉県青少年補導センター連絡協議会負担金
（青少年補導センター事業）

県内17市の青少年補導センター関係者が、青少年の健
全育成及び非行防止について総合的に研究討議するた
めの協議会の活動経費等を負担します。

千葉県青少年補
導センター連絡
協議会

51 環境生活部 県民生活課
子ども・若者
育成支援室

043-223-2288

負担金 県民活動研修費等負担金
市民活動を推進するための研修会・フォーラムへの参
加費用を負担します。

研修会等主催者 80 環境生活部 県民生活課
県民活動推進

班
043-223-4147

負担金 障害者スポーツ交流大会負担金

パラスポーツの競技体験を中心としたイベントを実施
し、パラスポーツを広く県民に周知することにより、
障害のある人の理解促進と、パラスポーツの普及を図
るための経費を負担します。

パラスポーツフェ
スタ実行委員会

4,500 環境生活部
生涯スポーツ
振興課

生涯スポーツ
室

043-223-3483

負担金 ＪＯＣオリンピック教室開催事業
オリンピック教育の推進を図るために実施するＪＯＣ
オリンピック教室の経費の一部を負担します。

（公財）日本オリ
ンピック委員会

2,140 環境生活部
生涯スポーツ
振興課

企画調整班 043-223-2449

負担金 競技団体と連携した普及事業
東京2020大会県内開催競技の普及及びオリンピック・
パラリンピック教育推進のため、国内の競技団体が実
施する事業の経費の一部を負担します。

国内競技連盟 1,700 環境生活部
生涯スポーツ
振興課

企画調整班 043-223-2449

負担金 ちばアクアラインマラソン開催事業
ちばアクアラインマラソン2022開催に伴う大会運営員
の旅費を負担します。

企業局・病院局 300 環境生活部
生涯スポーツ
振興課

ちばアクアライ
ンマラソン準
備室

043-223-4103

負担金
国民体育大会派遣事業
（役員参加負担金・役員傷害補償制度負担金）

千葉県本部役員の大会参加料及び傷害補償金を負担し
ます。

（公財）千葉県ス
ポーツ協会

220 環境生活部
競技スポーツ
振興課

競技スポーツ
班

043-223-4104
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令和４年度
当初予算

負担金
国民体育大会関東ブロック大会派遣事業
（役員参加負担金・役員傷害補償制度負担金）

千葉県本部役員の大会参加料及び傷害補償金を負担し
ます。

（公財）千葉県ス
ポーツ協会

2,036 環境生活部
競技スポーツ
振興課

競技スポーツ
班

043-223-4104

負担金 国民体育大会千葉県大会共催負担金
協会が開催する国民体育大会千葉県大会（千葉県予
選）の開催経費の一部を負担します。

（公財）千葉県ス
ポーツ協会

2,145 環境生活部
競技スポーツ
振興課

競技スポーツ
班

043-223-4104

負担金 県民体育大会共催負担金
協会が開催する千葉県民体育大会の開催経費の一部を
負担します。

（公財）千葉県ス
ポーツ協会

6,300 環境生活部
競技スポーツ
振興課

競技スポーツ
班

043-223-4104

負担金 千葉･県民芸術祭文化団体行事
県域で活動する芸術文化団体と県が共同開催する事業
について、経費の一部を負担します。

芸術文化団体 2,000 環境生活部 文化振興課 文化振興班 043-223-2408

負担金 県民芸術劇場公演事業
本県の芸術文化の普及振興を図るため、市町村等地元
主催者と共催し、プロオーケストラによる巡回公演を
開催するための経費の一部を負担します。

市町村等 19,482 環境生活部 文化振興課 文化振興班 043-223-2406

負担金
学校音楽鑑賞教室共催負担金
（学校における芸術鑑賞事業）

児童・生徒を対象として、学校等での演奏を鑑賞する
機会を提供するため、プロオーケストラによる巡回公
演を開催する経費の一部を負担します。

学校音楽鑑賞教
室実行委員会

16,604 環境生活部 文化振興課 文化振興班 043-223-2406

負担金 （一財）地域創造分担金
関係地方公共団体が芸術文化環境づくりのため創設し
た（一財）地域創造に対し、事業費を分担します。

（一財）地域創造 20,607 環境生活部 文化振興課 文化振興班 043-223-2406

負担金
特別管理産業廃棄物管理責任者資格取得講座参
加負担金（運営費）

特別管理産業廃棄物の管理責任者資格を取得するため
の講座受講料を負担します。

（公財）日本産業
廃棄物処理振興
センター

15 環境生活部 文化振興課 文化振興班 043-223-2406

負担金 千葉県博物館協会加入負担金 千葉県博物館協会の会費を負担します。
千葉県博物館協
会事務局

55 環境生活部 文化振興課 学芸振興室 043-223-4127

負担金 日本博物館協会等負担金
（公財）日本博物館協会等各団体の会費を負担しま
す。

（公財）日本博物
館協会事務局等

500 環境生活部 文化振興課 学芸振興室 043-223-4127
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令和４年度
当初予算

負担金 高所作業車運転特別教習等受講料
業務遂行上必要な資格等を取得するために必要な講習
の受講料を負担します。

講習実施機関 130 環境生活部 文化振興課 中央博物館 043-265-3111

負担金 取水ポンプ室電気料負担金
勝浦海中公園内に設置している同館海水取水ポンプ室
の電気料金を負担します。

（一社）千葉県
勝浦海中公園
センター

90 環境生活部 文化振興課
中央博物館分
館海の博物館

0470-76-1133

補助金 千葉市公害防止事業補助金
千葉市が行う公害健康被害救済補償事業に要する経費
のうち、事務費の一部を補助します。

千葉市 3,327 環境生活部 環境政策課 政策室 043-223-4705

補助金 地下水汚染防止対策事業補助金
市町村が実施する地下水汚染防止対策事業（汚染機構
解明調査・汚染防止対策）に対して補助します。

市町村 10,992 環境生活部 水質保全課
地質汚染対策

班
043-223-3812

補助金 生活排水対策浄化槽推進事業
生活排水による河川・湖沼・海域の水質汚濁の防止及
び富栄養化対策のため、市町村が実施する浄化槽の設
置促進事業に対し補助します。

市町村 230,000 環境生活部 水質保全課 浄化槽班 043-223-3813

補助金 外来水生植物防除事業補助金
外来水生植物の駆除活動に要する経費を市民団体に対
して補助します。

市民団体 10,000 環境生活部 水質保全課
湖沼浄化対策

班
043-223-3821

補助金
野生鳥獣総合対策事業
（野生獣管理事業補助金）

野生獣による農作物等への被害を防止するため、市町
村が実施する捕獲事業（猿、鹿、イノシシ、キョン、
ハクビシン、アライグマ）に対して補助します。

市町村 232,730 環境生活部 自然保護課 鳥獣対策班 043-223-2058

補助金
野生鳥獣総合対策事業
（狩猟免許取得促進事業補助金）

狩猟免許（わな猟免許）を取得する際の経費を市町村
と協調して補助します。

市町村 1,267 環境生活部 自然保護課 狩猟・保護班 043-223-2972

補助金
狩猟免許及び適正指導取締事業
（千葉県猟友会補助事業）

（一社）千葉県猟友会が行う、狩猟鳥獣の増殖事業、
狩猟の適正化・安全対策事業及び狩猟者登録事務等に
対して補助します。

（一社）千葉県猟
友会

2,080 環境生活部 自然保護課 狩猟・保護班 043-223-2972

補助金 有害鳥獣捕獲個体処理施設整備支援事業
市町村等による減容化処理施設等の整備及び一時保管
設備の購入に係る経費の一部を補助します。

市町村、市町村
協議会

38,000 環境生活部 自然保護課 鳥獣対策班 043-223-2936
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補助金 ちば環境再生推進委員会運営費等補助金
自然環境保全・再生のための助成事業及び啓発・募金
活動を実施している「（一財）千葉県環境財団」に対
して経費の一部を補助します。

（一財）千葉県環
境財団

12,358 環境生活部
循環型社会推

進課
環境保全活動
推進班

043-223-2760

補助金 海岸漂着物対策推進事業
海岸漂着物対策を重点的に推進する区域において、市
町村が実施する漂着物の回収及び処理事業に係る経費
の一部を補助します。

市町村 17,184 環境生活部
循環型社会推

進課
環境保全活動
推進班

043-223-4144

補助金 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金

市町村が実施する家庭用燃料電池システム、定置用リ
チウムイオン蓄電システム等の設置費等補助事業にお
ける経費の一部を補助します。また、新たに電気自動
車及びV2H充放電設備の設置費用についても一部を補助
します。

市町村 338,000 環境生活部
温暖化対策推

進課
企画調整班 043-223-4645

補助金
産業廃棄物不法投棄監視員制度等市町村補助事
業（不法投棄監視員事業）

市町村が実施する「廃棄物不法投棄監視員制度」に基
づく監視員の委嘱費に対して補助します。

市町村 13,940 環境生活部 廃棄物指導課 監視指導室 043-223-2684

補助金
産業廃棄物不法投棄監視員制度等市町村補助事
業（不法投棄防止対策事業）

市町村が実施する、監視カメラの設置など不法投棄の
防止に積極的に寄与する自主的な取り組みに対して補
助します。

市町村 4,405 環境生活部 廃棄物指導課 監視指導室 043-223-2684

補助金
産業廃棄物不法投棄監視員制度等市町村補助事
業（不法投棄監視活動団体支援事業）

市町村が実施する、住民により組織された団体の不法
投棄防止のための監視活動費等に対する補助事業費用
に対して補助します。

市町村 238 環境生活部 廃棄物指導課 監視指導室 043-223-2684

補助金 地域の防犯力アップ補助事業

犯罪のない、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進
めていくため、防犯パトロール用資機材やドライブレ
コーダーの整備といった、市町村が行う自主防犯団体
への支援に対して補助します。

市町村 4,500 環境生活部
くらし安全推進

課
防犯対策推進

室
043-223-2333

補助金
電話de詐欺被害防止広報・啓発事業
（市町村電話de詐欺対策機器補助事業）

「電話de詐欺」対策機器の普及を促進するため、市町
村が行う電話de詐欺対策機器の購入補助・貸与事業に
対して補助します。

市町村 5,000 環境生活部
くらし安全推進

課
防犯対策推進

室
043-223-2333

補助金 市町村防犯カメラ等設置事業補助
街頭犯罪の防犯対策として、公道等を撮影することを
目的に市町村が実施する防犯カメラ等の設置事業に対
して補助します。

市町村 56,000 環境生活部
くらし安全推進

課
防犯対策推進

室
043-223-2333
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補助金
防犯ボックスを核とした地域防犯力・コミュニティ力
向上事業（補助分）

市町村が主体となり地域の実情に合わせて実施する、
防犯ボックスの運営費に対して補助します。

市町村 65,200 環境生活部
くらし安全推進

課
防犯対策推進

室
043-223-2333

補助金 性犯罪・性暴力被害者支援事業

被害者支援団体や警察・医療機関等との連携による性
犯罪・性暴力被害者の方が安心して相談できるきめ細
かな支援を提供するため、被害者支援団体の運営経費
に対して補助します。

被害者支援団体 26,414 環境生活部
くらし安全推進

課
防犯対策推進

室
043-223-2333

補助金
消費者行政強化交付金事業
（市町村相談体制強化等支援事業）

国の交付金を活用し、市町村が取り組む消費生活相談
体制の充実・強化等の事業に対して補助します。

市町村 47,881 環境生活部
くらし安全推進

課
消費者安全推

進室
043-223-2296

補助金
消費者行政強化交付金事業
（消費者団体育成事業）

適格消費者団体や特定適格消費者団体としての認証を
受けるため、相当期間の消費者の利益を守るための活
動の実績を積むなど要件を整えるために実施する活動
経費及び事務局経費に対し補助します。

適格消費者団体
や特定適格消費
者団体の認証を
受けようとする団

体

1,500 環境生活部
くらし安全推進

課
消費者安全推

進室
043-223-2296

補助金
消費者行政強化交付金事業
（消費者団体ネットワーク強化・活性化事業）

県民一人ひとりが責任ある自立した消費者となり、地
域における消費者問題解決力を向上させるため、市町
村が地域住民や団体、近隣市町村等と連携して実施す
る取組に対し補助します。

市町村 5,000 環境生活部
くらし安全推進

課
消費者安全推

進室
043-223-2296

補助金
千葉県青少年相談員活動費補助金
（青少年相談員設置事業）

青少年の健全育成活動を行う青少年相談員の活動費を
補助します。

市町村 20,295 環境生活部 県民生活課
子ども・若者
育成支援室

043-223-2291

補助金
千葉県青少年相談員地区連絡協議会活動費補助
金（青少年相談員設置事業）

青少年の健全育成活動を行う青少年相談員の地区ごと
の連携と活動の促進を図るため、地区連絡協議会（11
地区）の活動経費を補助します。

千葉県青少年相
談員地区連絡協

議会
308 環境生活部 県民生活課

子ども・若者
育成支援室

043-223-2291

補助金
千葉県青少年補導員連絡協議会活動費補助金
（青少年補導センター事業）

県内17市の青少年補導センターに所属する青少年補導
（委）員からなる連絡協議会の活動費を補助します。

千葉県青少年補
導員連絡協議会

540 環境生活部 県民生活課
子ども・若者
育成支援室

043-223-2288

補助金
青少年補導センター補助金
（青少年補導センター事業）

青少年の健全育成及び非行防止活動を行う16市（千葉
市を除く。）が設置する青少年補導センターの運営費
を補助します。

市 4,000 環境生活部 県民生活課
子ども・若者
育成支援室

043-223-2288
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補助金 国際スポーツ交流事業補助金
千葉県卓球連盟が行う桃園市とのスポーツ交流を推進
するための事業に要する経費の一部を補助します。

千葉県卓球連盟 1,986 環境生活部
生涯スポーツ
振興課

企画調整班 043-223-2215

補助金
千葉県身体障害者福祉協会運営費補助事業
（うち、一部）

県内の各地区で開催される障害者スポーツ大会の経費
や、体験会等への講師の派遣費用を補助します。

（福）千葉県身体
障害者福祉協会

3,600 環境生活部
生涯スポーツ
振興課

生涯スポーツ
室

043-223-4105

補助金 障害者スポーツ振興事業

県内へのコーディネーター派遣や障害者スポーツ指導
者養成講座の開催、障害者スポーツ競技団体への支援
等により障害のある人がスポーツに親しめる環境づく
りを促進します。

（一社）千葉県障
がい者スポーツ

協会
27,200 環境生活部

生涯スポーツ
振興課

生涯スポーツ
室

043-223-3483

補助金 国際障害者スポーツ競技大会支援事業
パラスポーツの振興を図るため、世界選手権などの国
際競技大会の開催費用の経費の一部を補助します。

市町村等 10,000 環境生活部
生涯スポーツ
振興課

生涯スポーツ
室

043-223-4105

補助金
第36回全国ろうあ高齢者ゲートボール競技大会等
開催費補助金

毎年、各都道府県で開催されている当該大会等が本県
で実施されるため、開催に係る費用の一部を補助しま
す。

（福）千葉県聴覚
障害者協会

300 環境生活部
生涯スポーツ
振興課

生涯スポーツ
室

043-223-4105

補助金 千葉県スポーツ推進委員連合会事業補助金
指導体制を充実し、県民へのスポーツ活動の普及振興
を図るため、連合会の事業費及び運営費の一部を補助
します。

千葉県スポーツ
推進委員連合会

2,382 環境生活部
生涯スポーツ
振興課

生涯スポーツ
室

043-223-4105

補助金
国民体育大会派遣事業
（本大会）

国民体育大会へ派遣する千葉県選手団のユニフォーム
に係る経費の一部を補助します。

国体出場選手・
監督

2,016 環境生活部
競技スポーツ
振興課

競技スポーツ
班

043-223-4104

補助金 千葉県スポーツ協会事業補助金
千葉県の体育・スポーツの振興を図るため、協会の事
業費及び運営費の一部を補助します。

（公財）千葉県ス
ポーツ協会

7,383 環境生活部
競技スポーツ
振興課

競技スポーツ
班

043-223-4104

補助金 障害者芸術文化活動支援事業

障害のある人の自立と社会参加の促進を図るため、障
害のある人や障害福祉サービス事業所等の芸術文化活
動（美術及び舞台芸術）を支援する「障害者芸術文化
活動支援センター」を設置します。

NPO法人・社会
福祉法人等

7,000 環境生活部 文化振興課 企画調整班 043-223-2408
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令和４年度
当初予算

補助金 若者の文化芸術活動育成支援事業
将来を担う若者による文化芸術活動の推進を図ること
を目的に、若者が主体となって参加して実施する文化
芸術活動事業の経費の一部を補助します。

文化団体等 1,200 環境生活部 文化振興課 文化振興班 043-223-2406

補助金 千葉県少年少女オーケストラ育成事業

千葉県少年少女オーケストラを育成するため、同オー
ケストラの事務局を設置している（公財）千葉県文化
振興財団に対し、育成事業に係る人件費及び経費を補
助します。

（公財）千葉県文
化振興財団

36,734 環境生活部 文化振興課 文化振興班 043-223-2406

補助金 （公財）千葉交響楽団運営費補助

県民芸術劇場公演、学校における芸術鑑賞事業などを
実施し、県民に親しまれる身近なオーケストラとして
定着し、本県の文化振興に大きな役割を果たしている
ことから、人件費の一部を補助します。

（公財）千葉交響
楽団

23,182 環境生活部 文化振興課 文化振興班 043-223-2406

交付金 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業
国の交付金を活用し、市町村の有害捕獲に従事してい
る者が活動する経費の一部を交付します。

市町村、
市町村協議会

240,000 環境生活部 自然保護課 鳥獣対策班 043-223-2936

交付金 市町村併任職員等立入検査業務交付金交付事業

県と産業廃棄物処分場等への立入権限に関する協定を
結び、市町村併任職員及び嘱託職員が実際に立入検査
を行った場合に要した経費を当該市町村へ交付しま
す。

市町村 3,275 環境生活部 廃棄物指導課 監視指導室 043-223-2684

交付金 ちばアクアラインマラソン開催事業
ちばアクアラインマラソン2022の開催に係る経費につ
いて交付金を交付します。

ちばアクアライン
マラソン実行委

員会
129,900 環境生活部

生涯スポーツ
振興課

ちばアクアライ
ンマラソン準
備室

043-223-4103

交付金 千葉県競技力向上推進本部事業
「千葉県競技力向上推進総合計画」に基づく国民体育
大会に参加する選手強化や指導者養成事業などの実施
に係る経費について、交付金を交付します。

千葉県競技力向
上推進本部

235,450 環境生活部
競技スポーツ
振興課

競技スポーツ
班

043-223-4104

交付金 「県民の日」事業

県民が千葉の魅力を再発見し、郷土愛を育み、千葉ア
イデンティティーを醸成する機会とするため、「県民
の日」（6月15日）を記念する行事の経費を交付しま
す。

県民の日地域
実行委員会

11,000 環境生活部 文化振興課 文化振興班 043-223-2406

負担金
運営費
（内外情勢調査会負担金）

内外情勢に関する情報の収集、調査、分析を行う（一
社）内外情勢調査会の年会費を負担します。

（一社）内外情勢
調査会

212 商工労働部 経済政策課 総務班 043-223-2706
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当初予算

負担金 長期海外派遣研修事業

職員の資質の向上を図り、県行政の高度かつ効率的な
運営に資することを目的に（独）日本貿易振興機構
（ジェトロ）の海外事務所へ派遣している職員に係る
海外研修費等を負担します。

（独）日本貿易振
興機構　外

1,320 商工労働部 経済政策課 総務班 043-223-2706

負担金 （一社）千葉県経済協議会負担金

千葉県経済が抱える課題の解決などに向けて、必要な
調査研究及び提言を行い、千葉県経済の発展を図るこ
とを目的とした（一社）千葉県経済協議会の会費を負
担します。

（一社）千葉県経
済協議会

1,890 商工労働部 経済政策課 政策室 043-223-2763

負担金
日本貿易振興機構千葉貿易情報センター支援事
業

県内企業の海外展開を支援するため、（独）日本貿易
振興機構（ジェトロ）が実施する貿易投資相談や情報
提供等の経費の一部を負担します。

（独）日本貿易振
興機構

19,425 商工労働部 経済政策課 政策室 043-223-2734

負担金
海外展開支援事業
（FOODEX JAPAN出展料負担金）

県内食品産業の販路拡大を図るため、世界最大級の食
品国際展示商談会である「FOODEX　JAPAN」への出展料
を負担します。

FOODEX JAPAN
事務局

4,036 商工労働部 経済政策課 政策室 043-223-2734

負担金 都道府県砂利採取法連絡協議会負担金
砂利採取業務主任者試験問題作成等の費用（受験申込
者数割等による費用）を負担します。

都道府県砂利採
取法連絡協議会

454 商工労働部 産業振興課 資源対策室 043-223-2735

負担金 都道府県採石法連絡協議会負担金
採石業務管理者試験問題作成等の費用（受験申込者数
割等による費用）を負担します。

都道府県採石法
連絡協議会

50 商工労働部 産業振興課 資源対策室 043-223-2735

負担金
土石砂利対策事業
（ドローン技能講習負担金）

採取場の立入検査等に用いるドローンの操作技術・知
識を習得するための研修受講料を負担します。

研修主催団体等 132 商工労働部 産業振興課 資源対策室 043-223-2735

負担金 中小企業等技術力高度化支援研修事業

中小企業等への技術支援に携わる職員が、中小企業大
学校等で技術・製品開発に関する支援手法、産学官連
携事業の推進、地域資源の活用等に関する知識を習得
するための研修受講料を負担します。

中小企業大学校
他

248 商工労働部 産業振興課 産業技術班 043-223-2718

負担金
産業支援技術研究所運営費
（ISO/IECセミナー等負担金）

国際規格に関する研修等に要する経費を負担します。 研修主催団体等 77 商工労働部 産業振興課 産業技術班 043-223-2718

負担金
産業振興課運営費
（産業振興関係研修負担金）

新エネルギーに関する研修等に要する経費を負担しま
す。

研修主催団体等 20 商工労働部 産業振興課 産業企画室 043-223-2715
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負担金 都道府県計量行政協議会負担金
47都道府県の計量行政機関で構成する協議会で、国と
の連絡調整、技術研修及び意見交換等を行うための費
用を負担します。

都道府県計量行
政協議会

16 商工労働部 産業振興課 産業企画室 043-223-2715

負担金 関東甲信越地区計量行政協議会負担金

関東甲信越地区（1都9県）の計量行政機関で構成する
協議会で、都道府県計量行政協議会との連絡調整、技
術研修及び意見交換等を行うための費用を負担しま
す。

関東甲信越地区
計量行政協議会

15 商工労働部 産業振興課 産業企画室 043-223-2715

負担金 千葉県計量行政機関協議会負担金

千葉県及び計量法で定める特定市（千葉市、松戸市、
船橋市、市川市、柏市）の計量行政機関で構成する協
議会で、千葉県における計量行政の連絡調整等を行う
ための費用を負担します。

千葉県計量行政
機関協議会

18 商工労働部 産業振興課 産業企画室 043-223-2715

負担金 特別管理産業廃棄物管理責任者講習受講料
微量PCB混入機器及び受電設備の保管、管理にあたり、
特別管理産業廃棄物の管理に関する有資格者の確保の
ための講習受講費用を負担します。

（公財）日本産業
廃棄物処理振興

センター
15 商工労働部 産業振興課 産業企画室 043-223-2715

負担金 計量士国家試験受験手数料
計量業務に精通する人材の確保・養成のため、計量士
国家試験に係る受験料を負担します。

国（経済産業省） 26 商工労働部 産業振興課 産業企画室 043-223-2715

負担金 玉掛け技能講習受講料
計量法に基づく定期検査で、大型分銅の移動等に必要
なクレーンの玉掛け操作を行う有資格者の確保のため
の講習受講費用を負担します。

（一社）日本ク
レーン協会

44 商工労働部 産業振興課 産業企画室 043-223-2715

負担金 クレーン運転のための特別教習受講料
計量法に基づく定期検査で、大型分銅の移動等に必要
なクレーン運転の有資格者の確保のための講習受講費
用を負担します。

（一社）日本ク
レーン協会

29 商工労働部 産業振興課 産業企画室 043-223-2715

負担金 一般管理費(研修会等参加費)
企業誘致に関する研修を職員が受講する際の経費等を
負担します。

その他 120 商工労働部 企業立地課
産業用地整備

支援室
043-223-2437

負担金 企業誘致推進役負担金
企業誘致を強化するため、職員とともに誘致活動を行
う民間企業の職員を配置し、その経費の一部を負担し
ます。

民間企業 7,000 商工労働部 企業立地課
企画・誘致推

進班
043-223-2444

負担金 （一財）日本立地センター負担金
（一財）日本立地センターの情報提供・支援事業を活
用し、企業誘致を推進するため、年会費を負担しま
す。

（一財）日本立地
センター

315 商工労働部 企業立地課
企画・誘致推

進班
043-223-2444

81 / 166 ページ



令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 大阪商工会議所負担金
大阪商工会議所に加入し、関西地区の企業に関する情
報収集を行い、企業誘致を推進するため、会費を負担
します。

大阪商工会議所 75 商工労働部 企業立地課
企画・誘致推

進班
043-223-2444

負担金 大阪産業人クラブ負担金
大阪産業人クラブに加入し、経済・産業界との情報交
換を行い、企業誘致を推進するため、会費を負担しま
す。

大阪産業人クラ
ブ

36 商工労働部 企業立地課
企画・誘致推

進班
043-223-2444

負担金 かずさアカデミアパーク道路照明電気料負担金
かずさアカデミアパーク内の公的施設用地の道路照明
の電気料を負担します。

君津土木事務所 60 商工労働部 企業立地課
かずさアカデミ
アパーク推進

班
043-223-2443

負担金
かずさアカデミアパーク研究所等立地推進協議会
負担金

かずさアカデミアパークへの企業の立地を促進するた
め設置された同協議会の経費の一部を負担します。

かずさアカデミア
パーク研究所等
立地推進協議会

2,295 商工労働部 企業立地課
かずさアカデミ
アパーク推進

班
043-223-2443

負担金 かずさアカデミアパーク街づくり協議会負担金
かずさアカデミアパークにふさわしい街づくりを推進
するため設置された同協議会の経費の一部を負担しま
す。

かずさアカデミア
パーク街づくり協

議会
2,600 商工労働部 企業立地課

かずさアカデミ
アパーク推進

班
043-223-2443

負担金
かずさアカデミアパーク交通アクセス向上協議会負
担金

かずさアカデミアパークへの交通アクセス改善を図る
ため設置された同協議会の経費の一部を負担します。

かずさアカデミア
パーク交通アク
セス向上協議会

1,000 商工労働部 企業立地課
かずさアカデミ
アパーク推進

班
043-223-2443

負担金 かずさアカデミアホール電話交換機使用負担金
県立かずさアカデミアホールと（株）かずさアカデミ
アパークで共同使用している電話交換機について、経
費の一部を負担します。

（株）かずさアカ
デミアパーク

339 商工労働部 企業立地課
かずさアカデミ
アパーク推進

班
043-223-2443

負担金 千葉県企業誘致推進連絡協議会活動部会負担金
千葉県への企業誘致を推進するため設置された同協議
会の経費の一部を負担します。

千葉県企業誘致
推進連絡協議会

400 商工労働部 企業立地課
企画・誘致推

進班
043-223-2444

負担金
伝統的工芸品産業振興事業
（伝統的工芸品月間事業都道府県負担金）

経済産業省等の支援を受けて、（一財）伝統的工芸品
産業振興協会が行う、全国規模の製作体験展示等の実
施の経費について負担します。

（一財）伝統的工
芸品産業振興協

会
430 商工労働部 観光企画課

観光事業・団
体支援班

043-223-2416

負担金
伝統的工芸品産業振興事業
（関東ブロック伝統的工芸品展開催負担金）

経済産業省等の支援を受けて、（一社）関東ブロック
伝産・文化協議会が行う、関東甲信越静地方規模の伝
統的工芸品展開催の経費について負担します。

関東ブロック伝
産事業実行委員

会
300 商工労働部 観光企画課

観光事業・団
体支援班

043-223-2416
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 千葉県優良県産品推奨協議会負担金
「千葉県優良県産品推奨協議会」が行う、食品・工芸
品・民芸品などの優良県産品推奨や県内外に向けた普
及宣伝活動等について経費を負担します。

千葉県優良県産
品推奨協議会

1,000 商工労働部 観光企画課 観光企画室 043-223-2415

負担金
（公社）日本観光振興協会拠出金
（全国広域観光振興事業拠出金）

全国の都道府県等と密接に連携し、ツーリズムEXPO
ジャパンなどの全国広域観光振興事業を実施している
（公社）日本観光振興協会に対して事業費の一部を負
担します。

（公社）日本観光
振興協会

1,000 商工労働部 観光企画課 観光企画室 043-223-2415

負担金 （公社）日本観光振興協会会費

ツーリズムEXPOジャパンなどの全国広域観光振興事業
を実施している（公社）日本観光振興協会に、本県は
昭和39年の設立以来会員となっており、その会費を負
担します。

（公社）日本観光
振興協会

1,094 商工労働部 観光企画課 観光企画室 043-223-2415

負担金 関東観光広域連携事業推進協議会負担金
外国人旅行者の受入環境整備の推進等を目的に設置さ
れた協議会に対して、事業費の一部を負担します。

（一社）関東観光
広域連携事業推

進協議会
600 商工労働部 観光企画課 観光企画室 043-223-2415

負担金 観光関係研修負担金
職員が研修等に参加する際に要する経費を負担しま
す。

研修主催団体等 30 商工労働部 観光企画課 観光企画室 043-223-2417

負担金 （独）国際観光振興機構負担金
国際観光振興を図るため、外国人観光客の誘致、国際
観光に関する調査研究などを実施している（独）国際
観光振興機構に対して事業費の一部を負担します。

（独）国際観光振
興機構

1,790 商工労働部
観光誘致促進

課
海外プロモー

ション班
043-223-2418

負担金
訪日観光連携事業
（成田空港周辺地域国際観光推進協議会負担金）

国際観光展でのPR展開などを活用した成田空港周辺地
域の観光地としての認知度向上を目指し、各種事業を
実施する協議会に対して事業費の一部を負担します。

成田空港周辺地
域国際観光推進

協議会
1,240 商工労働部

観光誘致促進
課

海外プロモー
ション班

043-223-2418

負担金
観光ちば全国発信事業
（ちばプロモーション協議会負担金）

本県の経済活性化を図るため、オール千葉による観光
プロモーション活動を展開する「ちばプロモーション
協議会」へ事業費の一部を負担します。

ちばプロモーショ
ン協議会

29,000 商工労働部
観光誘致促進

課
国内プロモー

ション班
043-223-2412

負担金
訪日観光連携事業
（羽田空港観光情報センター運営管理負担金）

本県を含む周辺6県市の観光PRをするため、羽田空港国
際線ターミナルに設置した観光情報センター運営費の
一部を負担します。

羽田空港６県市
観光情報セン

ター運営協議会
600 商工労働部

観光誘致促進
課

海外プロモー
ション班

043-223-2418

負担金 千葉県国際観光推進協議会負担金
外国人観光客の誘致促進と受入体制整備のために設置
された協議会運営費の一部を負担します。

千葉県国際観光
推進協議会

1,800 商工労働部
観光誘致促進

課
海外プロモー

ション班
043-223-2418
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金
訪日教育旅行誘致事業
（千葉県訪日教育旅行促進協議会負担金）

海外からの教育旅行の受入促進事業を実施する千葉県
訪日教育旅行促進協議会の経費を負担します。

千葉県訪日教育
旅行促進協議会

2,400 商工労働部
観光誘致促進

課
海外プロモー
ション班

043-223-2418

負担金
観光誘致促進課運営費
（日本旅行記者クラブ等との観光情報・意見交換会
負担金他）

研修等に要する経費を負担します。 研修主催団体等 28 商工労働部
観光誘致促進

課
国内プロモー
ション班

043-223-2412

負担金 関東観光広域連携事業推進協議会負担金
関東観光広域連携事業推進協議会及び1都10県が連係し
て実施する、訪日外国人向けに観光情報等をＰＲする
事業の経費を負担します。

関東観光広域連
携事業推進協議

会
2,000 商工労働部

観光誘致促進
課

海外プロモー
ション班

043-223-2418

負担金 千葉県産業安全衛生会議負担金
労働災害防止の各種事業を実施している「千葉県産業
安全衛生会議」へ参画することにより、県内の労働災
害の防止に寄与するため、分担金を負担します。

千葉県産業安全
衛生会議

100 商工労働部 雇用労働課
多様な働き方
推進班

043-223-2743

負担金
（公社）全国シルバー人材センター事業協会賛助会
費

シルバー人材センター及び同連合の健全な発展を図る
こと等を目的に設立された（公社）全国シルバー人材
センター事業協会の事業に協力するため、賛助会員と
しての会費を負担します。

（公社）全国シル
バー人材セン
ター事業協会

100 商工労働部 雇用労働課
女性・高齢者
雇用推進班

043-223-2933

負担金
雇用労働課運営費
（労働相談センター相談員研修負担金）

相談員の資質向上のための研修に参加する経費を負担
します。

研修主催団体等 66 商工労働部 雇用労働課
多様な働き方
推進班

043-223-2743

負担金
若者の中小企業理解のためのインターンシップ促
進事業

千葉県インターンシップ推進委員会に参画し、学生の
県内企業に対する理解と地元定着の促進を図るため、
マッチングフェア等の実施に係る経費を負担します。

千葉県インター
ンシップ推進委

員会
2,000 商工労働部 雇用労働課

若年者雇用推
進班

043-223-2745

負担金
職業訓練校管理費
（職業訓練指導員研修負担金）

職業訓練に携わる職員の専門知識及び技能・技術の向
上を図るための研修費を負担します。

民間企業等 1,249 商工労働部 産業人材課
職業能力開発

班
043-223-2754

負担金
職業訓練校管理費
（全国職業能力開発校長会負担金）

職業能力開発訓練に関する情報交換等を行う全国職業
能力開発校長会の会費を負担します。

全国職業能力開
発校長会

12 商工労働部 産業人材課
職業能力開発

班
043-223-2754

負担金
職業訓練校管理費
（全国職業能力開発校長会南関東支部負担金）

職業能力開発訓練に関する情報交換等を行う全国職業
能力開発校長会南関東支部の会費を負担します。

全国職業能力開
発校長会南関東

支部
6 商工労働部 産業人材課

職業能力開発
班

043-223-2754
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当初予算

負担金
職業訓練校管理費
（全国職業能力開発校長会障能支部負担金）

障害者の職業能力開発訓練に関する情報交換等を行う
全国職業能力開発校長会障能支部の会費を負担しま
す。

全国職業能力開
発校長会障能支

部
8 商工労働部 産業人材課

職業能力開発
班

043-223-2754

負担金
職業訓練校管理費
（千葉県自動車整備振興会負担金）

自動車整備士の養成に関する研修及び情報交換等を行
う（一社）千葉県自動車整備振興会の会費を負担しま
す。

（一社）千葉県自
動車整備振興会

60 商工労働部 産業人材課
職業能力開発

班
043-223-2754

負担金
職業訓練校管理費
（防火管理者講習会負担金）

消防法に定められている防火管理者の資格取得の講習
会会費を負担します。

市町村 21 商工労働部 産業人材課
職業能力開発

班
043-223-2754

負担金
職業訓練校管理費
（特別管理産業廃棄物管理責任者講習会会費）

廃棄物処理法に定められている特別管理産業廃棄物管
理責任者の資格取得の講習会会費を負担します。

（公財）日本産業
廃棄物処理振興

センター
29 商工労働部 産業人材課

職業能力開発
班

043-223-2754

補助金 国際会議開催補助金
地域経済の活性化及び千葉県の知名度向上を図るた
め、一定の要件を満たす国際会議について、主催者が
負担する開催経費の一部を補助します。

国際会議の主催
者

12,500 商工労働部 経済政策課
MICE誘致推

進室
043-223-2792

補助金
（公財）ちば国際コンベンションビューロー事業費補
助金

（公財）ちば国際コンベンションビューローが実施す
るMICE（国際会議等）誘致、開催支援事業や広報事業
などに要する経費を補助します。

（公財）ちば国際
コンベンション

ビューロー
96,251 商工労働部 経済政策課

MICE誘致推
進室

043-223-2792

補助金 小規模事業経営支援事業費等補助金

県内の商工会、商工会議所、商工会連合会及び商工会
議所連合会が行う小規模事業者の経営改善を支援する
事業や、商工会連合会が商工会を指導する事業等に要
する経費の一部を補助します。

40商工会、21商
工会議所、千葉
県商工会連合

会、千葉県商工
会議所連合会

2,267,636 商工労働部 経済政策課
中小企業・団

体支援室
043-223-2732

補助金 中小企業連携組織対策事業費補助金
中小企業が人材、技術、情報等の経営資源を相互に補
い、協力し合うための連携組織化を推進する事業の経
費の一部を補助します。

千葉県中小企業
団体中央会

172,681 商工労働部 経済政策課
中小企業・団

体支援室
043-223-2732

補助金 千葉県産業情報ヘッドライン提供事業
中小企業の経営に役立つ情報を、タイムリーに読みや
すく編集して配信するメールマガジン「千葉県産業情
報ヘッドライン」提供事業の経費を補助します。

（公財）千葉県産
業振興センター

900 商工労働部 経済政策課 政策室 043-223-2703
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補助金 千葉ふるさと投資活用支援事業

地域資源を活用した独創的な技術やアイデアによる新
たな事業展開を促進するため、クラウドファンディン
グを活用した資金調達により新事業を行う中小企業者
に対して、経費の一部を補助します。

事業者 3,000 商工労働部 経営支援課 金融支援室 043-223-2707

補助金 経営安定資金（災害関連）利子補給

被災した中小企業が設備等を復旧する際などに、金融
機関から融資を受けた、中小企業振興資金の災害対策
資金（セーフティネット資金）について、利子の一部
を補助します。

事業者 44,000 商工労働部 経営支援課 金融支援室 043-223-2707

補助金 千葉県地域商業活性化事業
商店街の機能強化や集客力向上、施設整備に取り組む
団体に対して補助します。

商工会議所、商
工会、

商店街団体、
ＮＰＯ法人等

(一部事業は市
町村)

31,500 商工労働部 経営支援課 商業振興班 043-223-2824

補助金
商店街県連合組織機能強化事業
（千葉県商店街振興組合連合会補助）

千葉県商店街振興組合連合会が行う商店街振興組合の
運営に関する指導・各種研修及び調査事業等に対して
補助します。

千葉県商店街振
興組合連合会

1,500 商工労働部 経営支援課 商業振興班 043-223-2824

補助金
商店街県連合組織機能強化事業
（千葉県商店街連合会補助）

千葉県商店街連合会が行う商店街の組織化及び各種商
業振興施策の普及事業等に対して補助します。

千葉県商店街連
合会

1,500 商工労働部 経営支援課 商業振興班 043-223-2824

補助金 商店街若手リーダー養成事業

千葉県中小企業団体中央会が実施する、若手商業者を
対象とした商業経営・商店街運営等に関する講座の開
催等、人材育成や商業者間の交流を推進する取組に対
して補助します。

千葉県中小企業
団体中央会

1,700 商工労働部 経営支援課 商業振興班 043-223-2824

補助金 チャレンジ企業支援センター事業
中小企業者が抱える様々な経営課題の解決をワンス
トップで支援するために実施する各種相談や専門家の
派遣、セミナーの開催事業等に対して補助します。

（公財）千葉県産
業振興センター

416,679 商工労働部 経営支援課 経営支援班 043-223-2712

補助金 経営安定資金信用保証料補助金
経営安定資金の融資を受けた小規模事業者の負担を緩
和するため、一定の保証料率を超える部分に対して補
助します。

千葉県信用保証
協会

17,000 商工労働部 経営支援課 金融支援室 043-223-2707

補助金 動産担保融資手数料補助金
中小企業が新規導入・保有する動産を担保とした県制
度融資について、中小企業の借入時の負担を軽減する
ため、担保設定に係る手数料に対して補助します。

事業者 4,000 商工労働部 経営支援課 金融支援室 043-223-2707
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補助金 創業応援助成金事業
県内の創業を促進するため、準備等に要する経費の一
部を補助します。

（公財）千葉県産
業振興センター

4,750 商工労働部 経営支援課 経営支援班 043-223-2712

補助金 事業承継支援助成金事業
県内の事業承継を促進するため、準備等に要する経費
の一部を補助します。

（公財）千葉県産
業振興センター

6,000 商工労働部 経営支援課 経営支援班 043-223-2712

補助金 創業資金信用保証料補助金
県内の創業へのチャレンジを一層促進するため、中小
企業振興資金「創業資金」の利用に伴う信用保証料の
一部を補助します。

千葉県信用保証
協会

20,000 商工労働部 経営支援課 金融支援室 043-223-2707

補助金 地域課題解決型起業支援事業

県内条件不利地域における社会的課題解決を目指し、
地域活性化関連事業分野、まちづくり推進関連分野に
おいて新たに起業を行う者への支援に対して補助しま
す。

（公財）千葉県産
業振興センター

4,700 商工労働部 経営支援課 経営支援班 043-223-2712

補助金
新型コロナウイルス感染症対応特別資金利子補給
事業

中小企業等の資金繰りを支援するため、新型コロナウ
イルス感染症対応特別資金の利用者に対し、実質無利
子となるよう利子を補助します。

事業者 8,450,000 商工労働部 経営支援課 金融支援室 043-223-2707

補助金
環境保全資金（ゼロカーボン促進）信用保証料補助
金

県内中小企業のカーボンニュートラルの取組を支援す
るため、中小企業振興資金を利用して設備の導入等を
行う場合に、信用保証料の一部を補助します。

千葉県信用保証
協会

10,000 商工労働部 経営支援課 金融支援室 043-223-2707

補助金 千葉県飲食店感染防止対策事業
高いレベルでの対策が取られていることを認証した店
舗に対して、認証取得のために要した設備の整備費用
等を補助します。

事業者 180,000 商工労働部 経営支援課 経営支援班 043-223-3496

補助金 産業振興センター運営事業
技術革新や情報化の進展に対応するため、（公財）千
葉県産業振興センターが行う産業振興事業に係る役職
員等の人件費及び管理業務費を補助します。

（公財）千葉県産
業振興センター

109,179 商工労働部 産業振興課 産業技術班 043-223-2718

補助金 東京大学連携型起業家育成支援事業
産学官連携による新たな事業の創出及び産業の振興を
図るため、東大柏ベンチャープラザの賃料の一部を補
助します。

東大柏ベン
チャープラザ入

居者
5,713 商工労働部 産業振興課

ベンチャー振
興班

043-223-2798

補助金 新事業・新産業創出支援事業

新たな社会ニーズに対応した新製品・新技術の研究・
開発を促進するため、産学官連携ネットワークの形成
を図ると共に、専門の外部人材を配置し、共同研究の
促進等を支援するための事業費を補助します。

（公財）千葉県産
業振興センター

32,267 商工労働部 産業振興課 産業技術班 043-223-2718
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補助金 かずさDNA研究所研究促進事業
「（公財）かずさDNA研究所」の研究及びその成果を生
かした産業支援活動を促進するため、同研究所の事業
費を補助します。

（公財）かずさ
DNA研究所

1,041,332 商工労働部 産業振興課
ライフサイエン
ス産業振興室

043-223-2725

補助金
「ベンチャークラブちば」によるリーディングカンパ
ニーの育成支援事業

千葉県経済界が一体となったベンチャー企業支援組織
である「ベンチャークラブちば」が実施するリーディ
ングカンパニーの育成支援事業について補助します。

ベンチャークラブ
ちば

2,100 商工労働部 産業振興課
ベンチャー振
興班

043-223-2798

補助金 下請取引振興事業費補助金

下請中小企業の取引拡大、受注量の確保を図るため、
（公財）千葉県産業振興センターの行う取引斡旋や受
発注企業情報の提供事業に係る人件費等に対して補助
します。

（公財）千葉県産
業振興センター

59,046 商工労働部 産業振興課 産業技術班 043-223-2718

補助金
地域主導型新エネルギー活用プロジェクト支援事
業

地域の特性に応じた新エネルギー等の効果的な活用に
よる地域振興を図るため、企業・商工団体などが市町
村と連携して行う取組の事業費を補助します。

企業・商工団体
等

2,000 商工労働部 産業振興課
エネルギー産
業振興室

043-223-2613

補助金 医療機器等開発支援補助事業
中小企業が医療機器製造販売業者等と連携して実施す
る医療機器等の開発に対して補助します。

中小企業等 20,000 商工労働部 産業振興課
ライフサイエン
ス産業振興室

043-223-2778

補助金 中小企業高付加価値化支援事業
新たな社会ニーズに対応した新製品・新技術の研究開
発や市場開拓等、中小企業の高付加価値化に資する取
組に対し補助します。

（公財）千葉県産
業振興センター

40,900 商工労働部 産業振興課 産業技術班 043-223-2718

補助金 中小企業デジタル技術活用支援事業

県内中小企業のデジタル技術の活用を促進するため、
県内を実証フィールドとし、先進的なデジタル技術を
活用した製品やサービスの開発・実証に対し補助しま
す。

中小企業等 40,000 商工労働部 産業振興課 産業技術班 043-223-2718

補助金 立地企業補助金

県内への企業の立地を促進するため、本社、工場、研
究所等の新規立地や再投資を行う企業に対して補助し
ます。また、新たな産業用地の確保や空き公共施設を
活用した企業誘致に取り組む市町村に対して補助しま
す。

民間企業等 615,000 商工労働部 企業立地課

企画・誘致推
進班

産業用地整備
支援室

043-223-2444
043-223-2749

補助金 外資系企業賃料補助事業
外資系企業の県内への立地を促進するため、オフィス
等の賃借料の一部を補助します。

民間企業 4,076 商工労働部 企業立地課
企画・誘致推
進班

043-223-2766

補助金 伝統的工芸品産業後継者養成事業補助金
本県伝統的工芸品産業の後継者を育成するため、市町
村が主体となって行う研修等の後継者育成経費の一部
を補助します。

市町村 300 商工労働部 観光企画課
観光事業・団
体支援班

043-223-2416
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補助金 伝統的工芸品産業産地補助金
国が指定する伝統的工芸品の振興を図るため、後継者
育成、技術・技法の記録等を行う団体に対してその経
費の一部を補助します。

房州うちわ振興
協議会

千葉県打刃物
連絡会

830 商工労働部 観光企画課
観光事業・団

体支援班
043-223-2416

補助金 観光地魅力アップ整備事業

県内観光地の利便性を高め魅力向上を図るため、多く
の観光客が利用する、公衆トイレや駐車場、観光案内
板等の設置・改修について、その経費の一部を補助し
ます。

市町村等 150,000 商工労働部 観光企画課
魅力ある観光
地づくり推進

班
043-223-3492

補助金 ちばワーケーション受入促進事業

首都圏にありながら温暖で風光明媚な本県は、ワー
ケーションの場として優位性が高いことから、Ｗｉ－
Ｆｉ環境の整備やワークスペースの改修など、地域が
受入環境を整備する取組について、その経費の一部を
補助します。

市町村等 60,000 商工労働部 観光企画課
魅力ある観光
地づくり推進

班
043-223-3492

補助金 千葉県観光振興事業補助金
（公社）千葉県観光物産協会が観光事業の振興及び地
方産業・文化の発展を図るために行う、観光振興事業
に要する経費について補助します。

（公社）千葉県観
光物産協会

73,832 商工労働部 観光企画課 観光企画室 043-223-2415

補助金 観光コンテンツ高付加価値化促進事業
中長期的な観光需要を拡大するため、地域が一体と
なって観光コンテンツを開発する取組について、その
経費の一部を補助します。

市町村・民間企
業

100,000 商工労働部 観光企画課 観光企画室 043-223-2415

補助金
観光振興補助金
（千葉県観光情報館「チーバくんプラザ」運営事業）

三井アウトレットパーク木更津において、パークの立
地や集客力を活かした観光プロモーションを展開する
ため、千葉県観光情報館「チーバくんプラザ」の運営
に対し補助します。

（公社）千葉県観
光物産協会

15,181 商工労働部
観光誘致促進

課
国内プロモー

ション班
043-223-2412

補助金 千葉県映画・テレビ等撮影支援事業
千葉県内の魅力的な観光スポット等を広く発信するた
め、県内での映画やテレビ番組等のロケーション撮影
に対し補助します。

映画・テレビの制
作会社等

15,000 商工労働部
観光誘致促進

課
国内プロモー

ション班
043-223-2412

補助金
観光振興補助金
（観光情報発信ウェブサイトの管理・運営事業）

（公社）千葉県観光物産協会による千葉県の観光情報
を紹介する日本語ウェブサイトの運営に要する経費を
補助します。

（公社）千葉県観
光物産協会

12,650 商工労働部
観光誘致促進

課
国内プロモー

ション班
043-223-2412

補助金
観光振興補助金
（外国語SNSを活用した観光情報発信強化事業）

（公社）千葉県観光物産協会による千葉県の観光情報
を紹介するSNSの運営に要する経費を補助します。

（公社）千葉県観
光物産協会

12,900 商工労働部
観光誘致促進

課
海外プロモー

ション班
043-223-2418
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補助金
ウェブサイトによる観光地の安全・安心情報発信事
業(英語)

（公社）千葉県観光物産協会による千葉県の観光情報
を紹介する外国人旅行者向けウェブサイトの運営に要
する経費を補助します。

（公社）千葉県観
光物産協会

28,860 商工労働部
観光誘致促進

課
海外プロモー

ション班
043-223-2418

補助金
（一社）千葉県労働者福祉協議会労働福祉事業補
助金

（一社）千葉県労働者福祉協議会は、労働組合及び労
働福祉団体等により構成され、労働者の自主的福祉活
動の推進と関係団体の福祉活動の連絡・調整を目的と
しており、同協議会が実施する文化体育事業、教育活
動等の福祉事業経費に対し補助します。

（一社）千葉県労
働者福祉協議会

3,200 商工労働部 雇用労働課
多様な働き方

推進班
043-223-2743

補助金 高年齢者就業機会確保事業
（公社）千葉県シルバー人材センター連合会に対し、
運営費の一部を補助します。

（公社）千葉県シ
ルバー人材セン

ター連合会
9,000 商工労働部 雇用労働課

女性・高齢者
雇用推進班

043-223-2933

補助金 ジョブカフェちば事業
若年者の就業支援と中小企業の採用活動を支援する
「ジョブカフェちば」の運営に係る人件費を補助しま
す。

（公財）千葉県産
業振興センター

27,055 商工労働部 雇用労働課
若年者雇用推

進班
043-223-2745

補助金 中小企業人材採用・魅力発信サポート事業
中小企業団体が大学等の教育機関等と連携して実施す
る相互交流事業や人材採用・定着に向けた研修を行う
取組に対し補助します。

（一社）千葉県商
工会議所連合会

20,000 商工労働部 雇用労働課
若年者雇用推

進班
043-223-2745

補助金 千葉県地域就職氷河期世代支援加速化補助金
市町村が実施する就職氷河期世代を対象とした就労支
援の取組に係る経費の一部を助成します。

市町村 15,588 商工労働部 雇用労働課 企画調整班 043-223-2767

補助金 テレワーク環境整備支援モデル事業補助金
民間主体の整備が進まない分野においてコワーキング
スペースを設置する市町村等に対し、新規開設に必要
な経費の一部を助成します。

市町村 18,000 商工労働部 雇用労働課
多様な働き方

推進班
043-223-2743

補助金 技能五輪選手育成強化事業補助金
千葉県職業能力開発協会が行う技能五輪全国大会に出
場する選手の技能向上訓練に対する補助に関する経費
について、協会に補助金を交付します。

千葉県職業能力
開発協会

1,000 商工労働部 産業人材課 技能振興班 043-223-2762

補助金 認定職業訓練助成事業補助金
「職業能力開発促進法」に基づき、職業訓練法人等の
行う職業訓練に係る経費の一部を補助します。

職業訓練法人市
原共同職業訓練

協議会外9
32,209 商工労働部 産業人材課 技能振興班 043-223-2762
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補助金 認定職業訓練施設整備事業補助金
「職業能力開発促進法」に基づき、職業訓練法人等の
施設整備に係る経費の一部を補助します。

職業訓練法人市
原共同職業訓練

協議会外2
1,889 商工労働部 産業人材課 技能振興班 043-223-2762

補助金 千葉県職業能力開発協会費補助金
「職業能力開発促進法」に基づき、技能検定業務を実
施している千葉県職業能力開発協会の運営に係る経費
の一部を補助します。

千葉県職業能力
開発協会

95,683 商工労働部 産業人材課 技能振興班 043-223-2762

交付金 運輸事業振興助成交付金

旅客又は貨物の輸送の安全確保、サービスの改善及び
向上、共同利用に供する施設の設置又は運営、災害時
の物資輸送体制の整備に関する事業等の経費について
交付します。

（一社）千葉県バ
ス協会、（一社）
千葉県トラック協

会

771,776 商工労働部 経済政策課
中小企業・団

体支援室
043-223-2732

交付金 石油貯蔵施設立地対策事業
石油貯蔵施設が立地する地域及びその隣接地域につい
て、市町等が行う公共施設等の整備に対し交付金を交
付します。

市町等 329,000 商工労働部 産業振興課 資源対策室 043-223-2735

負担金
運営費
（安全運転管理者協会負担金）

各農業事務所における各地区の安全運転管理者協会の
負担金です。

安全運転管理者
協会

325 農林水産部
農林水産政策

課
総務班 043-223-2916

負担金
運営費
（古紙回収負担金）

農業事務所における古紙リサイクル負担金です。
市原海岸企業リ

サイクル会
2 農林水産部

農林水産政策
課

総務班 043-223-2916

負担金
運営費
（産業廃棄物管理責任者講習負担金）

各農業事務所における特別産業廃棄物管理責任者講習
会費用を負担します。

（公財）日本産業
廃棄物処理振興

センター
173 農林水産部

農林水産政策
課

総務班 043-223-2916

負担金
運営費
（（一社）千葉農林水産統計協会負担金）

千葉県内における農林水産統計の発展、普及及び利用
を図ることにより、農林水産業の発展に寄与すること
を目的とした（一社）千葉農林水産統計協会の会費を
負担します。

（一社）千葉農林
水産統計協会

855 農林水産部
農林水産政策

課
総務班 043-223-2916

負担金
運営費
（（一社）内外情勢調査会負担金）

内外情勢に関する情報収集、調査、分析等を行う（一
社）内外情勢調査会の会費を負担します。

（一社）内外情勢
調査会

212 農林水産部
農林水産政策

課
総務班 043-223-2916
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負担金
運営費
（衛生推進者養成講習会負担金）

各農業事務所における衛生推進者養成講習会費用を負
担します。

（公社）千葉県労
働基準協会連合

会
9 農林水産部

農林水産政策
課

総務班 043-223-2916

負担金 落花生主産県連絡協議会負担金
落花生の生産振興と需給の安定に資する活動を行う落
花生主産県連絡協議会の運営費用を負担します。

落花生主産県連
絡協議会

98 農林水産部 生産振興課 農産班 043-223-2887

負担金 関東東海花の展覧会負担金
花に対する理解と消費の啓発を図るため、関東東海花
の展覧会の運営費用を負担します。

展覧会実施団体 1,100 農林水産部 生産振興課 園芸振興室 043-223-2871

負担金 （一財）日本花普及センター負担金
花に関する普及啓発や調査研究を行う（一財）日本花
普及センターの運営費用を負担します。

（一財）日本花普
及センター

180 農林水産部 生産振興課 園芸振興室 043-223-2871

負担金 関東地域花き普及振興協議会負担金

関東地域の花き類の生産振興、流通の円滑化及び需要
の拡大を図り、潤いのある豊かな社会の実現と花き産
業の発展を目的に活動している関東地域花き普及振興
協議会の運営費用を負担します。

関東地域花き普
及振興協議会

10 農林水産部 生産振興課 園芸振興室 043-223-2871

負担金 果樹共進会負担金
消費者へのPRと生産者の栽培技術向上を図ることを目
的に開催する消費者参加型の公開審査会とイベントの
運営費用を負担します。

コンテスト実施団
体

350 農林水産部 生産振興課 園芸振興室 043-223-2872

負担金 千葉県植木まつり負担金
植木の消費拡大を図ることを目的に開催する植木類の
管理方法等の教室や見本園等の運営費用を負担しま
す。

千葉県植木共進
会

200 農林水産部 生産振興課 園芸振興室 043-223-2871

負担金 千葉県フラワーフェスティバル実行委員会負担金
千葉の花の認知並びに消費の啓発を図ることを目的に
開催する千葉県フラワーフェスティバル実行委員会の
運営費用を負担します。

千葉県フラワー
フェスティバル実

行委員会
200 農林水産部 生産振興課 園芸振興室 043-223-2871

負担金 千葉県農業用廃プラスチック対策協議会負担金
農業用廃プラスチックの適正処理のため、生産者への
啓発指導や処理計画の作成などを行う千葉県農業用廃
プラスチック対策協議会の運営費用を負担します。

千葉県農業用廃
プラスチック対策

協議会
200 農林水産部 生産振興課 園芸振興室 043-223-2827

負担金 公益社団法人千葉県園芸協会会費
園芸農業の競争力の強化などを行う公益社団法人千葉
県園芸協会の運営費の一部を会費として負担します。

（公社）千葉県園
芸協会

15,000 農林水産部 生産振興課 園芸振興室 043-223-2882
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負担金 全国農林水産祭負担金

農林水産業に対する国民の理解を深めるとともに、農
林水産業者の技術改善及び経営発展の意欲高揚を図る
ため、国と（公財）日本農林漁業振興会とが共催する
全国農林水産祭の経費を負担します。

（公財）日本農林
漁業振興会

300 農林水産部 流通販売課
販売・輸出促

進室
043-223-3085

負担金 関東園芸振興連絡協議会負担金

関東各県の青果物を取り扱う東京に事務所を有する都
県及び農業団体を会員として、情報交換会や研修会な
どを開催する関東園芸振興連絡協議会の運営費用を負
担します。

関東園芸振興連
絡協議会

50 農林水産部 流通販売課
首都圏マーケ
ティングセン

ター
03-5492-5416

負担金 花き流通情報連絡協議会負担金

切花を取り扱う東京に事務所を有する都道府県及び農
業者団体を会員として、情報交換会や研修会などを開
催する花き流通情報連絡協議会の運営費用を負担しま
す。

花き流通情報連
絡協議会

20 農林水産部 流通販売課
首都圏マーケ
ティングセン

ター
03-5492-5416

負担金 在京流通行政連絡会負担金
東京に事務所を置く行政機関で構成され、情報交換会
や研修会を開催する在京流通行政連絡会の運営費用を
負担します。

在京流通行政連
絡会

20 農林水産部 流通販売課
首都圏マーケ
ティングセン

ター
03-5492-5416

負担金 事務所共同利用負担金
首都圏マーケティングセンターの事務所について、利
用者が共同で負担する経費を負担します。

全国農業協同組
合連合会千葉県

本部
2,360 農林水産部 流通販売課

首都圏マーケ
ティングセン

ター
03-5492-5416

負担金 全国農業改良普及支援協会負担金
効率的な農業技術及び農業経営方式の普及推進を目的
に活動している（一社）全国農業改良普及支援協会の
会費を負担します。

（一社）全国農業
改良普及支援協

会
466 農林水産部 担い手支援課

農業経営支援
班

043-223-3087

負担金 農林水産・食品産業技術振興協会会員負担金
産官学の連携等により試験研究や技術開発などの振興
を目的に活動している（公社）農林水産・食品産業技
術振興協会の会費を負担します。

（公社）農林水
産・食品産業技

術振興協会
250 農林水産部 担い手支援課 技術振興室 043-223-2907

負担金 担い手総合支援事業負担金
効率的・安定的な経営体の確保・育成を図るため認定
農業者等に対する各種支援活動をしている千葉県担い
手育成総合支援協議会への負担金です。

千葉県担い手育
成総合支援協議

会
6,000 農林水産部 担い手支援課 経営体育成班 043-223-2905

負担金 安全運転管理者協議会負担金
安全運転管理者として参加する講習会手数料等を負担
します。

安全運転管理者
協議会

94 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-2903

負担金 香北土地改良区賦課金
農林総合研究センターにおける香北土地改良区（公法
人）に対する受益分としての負担金です。

香北土地改良区 199 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-2903
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負担金 危険物取扱者資格受験負担金
危険物取扱者資格取得のため講習会費用を負担しま
す。

（一社）千葉県危
険物安全協会連

合会
9 農林水産部 担い手支援課

農業経営支援
班

043-223-2903

負担金
特別管理産業廃棄物管理責任者講習会受講料負
担金

特別管理産業廃棄物管理責任者資格取得のため講習会
費用を負担します。

（公財）日本産業
廃棄物処理振興

センター
43 農林水産部 担い手支援課

農業経営支援
班

043-223-2903

負担金 防火管理者資格講習会負担金
防火管理者資格取得のため講習会参加費用を負担しま
す。

（公財）千葉市防
災普及公社

12 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-2903

負担金 成東水利組合負担金
農林総合研究センターにおける成東地区の水害予防を
目的とした水利組合に対する負担金です。

成東水利組合 69 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-2903

負担金 全国農業関係試験研究場所長会負担金
試験研究の効率化や機能充実等を図り、地域農業の発
展に寄与するため活動をしている全国農業関係試験研
究場長会の会費を負担します。

全国農業関係試
験研究場長会

30 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-2903

負担金 全国林業試験研究機関協議会負担金
試験研究の効率化や機能充実等を図り、地域林業の発
展に寄与するため活動をしている全国林業試験研究機
関協議会の会費を負担します。

全国林業試験研
究機関協議会

32 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-2903

負担金 関東中部林業試験研究機関連絡協議会負担金
試験研究の効率化や機能充実等を図り、地域林業の発
展に寄与するため活動をしている関東中部林業試験研
究機関連絡協議会の会費を負担します。

関東中部林業試
験研究機関連絡

協議会
25 農林水産部 担い手支援課

農業経営支援
班

043-223-2903

負担金 長期研修負担金
農林業の発展に寄与し、研究の資質向上を図るため長
期研修に要する経費を負担します。

（独）森林総合研
究所

27 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-2903

負担金 小型車両系(整地・掘削)特別教育負担金
小型車両系特別教育を受講するための手数料を負担し
ます。

住友建機教習所 89 農林水産部 担い手支援課 技術振興室 043-223-2907

負担金 伐木等(大径木70cm)業務特別教育負担金
伐木等業務特別教育を受講するための手数料を負担し
ます。

林業・木材製造
業労働災害防止

協会　等
263 農林水産部 担い手支援課 技術振興室 043-223-2907
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負担金 刈払機取扱作業者安全衛生教育負担金
刈払機取扱作業者安全衛生教育を受講するための手数
料を負担します。

東関東教習セン
ター

164 農林水産部 担い手支援課 技術振興室 043-223-2907

負担金 小型移動式クレーン運転技能講習負担金
小型移動式クレーンの運転技能講習を受講するための
手数料を負担します。

住友建機教習所 114 農林水産部 担い手支援課 技術振興室 043-223-2907

負担金 玉掛け技能講習負担金
玉掛け技能講習を受講するための手数料を負担しま
す。

住友建機教習所 46 農林水産部 担い手支援課 技術振興室 043-223-2907

負担金 フォークリフト運転技能講習負担金
フォークリフト運転技能講習を受講するための手数料
を負担します。

陸上貨物運送事
業労働災害防止
協会　千葉県支

部

72 農林水産部 担い手支援課 技術振興室 043-223-2907

負担金 クレーン運転業務技能講習負担金
業務に必要となるクレーンの資格を得るために必要な
技能講習会費を負担します。

(社)日本クレーン
協会

37 農林水産部 担い手支援課 技術振興室 043-223-2907

負担金 プログラミングスクール負担金（機能強化事業）
スマート農業の研究のシステム開発に必要なプログラ
ミング言語を修得するため、プログラミングスクール
の受講料を負担します。

コードキャンプ
㈱、キラメックス

㈱
395 農林水産部 担い手支援課 技術振興室 043-223-2907

負担金 安全運転管理者協議会負担金
安全運転管理者として参加する講習会手数料等を負担
します。

安全運転管理者
協議会

18 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-2903

負担金
安全運転管理者協議会負担金
（機械化研修科）

安全運転管理者として参加する講習会手数料等を負担
します。

安全運転管理者
協議会

20 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-2903

負担金 山武郡市危険物安全協会負担金
危険物取扱者の資質の向上等を目的に活動をしている
危険物安全協会の会費を負担します。

山武郡市危険物
安全協会

10 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-2903

負担金
千葉市危険物安全協会負担金
（機械化研修科）

危険物取扱者の資質の向上等を目的に活動をしている
危険物安全協会の会費を負担します。

千葉市危険物安
全協会

9 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-2903
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負担金 食品衛生責任者養成講習会受講料
食品衛生責任者の資格を取得するために必要な講習会
受講料を負担します。

山武保健所管内
松尾食品衛生協

会
10 農林水産部 担い手支援課

農業経営支援
班

043-223-2903

負担金 出荷調製施設建築工事に係る埋蔵文化財調査

農業大学校出荷調製施設建築工事にあたり、教育庁教
育振興部文化財課が実施する埋蔵文化財調査のため、
（公財）千葉県教育振興財団の施設を利用する費用を
同財団との協定に基づいて負担します。

（公財）千葉県教
育振興財団

220 農林水産部 担い手支援課 就農支援班 043-223-2904

負担金 山武郡中央土地改良区賦課金
農業大学校における山武郡土地改良区（公法人）に対
する受益分としての負担金です。

山武郡中央土地
改良区

26 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-2903

負担金 「米消費拡大特別資金」拠出金
農業大学校における米消費拡大特別資金造成に係る拠
出金で、米の出荷量に応じて負担します。

JA山武郡市 1 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-2903

負担金 全国農業大学校協議会負担金
農業教育振興を目的に活動している全国農業大学校協
議会の会費を負担します。

全国農業大学校
協議会

100 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-2903

負担金 両総土地改良区賦課金
農業大学校における両総土地改良区（公法人）に対す
る受益分としての負担金です。

両総土地改良区 6 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-2903

負担金 防火管理者資格講習会受講料
防火管理者資格取得のため講習会参加費用を負担しま
す。

千葉県消防設備
協会

8 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-2903

負担金 関東ブロック農業教育施設協議会負担金
農業教育振興を目的に活動している関東ブロック農業
教育施設協議会の会費を負担します。

関東ブロック農
業教育施設協議

会
10 農林水産部 担い手支援課

農業経営支援
班

043-223-2903

負担金
関東ブロック青少年クラブプロジェクト実績発表会
参加負担金

関東各県が持ち回りで開催している青年農業者発表会
の活動費を負担します。

関東ブロック農
村青少年（４H）ク
ラブ連絡協議会

730 農林水産部 担い手支援課 経営体育成班 043-223-2905

負担金 千葉県農業者総合支援センター運営事業
千葉県農業者総合支援センターの事務運営に必要な経
費の一部を負担します。

千葉県農業者総
合支援協議会

5,000 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-2903
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 ちばの次世代農業経営体育成事業
農業経営や就農に関する相談や支援に要する経費を負
担します。

（公社）千葉県園
芸協会

1,200 農林水産部 担い手支援課 経営体育成班 043-223-2905

負担金 普及指導員研修事業
普及職員の施設園芸等の技術向上のための講習の受講
料を負担します。

（一社）日本施設
園芸協会

150 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-3087

負担金
農村振興運営費
（各種研修会参加負担金）

各種研修会等への参加費を負担します。 研修会開催団体 30 農林水産部
農地・農村振

興課
地域振興班 043-223-2857

負担金
土地改良事業事務費
（地域環境資源センター負担金）

（一社）地域環境資源センターの特別会員（都道府県
等）としての会費を負担します。

（一社）地域環境
資源センター

90 農林水産部
農地・農村振

興課
地域振興班 043-223-2858

負担金
中山間ふるさと・水と土保全対策事業
（全土連全国研修会等負担金）

地域リーダー育成のための各種研修会の参加費を負担
します。

研修会開催団体 80 農林水産部
農地・農村振

興課
地域振興班 043-223-2858

負担金 国有農地等管理処分事業 国有農地に係る下水道受益者負担金を支出します。 市町村 154 農林水産部
農地・農村振

興課
国有財産班 043-223-2839

負担金 国有農地等管理処分事業 各種研修会等への参加費を負担します。 研修会開催団体 166 農林水産部
農地・農村振

興課
国有財産班 043-223-2839

負担金 多面的機能支払交付金事業 各種研修会等への参加費を負担します。 研修会開催団体 50 農林水産部
農地・農村振

興課
地域振興班 043-223-2782

負担金 農用地利用関係適正化事務費 各種研修会等への参加費を負担します。 研修会開催団体 142 農林水産部
農地・農村振

興課
農地調整班 043-223-2831

負担金 農地統制調査費 各種研修会等への参加費を負担します。 研修会開催団体 142 農林水産部
農地・農村振

興課
農地対策班 043-223-2836

97 / 166 ページ



令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 千葉県農業生産工程管理推進事業
ＧＡＰ指導員育成研修受講者が産地でのＧＡＰの取組
を指導できるよう、ＧＡＰの団体認証研修参加費を負
担します。

民間企業 100 農林水産部
安全農業推進

課
環境農業推進

室
043-223-2773

負担金 千葉県農業生産工程管理推進事業
ＧＡＰに関する県職員のシンポジウム参加費を負担し
ます。

民間団体 40 農林水産部
安全農業推進

課
環境農業推進

室
043-223-2773

負担金 「環境にやさしい農業」推進事業
普及指導員等が生産現場における国際水準の有機農業
の指導ができるよう、研修会参加費を負担します。

民間団体 1,050 農林水産部
安全農業推進

課
環境農業推進

室
043-223-2773

負担金 農林水産物等放射性物質対策事業
放射性物質測定方法に係る県職員の研修会費を負担し
ます。

公益団体 164 農林水産部
安全農業推進

課
環境農業推進

室
043-223-3091

負担金 土地改良管理事業（消費）（運営費）
農業農村整備事業の役割を広くアピールする全国土地
改良大会の参加費を負担します。

千葉県土地改良
事業団体連合会

150 農林水産部 耕地課 事業計画室 043-223-2850

負担金 土地改良施設管理事業（消費）施設 各種研修会への参加費を負担します。 研修主催団体 152 農林水産部 耕地課 管理指導班 043-223-2851

負担金
土地改良施設管理事業
（消費）一之分目揚排水機場管理費負担金

一之分目揚排水機場の管理費を負担します。
千葉県

（河川管理者）
23,252 農林水産部 耕地課 管理指導班 043-223-2851

負担金
土地改良施設管理事業
（消費）水資源機構施設管理費負担金

水資源機構が管理する印旛沼開発施設等の管理費を負
担します。

（独）水資源機構 429,177 農林水産部 耕地課 管理指導班 043-223-2851

負担金
土地改良施設管理事業
（投資）栗山川浚渫工事負担金

栗山川の維持浚渫に係る経費を負担します。
千葉県

（河川管理者）
5,000 農林水産部 耕地課 管理指導班 043-223-2851

負担金 県営用排水改良事業
用水路工事の国との共同施工に伴う経費を負担しま
す。

国 302,100 農林水産部 耕地課 基盤整備室 043-223-2856
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 土地改良施設維持管理適正化事業
茨城県が行う土地改良施設維持管理適正化事業実施地
区内の千葉県受益分を負担します。

茨城県 500 農林水産部 耕地課 管理指導班 043-223-2851

負担金 直轄事業負担金
国営･水資源機構営・森林総合研究所営の用排水施設整
備などの事業費を負担します。

国ほか 2,885,685 農林水産部 耕地課 事業計画室 043-223-2869

負担金 県単事務費（農地防災）
特別産業廃棄物管理責任者講習会の受講料を負担しま
す。

（公財）日本産業
廃棄物処理振興

センター
45 農林水産部 耕地課 農地防災班 043-223-2893

負担金 県単事務費（県営用排水改良）
特別産業廃棄物管理責任者講習会の受講料を負担しま
す。

（公財）日本産業
廃棄物処理振興

センター
115 農林水産部 耕地課 基盤整備室 043-223-2856

負担金
畜産技術浸透体制確立事業
（共進会補助）

全国和牛能力共進会への出品負担金を負担します。
（公社）全国和牛

能力共進会
450 農林水産部 畜産課 生産振興班 043-223-2939

負担金
飼料自給率向上総合対策事業
（日本草地畜産種子協会負担金）

飼料基盤に立脚した畜産の振興を推進し、畜産の発展
に寄与することを目的とした日本草地畜産種子協会へ
の会費を負担します。

（一社）日本草地
畜産種子協会

150 農林水産部 畜産課 環境飼料班 043-223-2943

負担金
飼料自給率向上総合対策事業
（全国コントラクター等経営高度化推進協議会負担
金）

コントラクター及びTMRセンター組織等の育成・強化を
通じて飼料増産を図り、飼料自給率の向上並びに畜産
業の安定的な発展に寄与することを目的とした全国コ
ントラクター等経営高度化推進協議会への会費を負担
します。

全国コントラク
ター等経営高度
化推進協議会

3 農林水産部 畜産課 環境飼料班 043-223-2943

負担金 乳牛改良促進事業
牛群情報データの提供を受けるため利用料を負担しま
す。

（一社）家畜改良
事業団

63 農林水産部 畜産課 生産振興班 043-223-2939

負担金
家畜衛生指導総合推進事業
（関東甲信越ブロック家畜保健衛生業績発表会負
担金）

家畜保健衛生に関する業績・技術等についての情報交
換のための発表会に対する経費を負担します。

関東甲信越ブ
ロック家畜保健

衛生業績発表会
130 農林水産部 畜産課

家畜衛生対策
室

043-223-2938
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金
家畜保健衛生所管理運営費
（安全運転管理者協議会負担金）

各家畜保健衛生所における安全運転管理者協議会の会
費及び受講料を負担します。

安全運転管理者
協議会

77 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
家畜保健衛生所管理運営費
（危険物取扱者資格受験負担金）

危険物取扱者が業務に従事する場合に必要な講習会の
経費を負担します。

（一社）千葉県危
険物安全協会連

合会
13 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
家畜保健衛生所管理運営費
（特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金）

特別管理産業廃棄物管理責任者が業務に従事するため
に必要な講習会の会費を負担します。

（公財）日本産業
廃棄物処理振興

センター
72 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
家畜保健衛生所管理運営費
（フォークリフト運転技能講習会負担金）

業務上必要となるフォークリフトの運転資格を得るた
めに必要な運転技能講習会費を負担します。

千葉労働局登録
教習機関

351 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
家畜保健衛生所管理運営費
（特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者講習
会負担金）

業務上必要となるホルマリン取扱業務について、取り
扱い作業主任者が業務に従事するために必要な「特定
化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者講習会」の会
費を負担します。

（公社）千葉県労
働基準協会連合

会
26 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
家畜保健衛生所管理運営費
（千葉農林水産統計協会負担金）

業務上必要となる農林水産統計データの提供を受ける
ための利用料を負担します。

（一社）千葉農林
水産統計協会

23 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
家畜保健衛生所管理運営費
（酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習会
負担金）

酸素欠乏・硫化水素中毒危険作業場所に係る作業時に
必要な資格を得るため「酸素欠乏・硫化水素危険作業
主任者技能講習会」の会費を負担します。

（公社）千葉県労
働基準協会連合

会
36 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
家畜保健衛生所管理運営費
（玉掛け技能講習）

業務上必要となる玉掛け業務の資格を得るために必要
な技能講習会費を負担します。

千葉労働局登録
教習機関

204 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
家畜保健衛生所管理運営費
（クレーン運転技能講習会）

業務上必要となるクレーンの資格を得るために必要な
技能講習会費を負担します。

千葉労働局登録
教習機関

29 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
家畜保健衛生所管理運営費
（大利根土地改良区賦課金）

基幹家畜保健衛生所建設予定地内にある農業用水路に
対する管理手数料を負担します。

大利根土地改良
区

19 農林水産部 畜産課
家畜衛生対策

室
043-223-2938

100 / 166 ページ



令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金
家畜衛生施設検査体制整備事業
（バイオセーフティー技術講習会）

業務上必要となるバイオセーフティー技術を得るため
に必要な技能講習会費を負担します。

バイオセーフ
ティー技術講習

機関
80 農林水産部 畜産課

家畜衛生対策
室

043-223-2938

負担金
家畜衛生施設検査体制整備事業
（診断技術向上関連講習会）

業務上必要となる検査精度の管理及び向上のために必
要な技能・知識を得るための講習会費を負担します。

精度管理関連技
術講習機関

200 農林水産部 畜産課
家畜衛生対策

室
043-223-2938

負担金
畜産総合研究センター管理運営費
（安全運転管理者協議会負担金）

畜産総合研究センターの安全運転管理者協議会の会費
及び受講料を負担します。

安全運転管理者
協議会

23 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
畜産総合研究センター管理運営費
（全国畜産関係場所長会負担金）

都道府県の畜産に係る試験研究機関の連携を密にし、
試験研究の効率化を図るための会に対する会費を負担
します。

全国畜産関係場
所長会

15 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
畜産総合研究センター管理運営費
（フォークリフト運転技能講習会負担金）

業務上必要となるフォークリフトの運転資格を得るた
めに必要な運転技能講習会費を負担します。

千葉労働局登録
教習機関

58 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
畜産総合研究センター管理運営費
（千葉農林水産統計協会負担金）

業務上必要となる農林水産統計データの提供を受ける
ための利用料を負担します。

（一社）千葉農林
水産統計協会

12 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
畜産総合研究センター管理運営費
（小型車両系技能講習）

業務上必要となる小型車両の技能を習得するための経
費を負担します。

千葉労働局登録
教習機関

15 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
畜産総合研究センター管理運営費
（乾燥設備作業主任者講習会負担金）

業務上必要となる大型乾燥機の導入に必要な資格を取
得し、機械の取扱いに関する技能・知識を習得するた
めの講習会費を負担します。

（公社）千葉県労
働基準協会連合

会
24 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
畜産総合研究センター管理運営費
（北海道ホルスタイン審査委員講習会）

乳用牛（ホルスタイン種）の審査委員が、本部講師か
ら審査方法を受講するための講習会費を負担します。

（一社）日本ホル
スタイン登録協

会
10 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金
畜産総合研究センター管理運営費
（国産純粋種豚改良協議会会費）

純粋種豚の情報を共有するため、国産純粋種豚改良協
議会の正会員になるための会費を負担します。

国産純粋種豚改
良協議会

50 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
畜産総合研究センター管理運営費
（甲種防火管理者新規講習）

畜産総合研究センター施設は消防法により甲種防火管
理者を置く必要があるため、甲種防火管理者の資格を
取得するための経費を負担します。

（財）千葉市防災
普及公社

8 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
市原乳牛研究所管理運営費
（安全運転管理者協議会負担金）

市原乳牛研究所における安全運転管理者協議会の会費
及び受講料を負担します。

安全運転管理者
協議会

20 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
市原乳牛研究所管理運営費
（危険物取扱者試験手数料・講習受講料）

市原乳牛研究所で使用する危険物（ガソリン、軽油
等）を取扱うための「危険物取扱者免状」を取得する
ための経費を負担します。

（一社）千葉県危
険物安全協会連

合会
28 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
生産技術事業
（日本ホルスタイン登録協会会費）

国内でのホルスタイン種の血統登録を行う唯一の団体
である、（一社）日本ホルスタイン登録協会に対する
会費を負担します。

（一社）日本ホル
スタイン登録協

会
3 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
生産技術事業
（農業共済組合家畜診療研修）

家畜の疾病の早期発見や早期治療のための研修費用を
負担します。

千葉県農業共済
組合連合会

15 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
市原乳牛研究所管理運営費（小型車両系技能講
習）

業務上必要となる小型車両の技能を習得するための経
費を負担します。

千葉労働局登録
教習機関

14 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金 市原乳牛研究所管理運営費（狩猟免許試験講習）
業務上必要となる狩猟免許を取得するための経費を負
担します。

（一社）千葉県猟
友会

35 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
市原乳牛研究所管理運営費（フォークリフト運手技
能講習会）

業務上必要となるフォークリフトの技能を習得するた
めの経費を負担します。

千葉労働局登録
教習機関

35 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
市原乳牛研究所管理運営費（刈払い機安全衛生講
習）

業務上必要となる刈払機の安全な使用方法・点検整備
等に関する知識を習得するための経費を負担します。

（一社）労働技能
講習協会

30 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金
嶺岡乳牛研究所管理運営費他（小型車両系技能
講習）

業務上必要となる小型車両の技能を習得するための経
費を負担します。

千葉労働局登録
教習機関

30 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
嶺岡乳牛研究所管理運営費
（安全運転管理者協議会負担金）

嶺岡乳牛研究所の安全運転管理者協議会の会費及び受
講料を負担します。

安全運転管理者
協議会

17 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金
嶺岡乳牛研究所管理運営費
（千葉農林水産統計協会負担金）

業務上必要となる農林水産統計データの提供を受ける
ための利用料を負担します。

（一社）千葉農林
水産統計協会

12 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2921

負担金 県産畜産物販売力強化事業
業務上必要となるJGAP指導員基礎研修等の受講費用を
負担します。

（一財）日本GAP
協会等

248 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2927

負担金
山武地区安全運転管理者協議会会費及び法定講
習受講料

安全運転管理者協議会の会費及び受講料を負担しま
す。

山武地区安全運
転管理者協議会

17 農林水産部 森林課 森林政策室 043-223-2973

負担金
君津地区安全運転管理者協議会会費及び法定講
習受講料

安全運転管理者協議会の会費及び受講料を負担しま
す。

君津地区安全運
転管理者協議会

23 農林水産部 森林課 森林政策室 043-223-2973

負担金
鴨川地区安全運転管理者協議会会費及び法定講
習受講料

安全運転管理者協議会の会費及び受講料を負担しま
す。

鴨川地区安全運
転管理者協議会

17 農林水産部 森林課 森林政策室 043-223-2973

負担金
山地治山事業
（研究発表会負担金）

研究発表会の経費を負担します。 治山研究会等 100 農林水産部 森林課
治山・保安林

班
043-223-2962

負担金
林道事業
（研究発表会負担金）

研究発表会の経費を負担します。 林道研究会 30 農林水産部 森林課 森林整備班 043-223-3630

負担金
緑化推進事業
（県民参加によるみどりの再生事業実行委員会）

東日本大震災により被災した海岸県有保安林等につい
て県民参加による復旧を推進するとともに新たな森林
整備の担い手を育成する経費を負担します。

県民参加による
みどりの再生事
業実行委員会

400 農林水産部 森林課 森林政策室 043-223-2951
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金
緑化推進事業
（千葉県さくらの会）

桜の優良品種の植樹奨励、苗木の無償斡旋、桜に関す
る情報収集等を実施する公益団体の会費を負担しま
す。

千葉県さくらの会 180 農林水産部 森林課 森林政策室 043-223-2951

負担金
緑化推進事業
（日本さくらの会）

桜の苗木培養・寄贈、優良品種の確保育成、名木・名
所の顕彰、桜に関する研究・相談等を実施する公益団
体の会費を負担します。

日本さくらの会 70 農林水産部 森林課 森林政策室 043-223-2951

負担金
管理的経費
（防火管理者講習会）

防火管理者に必要な講習修了資格を新規に取得するた
めに甲種防火管理新規講習受講料を負担します。

（一財）日本防
火・防災協会

8 農林水産部 森林課 森林政策室 043-223-2973

負担金
森林・林業担い手確保・育成対策事業
（伐木等業務特別教育等）

チェーンソーや刈払機の安全な取扱い方法を習得する
ための研修費用を負担します。

千葉県森林組合
南部支所

164 農林水産部 森林課
森林経営管理

室
043-223-2966

負担金
水産課及び水産事務所運営費
（し尿浄化槽負担金：銚子漁港黒生１期地区連絡協
議会負担金）

銚子漁港黒生１期地区し尿浄化槽を利用するため、負
担金を負担します。

銚子漁港黒生１
期地区連絡協議

会
400 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3031

負担金
水産総合研究センター維持運営費
（水産総合研究センター特別管理産業廃棄物管理
責任者講習会）

特別管理産業廃棄物管理責任者資格受講料を負担しま
す。

（公財）日本産業
廃棄物処理振興

センター
14 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3031

負担金
水産情報通信センター運営事業
（関東情報通信協力会会費）

情報通信に関する知識の普及並びに情報通信の利用の
発展を図ることを目的とした関東情報通信協力会への
会費を負担します。

（一財）
情報通信振興会
内関東情報通信

協力会

30 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3031

負担金
水産情報通信センター運営事業
（電波利用料）

漁船の海上における安全の確保と操業効率の向上を目
的として設置された千葉県水産情報通信センターの無
線局に関する電波利用料を負担します。

総務省関東総合
通信局

30 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3031

負担金
水産情報通信センター運営事業
（主任無線従事者講習会負担金）

無線設備の操作をするために必要となる講習を受講す
るための手数料を負担します。

（公財）日本無線
協会

43 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3031

負担金
東京湾漁業操業安全対策事業
（千葉県漁業操業安全対策協議会負担金）

東京湾における航行船舶の輻輳化に対応した漁業の操
業安全対策の確立とその推進を図ることを目的に、千
葉県漁業操業安全対策協議会の経費の一部を負担しま
す。

千葉県漁業操業
安全対策協議会

160 農林水産部 水産課 振興班 043-223-3051
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金
東京湾調査・指導船運営事業
（電波利用料）

東京湾調査・指導船「ふさなみ」移動無線局に関する
電波利用料を負担します。

総務省関東総合
通信局

1 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3031

負担金
海区漁業調整委員会運営費
（全国海区漁業調整委員会連合会負担金）

全国海区漁業調整委員会連合会会則第10条により、同
連合会経費を負担します。

全国海区漁業調
整委員会連合会

160 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3031

負担金
内水面漁場管理委員会運営費
（全国内水面漁場管理委員会連合会負担金）

全国内水面漁場管理委員会連合会会則第９条により、
同連合会経費を負担します。

全国内水面漁場
管理委員会連合

会
130 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3031

負担金
漁業操業円滑化促進事業
（漁業情報サービスセンター負担金）

漁海況情報などの情報収集と提供を行う（一社）漁業
情報サービスセンターへの会費を負担します。

（一社）漁業情報
サービスセン

ター
1,250 農林水産部 水産課 漁船漁業班 043-223-3034

負担金
漁業操業円滑化促進事業
（かつお・まぐろ漁業対策推進道県協議会負担金）

かつお・まぐろ漁業の安全操業並びに経営安定対策等
について、関係道県の行政が協議するために設置され
た当該協議会の会費を負担します。

かつお・まぐろ漁
業対策推進道県

協議会
6 農林水産部 水産課 漁船漁業班 043-223-3034

負担金
漁業取締船運営事業
（電波利用料）

漁業取締船「ふさかぜ」移動無線局に関する電波利用
料を負担します。

総務省関東総合
通信局

2 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3031

負担金
漁業取締船「ふさかぜ」代船建造事業
（ECDIS講習）

登録電子海図情報表示装置（ECDIS）に関する受講料を
負担します。

（独）海技教育機
構　海技大学校

等
1,204 農林水産部 水産課 漁業調整班 043-223-3042

負担金
漁船漁業操業支援事業
（千葉丸電波利用料）

漁業調査船「千葉丸」移動無線局に関する電波利用料
を負担します。

総務省関東総合
通信局

2 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3031

負担金
漁船漁業操業支援事業
（ふさみ丸電波利用料）

漁業調査船「ふさみ丸」移動無線局に関する電波利用
料を負担します。

総務省関東総合
通信局

2 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3031

負担金
水産総合研究センター維持運営費
（安全運転管理者協議会負担金）

道路交通法第108条の２第１項第１号の規定による講習
手数料及び地区安全運転管理者協議会の会費を負担し
ます。

（一社）千葉県安
全運転管理協会

17 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3031
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（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金
水産総合研究センター維持運営費
（特定化学物質及び四アルキル鉛等作業者講習会
負担金）

特定化学物質を取扱う手順を定め、作業環境を点検す
る作業主任者の資格を取得するために必要となる講習
を受講するための手数料を負担します。

（公社）千葉県労
働基準協会連合

会
13 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3031

負担金
水産総合研究センター維持運営費
（水産総合研究センター防火管理者資格講習会受
講料）

防火管理者の資格を取得するために必要となる講習を
受講するための手数料を負担します。

（一財）日本防
火・防災協会

8 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3031

負担金
水産総合研究センター維持運営費
（小型移動式クレーン運転技能講習会）

小型移動式クレーン運転技能に係る講習を受講するた
めの受講料を負担します。

 （一社）日本ク
レーン協会千葉

支部
55 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3031

負担金
水産総合研究センター維持運営費
（東京湾漁業研究所防火管理者資格講習会受講
料）

防火管理者の資格を取得するために必要となる講習を
受講するための手数料を負担します。

（一財）日本防
火・防災協会

8 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3031

負担金
水産課及び水産事務所運営費
（勝浦水産事務所防火管理者資格講習会受講料）

防火管理者の資格を取得するために必要となる講習を
受講するための手数料を負担します。

（一財）日本防
火・防災協会

8 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3031

負担金
水産総合研究センター維持運営費
（危険物取扱者講習）

危険物取扱者資格受講料を負担します。
（一財）消防試験

研究センター
5 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3031

負担金
水産総合研究センター維持運営費
（フォークリフト運転技能講習）

フォークリフト運転技能講習を受講するための手数料
を負担します。

市原技能講習セ
ンター

35 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3031

負担金 （一社）マリノフォーラム２１会費
つくり育てる漁業等についての技術開発及び普及等を
行う団体の会費を負担します。

（一社）マリノ
フォーラム２１

180 農林水産部 漁業資源課
漁場環境整備

班
043-223-3039

負担金 （公社）日本水産資源保護協会負担金
水産資源の維持増大を図り、漁業生産の安定に寄与す
ることを目的とする公益団体の会費を負担します。

（公社）日本水産
資源保護協会

450 農林水産部 漁業資源課 栽培漁業班 043-223-3035

負担金 （公社）全国豊かな海づくり推進協会負担金
栽培漁業の広域連携の推進、栽培漁業技術の定着促進
及び漁協実践活動への助成等を行う公益団体の会費を
負担します。

（公社）全国
豊かな海づくり

推進協会
1,750 農林水産部 漁業資源課 栽培漁業班 043-223-3035
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負担金 全国湖沼河川養殖研究会会費
内水面における水産増殖事業に関する科学的調査研究
を推進するため、水産庁・調査研究を行う都道府県等
をもって組織された研究会費を負担します。

全国湖沼河川養
殖研究会

40 農林水産部 漁業資源課 資源管理班 043-223-3037

負担金 （公財）海と渚環境美化・油濁対策機構負担金
原因者不明の漁場油濁事故について、被害漁業者に対
する救済金の支給や、漁場油濁の拡大防止及び汚染漁
場の清掃を推進する事業費の一部を負担します。

（公財）海と渚環
境美化・油濁対

策機構
24 農林水産部 漁業資源課

漁場環境整備
班

043-223-3039

負担金 （公財）海と渚環境美化・油濁対策機構会費

海と渚の環境美化、水産資源の保護その他の海洋・海
岸環境の保全整備に関する活動の支援、推進及び普
及・啓発、調査研究並びに情報の収集、分析及び提供
等を行う団体の会費を負担します。

（公財）海と渚環
境美化・油濁対

策機構
100 農林水産部 漁業資源課

漁場環境整備
班

043-223-3039

負担金 栽培漁業推進安全管理対策事業
業務遂行上必要となるフォークリフト運転に係る安全
講習会講習料及び酸素欠乏危険作業主任者技能講習料
を負担します。

陸上貨物運送事
業労働災害防止
協会千葉県支部
（公社）千葉県労
働基準協会連合

会

57 農林水産部 漁業資源課 栽培漁業班 043-223-3035

負担金 漁港漁場関係積算施工技術協議会負担金
漁港及び漁場関係の一体的整備を目指す水産基盤整備
事業の適正かつ円滑な事業実施に必要な積算・施工等
に関する積算基準の改正業務費を負担します。

漁港漁場関係積
算施工技術協議

会
10 農林水産部 漁業資源課

漁場環境整備
班

043-223-3039

負担金 全国漁港漁場協会負担金

漁港・漁場・漁村の活力ある地域づくりに向けて、水
産業の実情・重要性を広く伝えるとともに、啓発普及
活動、浜や現場の声を国の施策に生かすための提言活
動を行う団体の事業費を負担します。

全国漁港漁場協
会

10 農林水産部 漁業資源課
漁場環境整備

班
043-223-3039

負担金
内水面水産研究所維持運営費
（印旛沼土地改良区排水施設維持負担金）

内水面水産研究所の排水に係る印旛沼土地改良区が行
う排水施設維持管理に関わる負担金です。

印旛沼土地改良
区

171 農林水産部 漁業資源課 資源管理班 043-223-3037

負担金 ノリ養殖業総合対策事業
ノリの食害対策技術開発に係る試験の実施にあたり必
要となる、煙火消費保安手帳取得のため、講習料を負
担します。

（公社）日本煙火
協会会員煙火店

20 農林水産部 漁業資源課 栽培漁業班 043-223-3035

負担金
藻場消失対策事業
（藻場実習参加費）

藻場の保全・回復対策に必要な生物観察、調査手法等
の実習に係る実習費を負担します。

（公社）全国
豊かな海づくり

推進協会
22 農林水産部 漁業資源課

漁場環境整備
班

043-223-3039
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負担金 銚子地区安全運転管理者協議会負担金 安全運転管理者協議会へ負担します。
銚子地区安全運
転管理者協議会

18 農林水産部 漁港課 漁港管理班 043-223-3017

負担金 安全運転管理者協議会講習会受講料
安全運転管理者は、道路交通法に定める｢安全運転管理
者等講習｣を毎年1回受講が義務付けられていることか
ら、受講料として負担します。

銚子地区安全運
転管理者協議会

4 農林水産部 漁港課 漁港管理班 043-223-3017

負担金 銚子漁港流通加工センター連絡協議会負担金
銚子漁港（外港部）川口地区の｢合併式し尿浄化槽｣の
共同施設の維持管理等を行っている連絡協議会へ負担
します。

銚子漁港流通加
工センター連絡

協議会
60 農林水産部 漁港課 漁港管理班 043-223-3017

負担金 全国漁港漁場協会参加者負担金
職員が全国漁港漁場大会等へ参加するため負担しま
す。

（公社）全国漁港
漁場協会

50 農林水産部 漁港課 漁港管理班 043-223-3017

負担金 漁港漁場関係積算施工技術協議会負担金
水産基盤整備関係事業における積算、施工等に関する
施工実態調査の集計及び解析を行う協議会へ負担しま
す。

漁港漁場関係積
算施工技術協議

会
620 農林水産部 漁港課 漁港整備班 043-223-3021

負担金 （一社）水産土木建設技術センター負担金
水産土木事業に係わる調査、設計・積算、施工管理に
関する調査・研究と普及を行うセンターへ負担しま
す。

（一社）水産土木
建設技術セン

ター
102 農林水産部 漁港課 漁港整備班 043-223-3021

補助金 農業近代化資金利子補給
農業経営の近代化に必要な施設、機械等の導入に要す
る資金を低利で融資できるよう、利子補給を行いま
す。

農協等の金融機
関

161,335 農林水産部 団体指導課 経営支援室 043-223-3074

補助金 県単災害融資利子補給

災害による被害を受けた農業者に対し、再生産や施設
復旧に必要な資金を低利（平成28年台風9号、平成29年
台風21号・22号,平成30年台風24号及び令和元年台風15
号・19号・10月25日の大雨の被災者については無利
子。）で融資できるよう利子補給を行います。（県・
市町村で利子補給を実施。）

市町村 6,137 農林水産部 団体指導課 経営支援室 043-223-3074

補助金 農業災害対策資金債務保証料補助事業

平成29年台風21号・22号及び令和元年台風15号・19
号・10月25日の大雨による被害を受けた農業者が県単
農業災害対策資金を借り入れるに当たって支払いが必
要な保証料について、県と市町村が協調して補助しま
す。

市町村 939 農林水産部 団体指導課 経営支援室 043-223-3074
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補助金
農業経営基盤強化資金利子補給
（スーパーL資金）

認定農業者に対して、計画に即した経営規模拡大等に
必要な長期資金を低利で融資できるよう県と市町村が
利子補給を行います。（平成23年度以前融資分。新規
融資分は全額国負担。）

市町村 1,800 農林水産部 団体指導課 経営支援室 043-223-3074

補助金 農業経営負担軽減支援資金利子補給
農家経営の改善を積極的に推進しようとする農業者に
対して、既往債務の負担軽減を図るために必要な資金
を低利で融資できるよう、利子補給を行います。

農協等の金融機
関

1,396 農林水産部 団体指導課 経営支援室 043-223-3074

補助金 収入保険加入推進事業
農業者の収入保険への加入を促進し、農業経営の安定
を図るため、新たに収入保険へ加入する農業者が負担
する初年度保険料の一部を補助します。

千葉県農業共済
組合

31,000 農林水産部 団体指導課 経営支援室 043-223-3074

補助金 漁業経営保全対策共済加入助成事業
中小漁業者の漁業共済への加入を促進し、漁業経営の
安定を図るため、漁業者が負担する共済掛金の一部を
補助します。

千葉県漁業共済
組合

34,000 農林水産部 団体指導課 経営支援室 043-223-3074

補助金 漁業近代化資金利子補給
漁業経営の近代化に必要な施設、装置等の導入に必要
な資金を低利で融資できるよう、利子補給を行いま
す。

東日本信用漁業
協同組合連合会

41,872 農林水産部 団体指導課 経営支援室 043-223-3074

補助金 中小漁業融資保証制度安定対策事業
全国漁業信用基金協会千葉支所に対し、財政基盤の強
化を推進し、保証業務の円滑化及び協会経営の安定化
を図るため、運営費の一部を補助します。

全国漁業信用基
金協会千葉支所

7,200 農林水産部 団体指導課 経営支援室 043-223-3074

補助金 漁業災害対策利子補給

災害による被害を受けた漁業者に対し、再生産や施設
復旧に必要な資金を低利（平成29年台風21号・22号及
び令和元年台風15号・19号・10月25日の大雨の被災者
については無利子。）で融資できるよう利子補給を行
います。（県・市町村で利子補給を実施。）

市町村 63 農林水産部 団体指導課 経営支援室 043-223-3074

補助金 漁業経営維持安定資金利子補給

漁業経営の再建を図る中小漁業者に対し、知事から認
定を受けた再建計画に基づいて、負債を整理するため
の資金を低利で融資できるよう、利子補給を行いま
す。

東日本信用漁業
協同組合連合会

1,054 農林水産部 団体指導課 経営支援室 043-223-3074

補助金
漁協組織再編・経営強化対策事業
（漁協等経営基盤強化対策事業）

経営不振漁協の経営改善や組織再編を推進するため、
千葉県漁連及び東日本信漁連が実施する漁協等の指導
経費に対して補助します。

千葉県漁業協同
組合連合会・東
日本信用漁業協
同組合連合会

1,200 農林水産部 団体指導課
水産指導検査

室
043-223-3077
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補助金
漁協組織再編・経営強化対策事業
（漁協役職員人材育成補助）

漁協の組織経営改善を推進すべく、漁協役職員のレベ
ルアップを目的として、系統団体等が実施する研修に
要する経費に対して補助します。

千葉県漁業協同
組合連合会

750 農林水産部 団体指導課
水産指導検査

室
043-223-3077

補助金 県産米需要拡大促進支援事業

県産米の需要拡大を図るため、県産米需要拡大推進協
議会が行う新米キャンペーンの実施や、お米を使った
郷土料理の紹介等の消費拡大啓発の取組の一部を補助
します。

千葉県産米需要
拡大推進協議会

3,000 農林水産部 生産振興課 農産班 043-223-2887

補助金
農産産地支援事業
（優良産地拡大支援事業）

米をはじめ麦、大豆、落花生などの産地支援や優良種
子の生産振興を図るため、必要な機械施設の整備に要
する経費の一部を補助します。

市町村 30,000 農林水産部 生産振興課 農産班 043-223-2883

補助金 千葉県農産産地パワーアップ事業
農業者等が高収益な作物・栽培体系に転換を図るため
に行う乾燥調製施設の整備や農業機械のリース等に要
する経費の一部を補助します。

市町村 210,000 農林水産部 生産振興課 水田農業班 043-223-2891

補助金 千葉米改良協会事業活動費補助金
稲、麦及び大豆の優良種子の生産確保及び円滑な流通
の推進のほか、良質米生産や流通改善などの活動に要
する経費の一部を補助します。

千葉米改良協会 6,360 農林水産部 生産振興課 農産班 043-223-2887

補助金
飼料用米等拡大支援事業
（飼料用米等生産支援事業）

飼料用米などの転作作物の作付けに要する経費の一部
を補助します。

市町村 329,100 農林水産部 生産振興課 水田農業班 043-223-2891

補助金
飼料用米等拡大支援事業
（担い手水田利活用高度化対策事業）

ブロックローテーションなどの集団転作の取組みに要
する経費の一部を補助します。

市町村 151,500 農林水産部 生産振興課 水田農業班 043-223-2891

補助金
飼料用米等拡大支援事業
（米政策改革推進事業）

千葉県農業再生協議会が実施する飼料用米等の生産拡
大に向けた推進活動等に係る経費の一部を補助しま
す。

千葉県農業再生
協議会

765 農林水産部 生産振興課 水田農業班 043-223-2891

補助金 飼料用米・加工用米等流通加速化事業

飼料用米や米粉用米等の生産拡大を図るため、配合飼
料会社等から求められているフレキシブルコンテナ
バッグ用計量ユニット等の整備に要する経費の一部を
補助します。

市町村 15,000 農林水産部 生産振興課 水田農業班 043-223-2891
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補助金
「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業
（生産力強化支援型）

園芸産地の生産力を強化するため、園芸用ハウスの整
備や規模拡大のための省力化機械の導入に要する経費
の一部を補助します。

市町村 300,000 農林水産部 生産振興課 園芸振興室 043-223-2882

補助金
「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業
（園芸施設リフォーム支援型）

老朽化や遊休化した園芸用ハウス等を改修し生産力を
向上させるために必要な経費の一部を補助します。

市町村 30,000 農林水産部 生産振興課 園芸振興室 043-223-2882

補助金
「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業
（スマート農業推進型）

ICT等の活用により生産性を向上させる「スマート農
業」を推進するため、園芸施設や露地栽培で使用する
スマート農業機器等の導入について支援します。

市町村 20,000 農林水産部 生産振興課 園芸振興室 043-223-2882

補助金 千葉県園芸産地パワーアップ事業

農業者等が生産コストの低減や高収益な作物・栽培体
系に転換を図るために行う集出荷施設の整備や農業機
械の導入及びリース等に要する経費の一部を補助しま
す。

市町村 976,000 農林水産部 生産振興課 園芸振興室 043-223-2882

補助金 園芸生産拡大支援事業
露地野菜等の生産力強化のため、耕作放棄地を再生
し、園芸作物の規模拡大を図る取組について、必要な
機械整備に要する経費の一部を補助します。

市町村 18,000 農林水産部 生産振興課 園芸振興室 043-223-2882

補助金
ちばの園芸産地活性化支援事業
（園芸産地強化・連携支援）

園芸農業の競争力強化を図るため、千葉県園芸協会が
行う人材育成や品目別協議会の運営など、産地間連携
の推進や販売力の強化を図る取組に補助します。

（公社）千葉県園
芸協会

10,000 農林水産部 生産振興課 園芸振興室 043-223-2882

補助金 園芸用廃プラスチック処理対策推進事業
千葉県園芸用プラスチックリサイクルセンターでリサ
イクルされる園芸用廃プラスチック処理に要する経費
の一部を補助します。

市町村 29,340 農林水産部 生産振興課 園芸振興室 043-223-2827

補助金 野菜価格安定対策事業
野菜の安定供給のために、野菜価格低落時に生産者に
交付される価格差補給交付金の資金造成に要する経費
の一部を補助します。

（公社）千葉県園
芸協会

160,000 農林水産部 生産振興課 園芸振興室 043-223-2882

補助金 ケブカトラカミキリ被害拡大防止事業
ケブカトラカミキリによるイヌマキ被害の拡大防止を
図るため、市町村が行う防除対策に必要な経費につい
て補助します。

市町村 1,000 農林水産部 生産振興課 園芸振興室 043-223-2871
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補助金 スマート農業技術高度化産地支援事業

施設園芸におけるスマート農業機器の導入効果をより
高めるため、スマート農業機器を導入した農家に対す
る、コンサルタントの活用や研修会の開催について支
援します。

生産者団体等 2,500 農林水産部 生産振興課 園芸振興室 043-223-2882

補助金 園芸産地における事業継続強化対策
台風・大雪等の災害による被害を防止するため、農家
が行う補強対策等に係る経費の一部を補助します。

市町村 13,807 農林水産部 生産振興課 園芸振興室 043-223-2882

補助金
地域発ブランド化推進事業
（ちばの「食」産業連絡協議会事業）

県産農林水産物のブランド化を推進するため、産学官
で構成されるちばの「食」産業連絡協議会が行う販路
開拓や新商品の開発等の取組に要する経費の一部を補
助します。

ちばの「食」産業
連絡協議会

1,700 農林水産部 流通販売課
販売・輸出促

進室
043-223-3085

補助金
地域発ブランド化推進事業
（千葉県地域ブランド化推進事業）

県産農林畜産物の知名度向上と活力ある地域づくりを
推進するため、ブランド化に必要な市場調査、アドバ
イザーの招へい等の運営経費の一部を補助します。

農協・生産者団
体・市町村・地域

協議会等
6,000 農林水産部 流通販売課

販売・輸出促
進室

043-223-3085

補助金
県産農林水産物輸出促進事業
（千葉の農林水産物輸出促進事業）

農林水産物の海外販売促進活動、輸出向け商品開発、
輸出環境整備等の取組に要する経費の一部を補助しま
す。

生産者団体、農
協・市町村等

22,000 農林水産部 流通販売課
販売・輸出促

進室
043-223-3086

補助金
県産農林水産物輸出促進事業
（千葉県農林水産品・食品輸出促進事業）

県産農林水産物・食品について、経済成長が著しく高
所得者が増えているアジア地域を中心に、海外見本市
への出展等を通じて輸出の促進を図る事業の経費を補
助します。

千葉ブランド農
水産物・食品輸

出協議会
5,500 農林水産部 流通販売課

販売・輸出促
進室

043-223-3086

補助金 ちば6次産業化ネットワーク活動事業
農林水産業の６次産業化等を推進するため、商品開
発・販路開拓の取組や加工・販売施設等の整備に対し
助成します。

農林漁業者、食
品事業者等

88,000 農林水産部 流通販売課
農業ビジネス

推進班
043-223-2889

補助金 卸売市場施設整備事業
安全・安心で効率的な市場流通システムを確立するた
め、農林水産物の高品質化や食品流通の合理化等に取
り組む公設地方卸売市場の整備に対し、支援します。

市町村 25,333 農林水産部 流通販売課
農業ビジネス

推進班
043-223-2963

補助金 農業経営多角化支援事業
地域の特産品を利用した6次産業化の取組により、農業
経営の多角化を図るため、加工・販売等に必要な施
設・機械等の整備に係る経費を補助します。

市町村 8,000 農林水産部 担い手支援課 経営体育成班 043-223-2905

補助金 経営体育成支援事業（国事業分）
「人・農地プラン」に位置付けられた中心経営体等が
経営改善などを目的に融資を受け、農業用機械等を導
入する場合の融資残の一部を補助します。

市町村 77,000 農林水産部 担い手支援課 経営体育成班 043-223-2905
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補助金 経営体育成支援事業（県単事業分）
経営体育成支援事業のうち、国事業では補助対象とな
らない大型農業機械等を運搬する積載車を融資を受け
て導入する場合に、融資残の一部を補助します。

市町村 9,000 農林水産部 担い手支援課 経営体育成班 043-223-2905

補助金 農業労働力対策事業(就業環境整備)
労働力の安定的な確保を図るため、新規に雇用を行う
農業法人等に対し、働く人が安心して農作業に取り組
める就業環境整備に係る経費を補助します。

市町村 2,000 農林水産部 担い手支援課 経営体育成班 043-223-2905

補助金 農業労働力対策事業(雇用条件改善)

本県農業の雇用労働力の安定的確保と経営規模の拡大
を促進するため、農業者が就業規則の制定や労働保険
の加入など雇用条件の改善に取り組んだ上で新たな雇
用をした場合に補助金を交付します。

認定農業者 10,000 農林水産部 担い手支援課 経営体育成班 043-223-2905

補助金 千葉県次世代につなぐ営農体系確立支援事業
本県の耕種品目の産地において新たな営農技術体系の
検討及びその実現に向けた具体的な戦略等を明確化す
る取組に対して補助します。

農業者等の協議
会

3,000 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-2984

補助金 ちばの次世代農業経営体育成事業
農業経営体の強化を図り、地域農業の担い手を育成す
るため、農業経営を法人化する取組に対して補助しま
す。

農業法人 3,000 農林水産部 担い手支援課 経営体育成班 043-223-2905

補助金 アグリウーマンイノベーション事業

女性農業者の能力の発揮等による農業の発展、地域経
済の活性化のため、地域を牽引する女性リーダーの育
成等社会参画の推進に向けた取組に対して補助しま
す。

女性農業者グ
ループ

3,000 農林水産部 担い手支援課
農業経営支援

班
043-223-2984

補助金
新規就農者等に対する資金支援
（経営発展支援事業）

就農後の経営発展を図るため、機械・設備等の導入に
対して補助します。

市町村 187,500 農林水産部 担い手支援課 就農支援班 043-223-2904

補助金 農業教育高度化事業
農業教育の高度化を図るため、農業教育機関等による
教育カリキュラムの強化や研修用機械の導入等に対し
て補助します。

農業教育機関等 12,000 農林水産部 担い手支援課 就農支援班 043-223-2904

補助金 農業委員会ネットワーク機構補助金
県の諮問機関として、法律に定められた事項について
の意見具申などを行う千葉県農業委員会ネットワーク
機構の運営等に必要な経費の一部を補助します。

千葉県農業委員
会ネットワーク機
構（（一社）千葉
県農業会議）

35,243 農林水産部
農地・農村振

興課
農地調整班 043-223-2831

補助金
イノシシ等有害獣被害防止対策事業
（獣害と戦う農村集落づくり事業）

イノシシ等による農作物被害の防止を図るため、集落
ぐるみで捕獲・防護体制を強化する取組に補助しま
す。

市町村
対策協議会

3,000 農林水産部
農地・農村振

興課
地域振興班 043-223-2858
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補助金
農地集積加速化促進事業
（機構事業費等）

担い手への農地集積を推進するため、農地の貸借の仲
介やマッチング支援などを行う農地中間管理機構の運
営費や借り上げた農地の賃料や管理費、市町村への業
務委託料などの経費を補助します。

（公社）千葉県園
芸協会

221,665 農林水産部
農地・農村振

興課
農地集積推進

室
043-223-2848

補助金
農地集積加速化促進事業
（機構集積協力金交付事業）

担い手への農地集積を推進するため、機構を通じて農
地を貸付けた地域や農業者に対し協力金を交付しま
す。

市町村 230,000 農林水産部
農地・農村振

興課
農地集積推進

室
043-223-2848

補助金
農地集積加速化促進事業
（合理化事業引継分）

農地保有合理化法人から継承した農地に係る管理費、
人件費に対して補助します。

（公社）千葉県園
芸協会

2,500 農林水産部
農地・農村振

興課
農地集積推進

室
043-223-2848

補助金 人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業
将来の地域農業の在り方について農業者等が話合い、
市町村が取りまとめて作成する人・農地プランについ
て、作成に係る経費を補助します。

市町村 11,000 農林水産部
農地・農村振

興課
農地集積推進

室
043-223-2862

補助金
農業集落排水事業
（農業集落排水施設整備事業）

農業用用排水の水質保全、農村生活環境の改善を図る
ための、し尿、生活排水の処理施設の整備に対して補
助します。

市町村 365,965 農林水産部
農地・農村振

興課
地域振興班 043-223-2858

補助金 農業基盤整備促進事業 農地・農業水利施設等の整備について補助します。
市町村・土地改

良区等
370,371 農林水産部

農地・農村振
興課

地域振興班 043-223-2858

補助金 農地耕作条件改善事業
農業基盤整備事業を活用した地域において、農地中間
管理機構による担い手への農地集積・集約化を図る場
合に補助します。

（公社）千葉県園
芸協会、市町村

等
142,151 農林水産部

農地・農村振
興課

農地集積推進
室

043-223-2848

補助金 中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業
中山間地域でふるさと保全指導員の指導のもと地域住
民により行われる、ため池や用排水路の維持保全等の
共同活動に対して補助します。

市町村 1,500 農林水産部
農地・農村振

興課
地域振興班 043-223-2858

補助金 農村地域運営組織の活動支援事業
中山間地域の農村において、農村地域運営組織の体制
整備及び組織が新たに行う地域住民活動の活性化に資
する取組に対して補助します。

市町村 3,000 農林水産部
農地・農村振

興課
地域振興班 043-223-2858

補助金 農地調整関係調査費補助金
農地等の利用調整を図るために、県農業会議が行う農
地関係調査費用の一部を補助します。

（一社）千葉県農
業会議

200 農林水産部
農地・農村振

興課
農地対策班 043-223-2836
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補助金 ジャンボタニシ緊急防除対策事業
「市町村ジャンボタニシ防除対策協議会」を設置し、
地域自らが「総合的な防除対策」を検討、実践、効果
を確認する取組に対して補助します。

市町村ジャンボ
タニシ防除対策

協議会
68,150 農林水産部

安全農業推進
課

肥料・農薬班 043-223-2888

補助金
「環境にやさしい農業」推進事業
（「環境にやさしい農業」技術導入支援）

エコファーマー、「ちばエコ農業」又は有機農業者の
生産者団体等が実施する技術導入に伴う機械、施設及
び資材に係る経費の一部を補助します。

市町村 4,000 農林水産部
安全農業推進

課
環境農業推進

室
043-223-2773

補助金
「環境にやさしい農業」推進事業
（ＣＯ２ゼロエミッション技術支援）

野菜などの作付けの間の休閑期に緑肥を栽培し地中に
すき込むことにより、土壌への炭素貯留を促進し、化
学肥料・化学合成農薬の使用量の削減に取り組む産地
に対し経費の一部を助成します。

農業者団体 4,000 農林水産部
安全農業推進

課
環境農業推進

室
043-223-2773

補助金
千葉県農業生産工程管理推進事業
（千葉県農業生産工程管理支援事業）

ちばＧＡＰ実践者等に対し、国際水準GAP認証取得のた
めの環境整備や審査費用を定額で補助します。

農業者等 780 農林水産部
安全農業推進

課
環境農業推進

室
043-223-2773

補助金 ちば食育活動促進事業
シンポジウムの開催や食文化継承のための取組など、
市町村や民間団体が取り組む食育活動の経費の一部を
補助します。

市町村等 700 農林水産部
安全農業推進

課
食育推進班 043-223-3092

補助金 有機農業産地づくり推進事業

有機農業の団地化や学校給食での利用など、有機農業
の生産から消費まで一貫して、農業者のみならず事業
者や住民を巻き込んで推進する取組の試行や体制づく
りに対し補助します。

市町村等 20,000 農林水産部
安全農業推進

課
環境農業推進

室
043-223-2773

補助金 土地改良区体制強化事業

土地改良事業団体連合会が行う換地処分等促進対策並
びに土地改良区への管理・運営指導及び財務管理強化
研修等に要する経費、土地改良区の統合に要する経費
を補助します。

千葉県土地改良
事業団体連合
会・土地改良区

20,976 農林水産部 耕地課 管理指導班 043-223-2781

補助金 土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業

土地改良施設の電気機器等に含まれていたＰＣＢ廃棄
物の処分を行うための収集運搬に要する経費、ＰＣＢ
含有塗膜の濃度調査及び処分に要する経費を補助しま
す。

市町村・土地改
良区

3,000 農林水産部 耕地課 管理指導班 043-223-2851

補助金 北総中央用水土地改良区運営費補助金
県が進めている土地改良施設の整備が完了し、土地改
良区が受益者に対して賦課金を徴収するまでの間、土
地改良区の運営に要する経費を補助します。

北総中央用水土
地改良区

9,500 農林水産部 耕地課 事業計画室 043-223-2869

補助金 土地改良施設維持管理費補助事業
印旛沼排水機場等の維持管理に要する経費の一部を補
助します。

印旛沼土地改良
区

8,000 農林水産部 耕地課 管理指導班 043-223-2851
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補助金 国営造成施設管理体制整備促進事業
国が造成した土地改良施設の管理体制の整備に対する
経費を補助します。

土地改良区 51,250 農林水産部 耕地課 管理指導班 043-223-2851

補助金 経営体育成促進換地等調整事業
換地業務の推進を図るために土地改良事業採択前の農
地や地権者の事前調査や調整に要する経費を補助しま
す。

市町村・土地改
良区

54,400 農林水産部 耕地課 基盤整備室 043-223-2855

補助金 土地改良施設維持管理適正化事業
土地改良施設の維持補修のために土地改良区が積み立
てる基金の一部を補助します。

千葉県土地改良
事業団体連合会

297,570 農林水産部 耕地課 管理指導班 043-223-2851

補助金 地域農業水利施設ストックマネジメント事業
老朽化した土地改良施設のうち、団体営事業等で造成
された農業水利施設について、施設の長寿命化などを
図るための経費を補助します。

土地改良区 219,100 農林水産部 耕地課 基盤整備室 043-223-2856

補助金 農業水利施設保全合理化事業
農業用用排水施設の機能診断及び保全計画の策定に伴
う経費を補助します。

市町村 113,000 農林水産部 耕地課 基盤整備室 043-223-2856

補助金
経営体育成基盤整備事業
（農業経営高度化支援事業）

農業生産基盤整備事業により一定以上の農地の集積を
行った地元に対して、事業費の償還に要する経費を補
助します。

市町村・土地改
良区

214,290 農林水産部 耕地課 基盤整備室 043-223-2855

補助金
震災対策農業水利施設整備事業
（ため池・農業用ダム）

大規模地震による被災時に周辺地域への影響が大きい
ため池及び農業用ダムについて、ハザードマップ作成
に要する経費を補助します。

市原市ほか 68,000 農林水産部 耕地課 農地防災班 043-223-2893

補助金 団体営農業用施設等災害復旧事業
被災農地及び農業用施設の原状回復に要する経費を補
助します。

市町村・土地改
良区

414,070 農林水産部 耕地課 農地防災班 043-223-2893

補助金 農道整備事業
農道整備事業により造成された既設農道橋の耐震化対
策整備工事等を行うための経費を補助します。

山武市ほか 138,400 農林水産部 耕地課 基盤整備室 043-223-2856

補助金
震災対策農業水利施設整備事業
（農道の橋りょう部分）

生活道路としても機能する農道に架かる橋りょうの耐
震性の点検や調査に要する経費を補助します。

銚子市 7,700 農林水産部 耕地課 基盤整備室 043-223-2856
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補助金 農地中間管理機構関連農地整備事業
農地利用集積のための調査・調整事業に要する経費を
補助します。

市町村・土地改
良区

900 農林水産部 耕地課 基盤整備室 043-223-2855

補助金
畜産技術浸透体制確立事業
（共進会補助）

畜産の技術水準の向上とその普及浸透を図るために行
う共進会に係る経費の一部を補助します。

千葉県酪農農業
協同組合連合会

外
880 農林水産部 畜産課 生産振興班 043-223-2939

補助金
地域畜産総合支援体制整備事業
（畜産コンサルタント等設置事業）

畜産経営技術に係る支援指導を円滑に推進するために
設置する、経営診断・分析・指導等を実際に担当する
畜産コンサルタントに係る経費の一部を補助します。

（公社）千葉県畜
産協会

1,463 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2927

補助金
県産畜産物販売力強化事業
（県産牛肉ブランド力向上対策事業）

県産牛肉の知名度向上や、一元出荷体制構築のためチ
バザビーフの販売促進活動に係る経費の一部を補助し
ます。

チバザビーフ協
議会

900 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2927

補助金 肉豚生産安定対策事業
豚枝肉価格の下落時に養豚農家に対し補てん金を交付
する事業において、農家が負担する積立金の一部を助
成し、養豚農家の経営安定を図ります。

（公社）千葉県畜
産協会

45,872 農林水産部 畜産課 企画経営室 043-223-2927

補助金 さわやか畜産総合展開事業

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する
法律の管理基準に沿った適正な管理と、周辺地域との
調和を図るために必要な施設・機械の整備を行う経費
の一部を補助します。

市町村 5,440 農林水産部 畜産課 環境飼料班 043-223-2944

補助金
飼料用米等拡大支援事業
（飼料生産拡大整備支援事業）

耕作放棄地を飼料畑等へ再生利用し、自給飼料生産基
盤を拡大する飼料生産集団や飼料生産受託組織（コン
トラクター）に対して共同利用機械の整備を行う経費
の一部を補助します。

市町村 42,000 農林水産部 畜産課 環境飼料班 043-223-2943

補助金 粗飼料土地2倍利用型生産推進事業

限られた農地を有効活用し、自給飼料作物の収穫量の
向上を図るため、飼料生産者集団等に対して二期作及
び二毛作の面積拡大に要する経費の一部を補助（定
額）します。

飼料生産者集団 2,023 農林水産部 畜産課 環境飼料班 043-223-2943

補助金 ちばの畜産夏季生産性向上対策普及事業
暑熱対策を講じるため、牛舎に遮熱材を施工する経費
の一部を補助します。

千葉県酪農農業
協同組合連合会

5,000 農林水産部 畜産課 生産振興班 043-223-2939

補助金
乳牛改良促進事業
（乳用牛群検定普及定着化事業）

牛群検定事業の推進のために要する器材費などの経費
の一部を補助します。

千葉県酪農農業
協同組合連合会

7,200 農林水産部 畜産課 生産振興班 043-223-2939
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補助金
スマート畜産推進事業
（酪農導入支援事業）

酪農家の長時間労働の改善のため、ＩＣＴやＡＩによ
る情報収集・分析技術、ロボット化等による自動化技
術を導入するなど、作業時間の短縮や生産性の向上を
図る取組を支援します。

千葉県酪農農業
協同組合連合会

10,000 農林水産部 畜産課 生産振興班 043-223-2939

補助金
スマート畜産推進事業
（繁殖成績向上のためのＩＣＴ機器導入）

和牛の繁殖の成績を向上させるため、スマート農業機
器の導入を支援します。

千葉県肉牛生産
農業協同組合

3,000 農林水産部 畜産課 生産振興班 043-223-2939

補助金
肉用牛ブランド力向上対策事業
（繁殖雌牛改良促進事業）

県内肥育牛の枝肉データの収集及び育種価情報を活用
した改良指導を行うための経費の一部を補助します。

千葉県肉牛生産
農業協同組合

850 農林水産部 畜産課 生産振興班 043-223-2939

補助金
肉用牛ブランド力向上対策事業
（受精卵活用増頭推進事業）

繁殖和牛の増頭を図るために乳牛等に和牛受精卵を移
植する経費の一部を補助します。

千葉県肉牛生産
農業協同組合

6,800 農林水産部 畜産課 生産振興班 043-223-2939

補助金
肉用牛ブランド力向上対策事業（優良雌牛選抜促
進事業）

優秀な繁殖後継牛の増頭を促進するため、ゲノミック
評価を活用し早期に遺伝的能力を把握する取組や、繁
殖雌牛の改良スピードを向上させるため、優秀と判定
した雌牛から受精卵を採卵する取組に対し経費の一部
を補助します。

千葉県肉牛生産
農業協同組合

3,500 農林水産部 畜産課 生産振興班 043-223-2939

補助金
ちばの酪農ワークスタイル変革推進事業
（酪農ヘルパー傷病時利用支援事業）

酪農家の傷病発生時の負担軽減及び経営の継続を図る
ため、傷病を理由として酪農ヘルパーを利用した場合
の生産者負担分の一部を補助します。

千葉県酪農農業
協同組合連合会

2,000 農林水産部 畜産課 生産振興班 043-223-2939

補助金
ちばの酪農増産支援事業
（乳量向上推進事業）

乳量を向上させるため、繁殖成績の悪い乳牛を新たな
乳牛に更新する取組に対し補助します。

千葉県酪農農業
協同組合連合会

8,100 農林水産部 畜産課 生産振興班 043-223-2939

補助金 家畜衛生指導総合推進事業 養豚農場における防護柵の設置に対し補助します。
市町村、養鶏関

係団体
13,300 農林水産部 畜産課

家畜衛生対策
室

043-223-2938

補助金
森林計画推進事業
（森林経営計画推進事業）

計画的な森林整備を推進するため、森林組合等が森林
経営計画を作成するのに必要な経費に対し補助しま
す。

市町村、森林組
合等

1,500 農林水産部 森林課 森林政策室 043-223-3684
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補助金
林業普及指導事業
（木育の推進）

次代を担う子供たちの木材に対する理解を深めるた
め、木工作品コンクールの開催に対して補助します。

（一社）千葉県木
材振興協会

190 農林水産部 森林課
森林経営管理

室
043-223-2966

補助金
森林・林業担い手確保・育成対策事業
（林業労働力確保支援センター事業）

千葉県林業労働力確保支援センターが実施する林業就
業者への技能指導や林業事業体の経営合理化指導等に
関する経費を補助します。

千葉県林業労働
力確保支援セン

ター
1,464 農林水産部 森林課

森林経営管理
室

043-223-2966

補助金
森林・林業担い手確保・育成対策事業
（林業労働力確保支援センター事業）

林業未経験の就業希望者を対象に、林業の仕事の体験
会の実施と認定林業事業主を集めた就業面談会の開催
に対して補助します。

千葉県林業労働
力確保支援セン

ター
4,536 農林水産部 森林課

森林経営管理
室

043-223-2966

補助金
森林・林業担い手確保・育成対策事業
（林業労働力安全衛生対策事業）

林業労働災害を防止するため、安全衛生指導員による
作業現場の巡回指導、振動障害防止の特殊健康診断、
蜂刺傷災害対策の経費を補助します。

林業・木材製造
業労働災害防止
協会千葉県支部

400 農林水産部 森林課
森林経営管理

室
043-223-2966

補助金
森林・林業担い手確保・育成対策事業
（高性能林業機械等レンタル支援事業）

基金を活用し、高性能林業機械等のレンタル費の一部
を補助します。

認定林業事業主 24,000 農林水産部 森林課
森林経営管理

室
043-223-2966

補助金
森林・林業担い手確保・育成対策事業
（林業就業者定着支援事業）

基金を活用し、認定林業事業主が就業者の資格取得や
安全装備等の経費を負担する取組を補助します。

認定林業事業主 5,516 農林水産部 森林課
森林経営管理

室
043-223-2966

補助金
シイタケ等特用林産物生産の早期復興支援事業
（しいたけ原木緊急確保事業）

東日本大震災の影響を受けた特用林産物の復興に資す
るため、原木しいたけの収穫期までに必要となる生産
資材の購入にかかる費用を補助します。

森林組合等 29,410 農林水産部 森林課
森林経営管理

室
043-223-2966

補助金 サンブスギ林総合対策事業
スギ非赤枯性溝腐病の被害林の再生に必要な森林整備
及びそれにより生産される木材の運搬に対して補助し
ます。

市町村 86,279 農林水産部 森林課 森林整備班 043-223-3630

補助金
森林整備事業
（森林吸収源対策間伐促進事業）

森林による二酸化炭素吸収量確保のため、計画的かつ
集約的な間伐に要する経費に対して補助します。

森林組合等 47,880 農林水産部 森林課 森林整備班 043-223-3630
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補助金
森林整備事業
（竹林拡大防止事業）

計画的な森林整備を進めるために作成された森林経営
計画等の区域内の放置竹林に対し、植栽を前提とした
伐竹及びその整理に要する経費を補助します。

森林組合等 13,805 農林水産部 森林課 森林整備班 043-223-3630

補助金
森林整備事業
（造林・保育事業）

森林の有する①地球温暖化防止効果、②水源涵養、③
自然環境の保全、④木材・林産物の供給等の多面的な
機能を高度に発揮させるため、適正な森林整備に要す
る経費に対して補助します。

森林組合、森林
所有者等

189,404 農林水産部 森林課 森林整備班 043-223-3630

補助金
森林整備事業
（災害に強い森づくり事業）

道路・電線等の重要インフラ施設に近接する森林にお
いて、風倒木や土砂流出等による施設への被害未然防
止につながる森林整備に要する経費に対して補助しま
す。

市町村 39,387 農林水産部 森林課 森林整備班 043-223-3630

補助金
森林整備事業
（県単森林整備事業）

国の森林整備事業の採択規模に満たない、小規模な森
林整備に要する経費に対して補助します。

市町村 12,748 農林水産部 森林課 森林整備班 043-223-3630

補助金 小規模治山緊急整備事業
集中豪雨や地震等で発生した山地災害の復旧や林地の
保全のため、市町村が実施する小規模な治山事業の経
費の一部を補助します。

市町村 33,000 農林水産部 森林課
治山・保安林

班
043-223-2962

補助金
緑化推進事業
（緑化推進委員会運営費）

県土の緑化推進を図るため、（公社）千葉県緑化推進
委員会の運営費の一部を補助します。

（公社）千葉県緑
化推進委員会

6,200 農林水産部 森林課 森林政策室 043-223-2951

補助金
緑化推進事業
（みどりの少年団育成強化対策事業）

子供達が自然に親しむ活動を行うことを目的とした
「みどりの少年団」の結成を促進し、育成を図るため
の経費に対して補助します。

（公社）千葉県緑
化推進委員会

550 農林水産部 森林課 森林政策室 043-223-2951

補助金
県民の森事業
（用地確保）

船橋市が船橋県民の森用地として賃借する経費の一部
を補助します。

船橋市 9,000 農林水産部 森林課 県有林班 043-223-2947

補助金
さとやま整備・活用促進事業（森林環境教育の森整
備事業）

森林環境教育に取り組むNPO等において外部から参加者
を受け入れるために必要な準備に係る経費を補助しま
す。

NPOほか 2,000 農林水産部 森林課 森林政策室 043-223-2951

補助金
林道施設災害復旧事業
（県単）

市町村の管理する林道において、台風、集中豪雨等で
被災した林道施設を復旧するに当り、国の補助採択基
準に満たない場合、その経費の一部を県単独で補助し
ます。

市町村 21,600 農林水産部 森林課 森林整備班 043-223-3630
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補助金 林道施設災害復旧事業
市町村の管理する林道において、台風、集中豪雨等で
被災した林道施設を復旧する場合で、国の補助採択基
準を満たすものについて、経費の一部を補助します。

市町村 14,000 農林水産部 森林課 森林整備班 043-223-3630

補助金
ちばの木生産流通拡大総合対策事業
（ちばの木の香る街づくり推進事業）

多くの県民の目に触れる施設の内装の木質化や木製品
の導入に要する費用を補助します。

市町村等 25,000 農林水産部 森林課
森林経営管理

室
043-223-2966

補助金
森林・林業担い手確保・育成対策事業
（高性能林業機械オペレーター養成事業、危険木
処理技術者育成事業）

基金を活用し、森林整備の効率化のためのオペレー
ターの早期養成と危険木の伐採などの高度技術者の育
成に係る経費を補助します。

千葉県森林組合
連合会

14,200 農林水産部 森林課
森林経営管理

室
043-223-2966

補助金 ナラ枯れ被害対策事業
当年度に発生したナラ枯れ被害木のくん蒸処理等に係
る経費に対して補助します。

市町村 1,125 農林水産部 森林課 森林整備班 043-223-3630

補助金 東京湾漁業総合対策事業
東京湾漁業を活力ある生産体制に育成するため、漁業
協同組合等が行う近代化施設、海難予防施設等の整備
に対して補助します。

市町村・県漁連 47,275 農林水産部 水産課 振興班 043-223-3051

補助金
東京湾漁業総合対策事業
（海底障害物除去事業）

漁業操業の安全確保を目的に、千葉県漁業協同組合連
合会が行う漁業操業上の支障となる海底障害物の確認
調査及び除去に対して補助します。

県漁連 10,001 農林水産部 水産課 振興班 043-223-3051

補助金
東京湾漁業総合対策事業
（千葉県産ノリ販売促進支援事業）

東京湾の主要な水産物の一つであるノリについて、千
葉県漁業協同組合連合会が行う販売促進の取組に対し
て補助します。

県漁連 400 農林水産部 水産課 流通加工班 043-223-3045

補助金
漁業操業円滑化促進事業
（他県海面操業調整対策事業費補助金）

漁業者の県外漁場における円滑な操業の確保等を図る
ため、千葉県漁業協同組合連合会が行うさば漁業等の
漁業調整活動に対して補助します。

県漁連 319 農林水産部 水産課 漁船漁業班 043-223-3034

補助金
東京湾漁業総合対策事業
（製品規格対策促進事業）

乾のりの品質・規格の統一及び流通の合理化を目的
に、千葉県漁業協同組合連合会が行う自主検査に対し
て補助します。

県漁連 17,405 農林水産部 水産課 振興班 043-223-3051

補助金 海産哺乳類混獲等管理促進事業
海産哺乳類が定置網等に混獲され、又は海岸に座礁等
した場合に、市町村等が実施する救出、埋設又は焼却
等の処置に要する経費の一部を助成します。

市町村
漁協

160 農林水産部 水産課 漁船漁業班 043-223-3034
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補助金
水産物販売流通消費総合対策事業
（水産バリューチェーン構築実証事業）

「千葉のさかな」のブランド力を高めるため、千葉ブ
ランド水産物認定事業者や生産者が行う製品改良、販
売促進等の取組に対して補助します。

認定事業者等 2,000 農林水産部 水産課 流通加工班 043-223-3045

補助金
水産物販売流通消費総合対策事業
（加工・流通・販売促進対策事業）

千葉県シーフード普及促進協議会が行う県産水産物の
PRを図るためのイベント出展に対して補助します。

千葉県シーフー
ド普及促進協議

会
500 農林水産部 水産課 流通加工班 043-223-3045

補助金
漁船漁業経営改善指導事業
（漁業経営基盤強化指導事業）

経営能力に優れた漁業者の育成を図り経営指導を行う
ため、（公財）千葉県水産振興公社等が行う漁業経営
基盤強化指導事業に要する経費に対して補助します。

（公財）千葉県水
産振興公社

4,287 農林水産部 水産課 企画指導室 043-223-3041

補助金
浜の活力再生プラン推進支援事業
（水産業強化施設整備支援事業）

漁業者の所得向上により浜の活性化を目指す浜の活力
再生プランの着実な実行を支援するため、本プランに
位置付けられた施設整備に対して補助します。

市町村 119,169 農林水産部 水産課 流通加工班 043-223-3045

補助金 拠点漁港機能強化事業
水産物の流通拠点となる漁港において、市場機能を強
化し産地間競争力を確保するため、衛生管理型荷さば
き施設の整備に要する経費の一部を補助します。

市町村 168,177 農林水産部 水産課 流通加工班 043-223-3045

補助金
生産拠点漁港市場機能強化事業
（民生安定施設整備事業）

高品質で安全な水産物を供給するとともに、漁業者の
所得向上を図るため、衛生管理機能を強化した荷さば
き所の整備に対して補助します。

市町村 101,381 農林水産部 水産課 流通加工班 043-223-3045

補助金 農山漁村振興交付金事業
漁業協同組合等が実施する地域活性化のための施設整
備に対し補助します。

市町村 46,380 農林水産部 水産課 振興班 043-223-3051

補助金 のり漁場油濁監視事業
油濁事故に伴うノリ養殖被害の軽減を図るため、漁協
が実施する船舶を使用した漁場の監視活動に対し補助
します。

市町村 4,140 農林水産部 漁業資源課
漁場環境整備

班
043-223-3039

補助金
東京湾漁場環境改善事業（漁場改良設備整備事
業）

千葉県漁業協同組合連合会が実施する貝類漁場の底質
改善を目的としたトラクターの整備について、経費の
一部を補助します。

千葉県漁業協同
組合連合会

4,248 農林水産部 漁業資源課 栽培漁業班 043-223-3035

補助金
水産多面的機能発揮対策事業
（干潟保全活動支援事業）

東京湾の二枚貝漁業資源の増大に向け、漁業者等で構
成される活動グループが実施する、干潟等の保全の活
動等に対して補助します。

千葉県水産多面
的機能発揮対策

地域協議会
34,044 農林水産部 漁業資源課

漁場環境整備
班

043-223-3039
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補助金
水産多面的機能発揮対策事業
（藻場保全活動支援事業）

アワビやサザエ等磯根資源の増大に向け、漁業者等で
構成される活動グループが実施する、藻場の保全の活
動等に対して補助します。

千葉県水産多面
的機能発揮対策

地域協議会
994 農林水産部 漁業資源課

漁場環境整備
班

043-223-3039

補助金
水産多面的機能発揮対策事業
（内水面環境保全活動支援事業）

河川・湖沼環境の維持・保全・改善を目的として漁業
者等で構成される活動グループが実施する、清掃保全
活動等に対して補助します。

千葉県水産多面
的機能発揮対策

地域協議会
300 農林水産部 漁業資源課

漁場環境整備
班

043-223-3039

補助金
栽培漁業総合推進事業
（栽培漁業推進体制整備促進事業）

千葉県水産振興公社が行うマダイ・ヒラメの中間育成
やクルマエビの種苗生産、栽培漁業推進体制の強化等
に要する経費に対して補助します。

（公財）千葉県
水産振興公社

27,900 農林水産部 漁業資源課 栽培漁業班 043-223-3035

補助金
アワビ増産総合対策事業
（収益向上型輪採漁場整備促進事業）

アワビ資源の増大を図るため、漁協が実施する収益向
上型のアワビ輪採漁場の整備に要する経費に対して補
助します。

市町村 21,942 農林水産部 漁業資源課 栽培漁業班 043-223-3035

補助金
磯焼け緊急対策事業
（藻場消失対策取組支援事業）

磯焼けにより藻場の衰退の著しい内房海域において、
漁業者が実施する藻場の回復の取組に必要な資材等の
購入に対し補助します。

市町村 1,050 農林水産部 漁業資源課
漁場環境整備

班
043-223-3039

補助金 ノリ種苗供給施設管理事業
ノリ養殖業の生産安定を図るため、千葉県水産振興公
社が実施するノリ養殖種苗の生産に要する経費に対し
て補助します。

（公財）千葉県
水産振興公社

6,000 農林水産部 漁業資源課 栽培漁業班 043-223-3035

補助金
外洋性貝類種苗放流支援事業
（サザエ増産体制促進事業）

内房地区の重要な貝類であるサザエ資源の増大を図る
ため、漁協が実施するサザエ種苗の放流に要する経費
に対して補助します。

市町村 1,230 農林水産部 漁業資源課 栽培漁業班 043-223-3035

補助金
外洋性貝類種苗放流支援事業
（外海砂浜性貝類種苗放流事業）

漁協が実施する外海砂浜性貝類（チョウセンハマグリ
やダンベイキサゴ）種苗の放流に要する経費に対し補
助します。

市町村 1,160 農林水産部 漁業資源課 資源管理班 043-223-3037

補助金
ノリ養殖業総合対策事業
（食害防除対策支援事業）

ノリ養殖業の食害防除に係る労力の削減を図るため、
漁協が実施する省力型防除ネットの導入に要する経費
に対して補助します。

市町村 10,168 農林水産部 漁業資源課 栽培漁業班 043-223-3035

補助金
ノリ養殖業総合対策事業
（ノリ食害対策推進事業）

ノリ養殖業のクロダイ等魚類による食害を軽減するた
め、千葉県漁連が実施する個体数調整の取組に要する
経費に対して補助します。

千葉県漁業協同
組合連合会

3,750 農林水産部 漁業資源課 栽培漁業班 043-223-3035

123 / 166 ページ



令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

補助金
アサリ漁業総合対策事業
（アサリ食害対策事業）

鳥類によるアサリ食害対策として、漁協が実施する鳥
類の追い払い等の取組に要する経費に対して補助しま
す。

市町村 361 農林水産部 漁業資源課 栽培漁業班 043-223-3035

補助金
アサリ漁業総合対策事業
（アサリ稚貝越冬緊急対策事業）

漁場に発生した稚貝の冬季減耗軽減を図るため、漁協
が実施する囲い網の設置や陸上飼育など稚貝の保護に
要する経費に対して補助します。

市町村 1,078 農林水産部 漁業資源課 栽培漁業班 043-223-3035

補助金
東京湾貝類資源増産対策事業
（沖合貝類資源増産体制促進事業）

高級二枚貝のミルクイ資源の増大を図るため、漁協が
実施するミルクイ種苗生産及び中間育成に要する経費
に対して補助します。

市町村 800 農林水産部 漁業資源課 栽培漁業班 043-223-3035

補助金
東京湾貝類資源増産対策事業
（カキ養殖導入促進）

カキ資源の有効活用に向けて漁協が実施するカキ養殖
試験に必要な施設整備に要する経費に対して補助しま
す。

市町村 902 農林水産部 漁業資源課 栽培漁業班 043-223-3035

補助金
内水面漁業を活用した地域振興支援事業
（しらすうなぎ採捕体制維持事業）

しらすうなぎ需給体制を維持するため、採捕者・仲買
業者・養鰻業者・千葉県内水面漁連を構成員とする
「千葉県しらすうなぎ需給委員会」が行う需給調整事
業に要する経費に対し補助します。

千葉県しらすうな
ぎ需給委員会

180 農林水産部 漁業資源課 資源管理班 043-223-3037

補助金
内水面資源造成・漁場環境保全調整事業
（淡水魚かい類種苗放流事業）

内水面漁業資源の維持増大及び内水面漁業の振興を図
るため、内水面漁協が実施する種苗放流事業に要する
経費に対し補助します。

市町村 3,600 農林水産部 漁業資源課 資源管理班 043-223-3037

補助金
内水面資源造成・漁場環境保全調整事業
（害敵生物による漁業被害対策事業）

健全な内水面の保全・復元を図るため、千葉県内水面
漁連等が行うカワウ対策及び外来魚対策並びに内水面
利用者等への啓発普及等の事業に要する経費に対し補
助します。

千葉県内水面漁
業協同組合連合

会
672 農林水産部 漁業資源課 資源管理班 043-223-3037

補助金 市町村営漁港建設事業
各市町が行う漁港整備等において、国庫補助事業とし
て実施する場合は、費用の一部を県が補助します。

市町 93,250 農林水産部 漁港課 漁港整備班 043-223-3021

交付金 経営所得安定対策等推進事業
経営所得安定対策等の推進のため、千葉県農業再生協
議会及び市町村の事務経費の一部を交付します。

千葉県農業再生
協議会、市町村

206,000 農林水産部 生産振興課 水田農業班 043-223-2891

交付金
農産産地支援事業
（農産振興施設整備事業）

米・麦・大豆などの産地の競争力強化を図るため、農
協や農業生産法人等が導入する共同利用施設の整備等
に要する経費の一部を交付します。

市町村 21,000 農林水産部 生産振興課 水田農業班 043-223-2891
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交付金 ちば新農業人サポート事業

農業を志す新規参入希望者等に対し、千葉県での就農
に関する様々なアドバイスを行うための新規就農相談
センターを運営する千葉県青年農業者等育成センター
へ、交付金を交付します。

千葉県青年農業
者等育成セン
ター（千葉県園

芸協会）

12,000 農林水産部 担い手支援課 就農支援班 043-223-2904

交付金 力強い担い手育成事業
認定農業者など担い手の経営発展を支援するため、研
修会や相談業務などを行う千葉県担い手育成総合支援
協議会へ交付金を交付します。

千葉県担い手育
成総合支援協議

会
6,000 農林水産部 担い手支援課 経営体育成班 043-223-2905

交付金
農業次世代人材投資事業
（旧　青年就農者確保・育成給付金事業）

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就
農時の年齢が50歳未満となる研修中の就農予定者に対
し、資金を交付します。

個人 7,500 農林水産部 担い手支援課 就農支援班 043-223-2904

交付金
農業次世代人材投資事業
（旧　青年就農者確保・育成給付金事業）

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就
農時の年齢が50歳未満の独立・自営の新規就農者に対
し、市町村を経由して資金を交付します。

市町村 307,500 農林水産部 担い手支援課 就農支援班 043-223-2904

交付金
農業次世代人材投資事業
（旧　青年就農者確保・育成給付金事業）

農業次世代人材投資事業の円滑な実施を図るための推
進事務費を市町村に交付します。

市町村 5,300 農林水産部 担い手支援課 就農支援班 043-223-2904

交付金
新規就農者等に対する資金支援
（就農準備資金）

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就
農時の年齢が50歳未満となる研修中の就農予定者に対
し、資金を交付します。

個人 52,500 農林水産部 担い手支援課 就農支援班 043-223-2904

交付金
新規就農者等に対する資金支援
（経営開始資金）

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就
農時の年齢が50歳未満の独立・自営の新規就農者に対
し、市町村を経由して資金を交付します。

市町村 120,000 農林水産部 担い手支援課 就農支援班 043-223-2904

交付金
新規就農者等に対する資金支援
（市町村事務費）

新規就農者等に対する資金支援の円滑な実施を図るた
めの推進事務費を市町村に交付します。

市町村 2,650 農林水産部 担い手支援課 就農支援班 043-223-2904

交付金 機構集積支援事業（農業委員会）
農業委員会が行う農地等の利用関係の調整、農地の利
用状況調査、所有者等の利用意向調査等に要する経費
の一部を交付します。

市町村農業委員
会

37,384 農林水産部
農地・農村振

興課
農地調整班 043-223-2831

交付金 機構集積支援事業（農業委員会ネットワーク機構）
市町村域を超えた広域的な農地の利用調整活動、農業
委員等に対する研修等に要する経費の一部を交付しま
す。

千葉県農業委員
会ネットワーク機
構（（一社）千葉
県農業会議）

17,015 農林水産部
農地・農村振

興課
農地調整班 043-223-2831

125 / 166 ページ



令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

交付金 農業委員会交付金
市町村農業委員会の委員手当、職員設置費等の経費の
一部を交付します。

市町村農業委員
会

133,293 農林水産部
農地・農村振
興課

農地調整班 043-223-2831

交付金 農地利用最適化交付金
市町村農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進
委員の報酬の一部を活動実績等に応じて交付します。

市町村農業委員
会

233,605 農林水産部
農地・農村振
興課

農地調整班 043-223-2831

交付金 最適土地利用対策事業
地域ぐるみの話し合いを通じた最適土地利用計画及び
整備計画の策定費用等に対して交付します。

市町村等 2,000 農林水産部
農地・農村振
興課

農地集積推進
室

043-223-2862

交付金 最適土地利用対策事業
地域の話し合いに基づき計画された荒廃農地の有効活
用や粗放的利用を行うための整備費用等に対して交付
します。

市町村等 15,750 農林水産部
農地・農村振
興課

農地集積推進
室

043-223-2862

交付金
イノシシ等有害獣被害防止対策事業
（鳥獣被害防止総合対策交付金）

市町村の被害防止計画に基づき、捕獲機材の導入や技
術講習会の開催などの取組みに対し、交付金を交付し
ます。

市町村 68,000 農林水産部
農地・農村振
興課

地域振興班 043-223-2785

交付金
イノシシ等有害獣被害防止対策事業
（鳥獣被害防止総合対策交付金）

市町村の被害防止計画に基づき、侵入防護柵の設置に
係る経費の一部を交付します。

市町村 297,000 農林水産部
農地・農村振
興課

地域振興班 043-223-2785

交付金
イノシシ等有害獣被害防止対策事業
（処理加工施設整備支援事業）

野生獣肉の処理加工施設が適正な食肉処理を行うため
に必要な、金属探知機や急速凍結庫などの機器整備に
対して、交付金を交付します。

市町村 1,000 農林水産部
農地・農村振
興課

地域振興班 043-223-2858

交付金
多面的機能支払交付金事業
（農地維持支払）

農地が有する多面的な機能を維持するため、水路の泥
上げや農道の草刈などの活動に対して、交付金を交付
します。

市町村 744,600 農林水産部
農地・農村振
興課

地域振興班 043-223-2782

交付金
多面的機能支払交付金事業
（資源向上支払）

農村環境の保全や水路、農道などの軽微な修繕、長寿
命化を図る活動に対して、交付金を交付します。

市町村 767,100 農林水産部
農地・農村振
興課

地域振興班 043-223-2782

交付金
多面的機能支払交付金事業
（市町村推進費）

多面的機能支払交付金事業の円滑な実施を図るための
推進事務費を交付します。

市町村 86,000 農林水産部
農地・農村振
興課

地域振興班 043-223-2782
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交付金
多面的機能支払交付金事業
（協議会推進費）

多面的機能支払交付金事業の円滑な実施を図るための
推進事務費を交付します。

協議会 12,000 農林水産部
農地・農村振

興課
地域振興班 043-223-2782

交付金 中山間地域等直接支払交付金事業
中山間地域等において、農地が有する多面的機能を維
持するための活動に対して、交付金を交付します。

市町村 98,122 農林水産部
農地・農村振

興課
地域振興班 043-223-2858

交付金
中山間地域等直接支払交付金事業
（市町村推進費）

中山間地域等直接支払交付金の円滑な実施を図るた
め、市町村に推進事務費を交付します。

市町村 800 農林水産部
農地・農村振

興課
地域振興班 043-223-2858

交付金 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金
国有農地等の管理及び処分に関する事務等に係る必要
な経費の一部に対し交付金を交付します。

市町村 3,000 農林水産部
農地・農村振

興課
国有財産班 043-223-2839

交付金
中山間地域等直接支払交付金事業
（ルネッサンス市町村推進費）

中山間地域の振興に資する活動の円滑な実施を図るた
め、市町村に推進事務費を交付します。

市町村 150 農林水産部
農地・農村振

興課
地域振興班 043-223-2858

交付金
環境保全型農業直接支援対策事業
（環境保全型農業直接支払交付金）

農業者団体等が、化学肥料、化学合成農薬を2分の1以
上低減した上で、地球温暖化防止や生物多様性保全に
効果の高い営農活動に取り組む場合、取組面積に応じ
て交付金を交付します。

市町村 45,600 農林水産部
安全農業推進

課
環境農業推進

室
043-223-2773

交付金
環境保全型農業直接支援対策事業
（推進費）

環境保全型農業直接支援対策の円滑な実施を図るため
の推進事務費を交付します。

市町村 1,000 農林水産部
安全農業推進

課
環境農業推進

室
043-223-2773

交付金 森林・山村多面的機能発揮対策事業
地域住民等による森林整備や森林資源の利活用等につ
いて、国の交付金に上乗せして交付金を交付します。

千葉県里山林保
全整備推進地域

協議会
2,056 農林水産部 森林課 森林政策室 043-223-2951

負担金 災害直轄事業負担金
国が実施する河川等の災害復旧事業に対する県負担金
です。

国 100,000 県土整備部
県土整備政策

課
経理班 043-223-3106

負担金 安全運転管理者協議会負担金
土木事務所における各地区の安全運転管理者協議会の
負担金です。

安全運転管理者
協議会

360 県土整備部
県土整備政策

課
予算班 043-223-3105
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負担金 建設広報協会負担金

道路、治水、利水、住宅、都市施設等の国土建設事業
に関する広報活動を推進し、これらの諸事業に対する
国民の関心を高め、もって国土の保全と開発の推進に
寄与することを目的とした協議会への負担金です。

（一社）建設広報
協会

45 県土整備部
県土整備政策

課
経理班 043-223-3109

負担金 全国防災協会負担金
災害に関する事業の促進等を図る目的において設立し
た公益社団法人への負担金です。

（公社）全国防災
協会

520 県土整備部
県土整備政策

課
経理班 043-223-3106

負担金 各種講習会等参加負担金 各種講習会等への参加費を負担します。
（一社）全日本建
設技術協会等

422 県土整備部
県土整備政策

課
予算班 043-223-3105

負担金 内外情勢調査会負担金
内外情勢に関する情報の収集、調査、分析を行う（一
社）内外情勢調査会の年会費を負担します。

（一社）内外情勢
調査会

212 県土整備部
県土整備政策

課
経理班 043-223-3109

負担金
土木技術職員研修費
（外部研修参加費）

県土整備部内の土木技術職員が（一財）全国建設研修
センター等が開催する専門研修へ参加するための費用
を負担します。

（一財）全国建設
研修センター　等

1,800 県土整備部 技術管理課 企画調整班 043-223-3235

負担金 土木電算連絡協議会負担金
公共事業に係る設計積算の電子化等に関して情報交換
等の連絡調整に要する費用を負担します。

土木電算連絡協
議会

15 県土整備部 技術管理課 技術情報班 043-223-3503

負担金 CALS/EC推進事業負担金
公共事業のコスト削減や品質向上等効率化を目的とし
て行うCALS/ECに関し、電子納品や普及促進に要する費
用を負担します。

（公財）千葉県建
設技術センター

3,541 県土整備部 技術管理課 技術情報班 043-223-3503

負担金 各種講習会等参加負担金 業務上必要な講習会等への参加費用を負担します。
講習会等実施団

体
75 県土整備部 技術管理課 企画調整班 043-223-3461

負担金 千葉県魅力ある建設事業推進協議会負担金
活力と魅力ある建設業の実現に向け、建設業のイメー
ジアップに係る事業を検討・実施しています。県は会
員として負担金を負担します。

千葉県魅力ある
建設事業推進協

議会
384 県土整備部

建設・不動産
業課

建設業班 043-223-3110

負担金 全国建設工事紛争審査会連絡協議会負担金
各審査会相互間の情報交換、紛争処理経験の蓄積を通
じ、審査会制度の発展に大きな役割を果たしている協
議会の運営費を負担します。

全国建設工事紛
争審査会連絡協

議会
14 県土整備部

建設・不動産
業課

建設業班 043-223-3108
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部名 課名 室等名 電話番号
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区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 宅地建物取引業法主管者協議会分担金

宅地建物取引業法の施行について、国土交通省及び都
道府県相互の連携を密にし、法の適正かつ確実な運営
を図るため設置されている協議会の運営費として、各
県等が負担します。

宅地建物取引業
法主管者協議会

18 県土整備部
建設・不動産

業課
不動産業班 043-223-3294

負担金 千葉県公共用地対策協議会負担金
公共用地の取得に関し、その円滑な推進を図るため、
会員相互の連絡並びに調整及び調査・研究を行うこと
を目的とする協議会の運営費を負担します。

千葉県公共用地
対策協議会

43 県土整備部 用地課 企画指導室 043-223-3349

負担金 関東地区用地対策連絡協議会負担金
公共用地の取得に関し、関係機関の相互の連絡を図
り、用地取得の促進、補償に関する調査等を行うこと
を目的とする協議会の運営費を負担します。

関東地区用地対
策連絡協議会

3 県土整備部 用地課 企画指導室 043-223-3343

負担金 千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金
会員相互間の情報交換と登記事務担当者の能率向上を
図ることを目的とする協議会の運営費を負担します。

千葉県官公署登
記事務連絡協議

会
4 県土整備部 用地課 企画指導室 043-223-3115

負担金 研修負担金
職員の知識の習得を図るための研修への参加費用を負
担します。

関東地区用地対
策連絡協議会

16 県土整備部 用地課 企画指導室 043-223-3349

負担金
地方公務員等共済組合法に基づく地方公共団体
負担金

地方公務員等共済組合法に基づき県が負担します。
千葉県土地開発

公社
9,007 県土整備部 用地課 企画指導室 043-223-3349

負担金 土地調査員研修負担金
土地調査員の知識の習得を図るための研修への参加費
用を負担します。

（一財）全国建設
研修センター

33 県土整備部 用地課
土地取引調査

室
043-223-3289

負担金 千葉県国土調査推進協議会負担金
国土調査に関する事業の推進を図るため実務講習会等
を実施する協議会の運営費を負担します。

千葉県国土調査
推進協議会

80 県土整備部 用地課
土地取引調査

室
043-223-3251

負担金 研修負担金
地価調査に係る土地等の評価に関する総合的な知識を
習得するための研修への参加費用を負担します。

（一財）全国建設
研修センター

70 県土整備部 用地課
土地取引調査

室
043-223-3289
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部名 課名 室等名 電話番号
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区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金
東京湾環状道路並びに関連道路建設促進期成同
盟負担金

湾岸道路の早期建設及び関連する幹線道路の整備促進
を図ることを目的とする期成同盟への負担金です。

東京湾環状道路
並びに関連道路
建設促進期成同

盟

428 県土整備部 道路計画課
新湾岸道路

促進班
043-223-3119

負担金
首都圏中央連絡自動車道建設促進県民会議負担
金

首都圏中央連絡自動車道の早期整備を促進するための
キャンペーン、調査研究及び国等への要望活動等を行
うことを目的とする県民会議への負担金です。

首都圏中央連絡
自動車道建設促

進県民会議
4,500 県土整備部 道路計画課 圏央道促進班 043-223-3297

負担金
首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負
担金

千葉県内の首都圏中央連絡自動車道及び関連道路の建
設促進に努め、県土の均衡ある発展を図るとともに、
住民の福祉の向上に寄与することを目的とする期成同
盟への負担金です。

首都圏中央連絡
自動車道建設促
進期成同盟会

380 県土整備部 道路計画課 圏央道促進班 043-223-3297

負担金 常磐自動車道建設促進期成同盟会負担金
常磐自動車道の建設を促進し、その沿線地域における
産業、経済の発展並びに文化、資源の交流を図ること
を目的とする期成同盟への負担金です。

常磐自動車道建
設促進期成同盟

会
64 県土整備部 道路計画課

高速道対策・
館山道促進班

043-223-3298

負担金 首都圏中央連絡自動車道建設促進会議負担金
首都圏中央連絡自動車道及び関連道路の建設促進に努
め、21世紀の首都圏の豊かで均衡ある発展を図ること
を目的とする促進会議への負担金です。

首都圏中央連絡
自動車道建設促

進会議
400 県土整備部 道路計画課 圏央道促進班 043-223-3297

負担金
東関東自動車道館山線建設促進期成同盟会負担
金

東関東自動車道館山線の建設促進に努め、県土全体の
均等ある発展に寄与することを目的とする期成同盟へ
の負担金です。

東関東自動車道
館山線建設促進

期成同盟会
480 県土整備部 道路計画課

高速道対策・
館山道促進班

043-223-3298

負担金 千葉県道路整備促進協議会負担金
千葉県の道路の整備改善を促進し、啓発することを目
的とする協議会への負担金です。

千葉県道路整備
促進協議会

549 県土整備部 道路計画課 管理調整班 043-223-3292

負担金 都道府県・指定都市道路連絡協議会負担金
都道府県及び政令指令都市の道路主管部課等が相互に
連絡を密にし、道路整備事業の円滑な推進を図ること
を目的とする協議会への負担金です。

都道府県・指定
都市道路連絡協

議会
30 県土整備部 道路計画課 企画室 043-223-3272

負担金 （一社）交通工学研究会負担金

交通工学の研究の促進と、交通に関する技術の向上普
及により道路交通の安全と円滑及び環境と調和を図
り、公共の福祉の増進に寄与することを目的とした研
究会への負担金です。

（一社）交通工学
研究会

60 県土整備部 道路計画課 企画室 043-223-3272

負担金
基盤施設整備に関する九都県市連絡協議会負担
金

首都圏の基盤施設整備に関する現状と課題等について
意見交換や調整を行い、整備促進について国等に要望
することを目的とした協議会への負担金です。

基盤施設整備に
関する九都県市

連絡協議会
25 県土整備部 道路計画課 企画室 043-223-3272
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令和４年度
当初予算

負担金
地方公務員等共済組合法に基づく地方公共団体
負担金

地方公務員等共済組合法に基づき県が負担します。 千葉県道路公社 6,748 県土整備部 道路計画課 管理調整班 043-223-3295

負担金 地方有料道路問題連絡協議会負担金
都道府県及び地方道路公社の建設、管理する有料道路
の経営改善を図るため、要望、調査及び連絡調整を行
うことを目的とした負担金です。

地方有料道路問
題連絡協議会

14 県土整備部 道路計画課 管理調整班 043-223-3295

負担金 成田スマートIC地区協議会負担金
成田スマートインターチェンジの運営方法等について
検討、調整し、コスト縮減や利用者増を図ることを目
的とした協議会への負担金です。

成田スマートIC
地区協議会

5 県土整備部 道路計画課
高速道対策・
館山道促進班

043-223-3298

負担金
一般国道464号北千葉道路建設促進期成同盟会
負担金

外環道と成田国際空港を最短で結び、首都圏の国際競
争力の強化を図るとともに、地域の活性化に寄与する
北千葉道路の整備促進を図ることを目的とする期成同
盟への負担金です。

一般国道464号
北千葉道路建設
促進期成同盟会

300 県土整備部 道路計画課 北千葉道路班 043-223-3124

負担金 新たな湾岸道路整備促進期成同盟会負担金
新たな湾岸道路の早期整備及び関連する幹線道路の整
備促進を図ることを目的とする期成同盟会への負担金
です。

新たな湾岸道路
整備促進期成同

盟会
450 県土整備部 道路計画課

新湾岸道路
促進班

043-223-3119

負担金 道路直轄事業負担金
道路法第50条等に基づく、県内の一般国道指定区間の
国土交通省直轄事業に係る地方負担金です。

国 7,300,000 県土整備部 道路計画課 管理調整班 043-223-3295

負担金 東京湾アクアライン料金割引事業
東京湾アクアラインの料金割引を行うにあたり、高速
道路の料金収入に影響を生じさせないための費用を負
担します。

東日本高速道路
（株）

500,000 県土整備部 道路計画課
高速道対策・
館山道促進班

043-223-3298

負担金 各種講習会等参加負担金 業務上必要な講習会等への参加費用を負担します。
講習会等実施団

体
10 県土整備部 道路計画課 管理調整班 043-223-3292

負担金 安全運転管理者協議会負担金
北千葉道路建設事務所における安全運転管理者協議会
の負担金です。

安全運転管理者
協議会

21 県土整備部 道路整備課 管理調整班 043-223-3257

負担金 北千葉建設事務所共益費負担金
北千葉道路建設事務所が入居している施設の共益費を
負担します。

民間企業 642 県土整備部 道路整備課 管理調整班 043-223-3257
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令和４年度
当初予算

負担金 千葉県街路事業推進協議会負担金
街路事業の推進について会員相互の意見や資料の交換
を行い、調査、研究、啓発等の活動を行う協議会の会
費を負担します。

千葉県街路事業
推進協議会

228 県土整備部 道路整備課 市町村道班 043-223-3169

負担金 全国連続立体交差事業促進協議会負担金

連続立体交差事業において、整備促進に係る調査、研
究、啓発等を実施し、道路整備促進に関する諸団体と
の交流及び協調等を行うための協議会の会費を負担し
ます。

全国連続立体交
差事業促進協議

会
50 県土整備部 道路整備課 街路整備班 043-223-3269

負担金 （公社）日本道路協会負担金
道路及び交通に関する企画、調査、研究、広報、啓発
等の活動を行う協会の会費を負担します。

（公社）日本道路
協会

40 県土整備部 道路整備課 管理調整班 043-223-3257

負担金 各種会議等負担金
職員の能力向上、知識・技能の習得を図るための、各
種会議、講習会等の参加会費を負担します。

関東ブロック橋
梁担当者会議等

71 県土整備部 道路整備課 管理調整班 043-223-3257

負担金 国道道路改築事業
国道整備事業において、鉄道事業者が施行する部分に
対し負担します。

東日本旅客鉄道
（株）

77,000 県土整備部 道路整備課 国道班 043-223-3122

負担金 社会資本整備総合交付金事業
国・県道整備事業において、国が施行する部分に対し
負担します。

国 180,000 県土整備部 道路整備課
企画・橋梁班

国道班
県道班

043-223-3126
043-223-3122
043-223-3123

負担金 県単道路改良事業
国・県道整備事業において、鉄道事業者等が施行する
部分に対し負担します。

成田高速鉄道ア
クセス（株）等

55,420 県土整備部 道路整備課
企画・橋梁班

国道班
県道班

043-223-3126
043-223-3122
043-223-3123

負担金 県単橋りょう架換事業
橋りょう架換事業において、東京ガス(株)が施行する
部分に対し負担します。

東京ガス(株) 6,000 県土整備部 道路整備課 企画・橋梁班 043-223-3126

負担金 公共街路整備事業
街路整備事業において、各鉄道事業者が施行する部分
に対し負担します。

新京成電鉄
（株）・東武鉄道

（株）
2,305,053 県土整備部 道路整備課 街路整備班 043-223-3189

負担金 社会資本整備総合交付金事業（交付金街路）
街路整備事業において、各鉄道事業者が施行する部分
に対し負担します。

京成電鉄（株）・
東日本旅客鉄道

（株）
800,000 県土整備部 道路整備課 街路整備班 043-223-3189

132 / 166 ページ



令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 県単街路整備事業
街路整備事業において、鉄道事業者等が施行する部分
に対し負担します。

新京成電鉄
（株）・東武鉄道

（株）等
271,221 県土整備部 道路整備課 街路整備班 043-223-3189

負担金 道路愛護思想普及負担金
千葉県道路協会の行う道路愛護思想普及事業及び道路
愛護活動助成金交付事業に対する負担金です。

千葉県道路協会 450 県土整備部 道路環境課 管理調整班 043-223-3133

負担金 県境に架かる橋りょう管理負担金 県境に架かる橋の管理費用の２分の１を負担します。 茨城県 11,800 県土整備部 道路環境課 道路管理室 043-223-3136

負担金 排水機場維持管理負担金
地域の内水排除と県道の道路面排水を行う排水機場の
維持管理に係る負担金です。

市 361 県土整備部 道路環境課 道路管理室 043-223-3136

負担金 各種研修・会議費
業務上必要な道路橋の補修・補強や防災点検技術など
の各種講習会等の参加費を負担します。

（公財）千葉県建
設技術センター

等
300 県土整備部 道路環境課 管理調整班 043-223-3134

負担金
排水整備工事に伴う用地負担金
(地域排水路整備事業）

地域の排水路整備に係る費用を負担します。 市町村 10,000 県土整備部 道路環境課
維持防災推進

班
043-223-3145

負担金
河川改良工事に伴う負担金
(交通安全対策事業)

河川改良工事と併せて実施する歩道整備の費用を負担
します。

一宮川改修事務
所

6,000 県土整備部 道路環境課
交通安全施設

班
043-223-3144

負担金
踏切改良工事に伴う負担金
(交通安全対策事業)

踏切の歩道整備に係る費用を負担します。
東日本旅客鉄道

（株）
5,000 県土整備部 道路環境課

交通安全施設
班

043-223-3144

負担金
踏切改良工事に伴う負担金
(防災・安全交付金事業）

歩道整備と併せて併せて実施する踏切改良に伴う工事
費を負担します。

新京成線電鉄㈱ 20,000 県土整備部 道路環境課
交通安全施設

班
043-223-3142

負担金
駅舎の改築に伴う負担金
(防災・安全交付金事業）

横断歩道橋工事と併せて実施する駅舎の改築に伴う工
事費を負担します。

京成電鉄㈱ 10,000 県土整備部 道路環境課
交通安全施設

班
043-223-3142
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令和４年度
当初予算

負担金
県境に架かる橋りょうに係る工事負担金
（道路メンテナンス事業）

県境に架かる橋の修繕工事費の２分の１を負担しま
す。

茨城県 465,000 県土整備部 道路環境課
維持防災推進

班
043-223-3145

負担金
跨線橋の点検に伴う負担金
（道路メンテナンス事業）

跨線橋の点検に係る費用を負担します。
東日本旅客鉄道

（株）
50,000 県土整備部 道路環境課 企画班 043-223-3139

負担金
踏切改良工事に伴う負担金
（踏切道改良計画事業）

踏切改良工事に係る費用を負担します。
東日本旅客鉄道

（株）
437,000 県土整備部 道路環境課

交通安全施設
班

043-223-3144

負担金
跨線橋補修工事負担金
（橋りょう修繕事業）

跨線橋の工事に係る費用を負担します。
東日本旅客鉄道

（株）
33,000 県土整備部 道路環境課

維持防災推進
班

043-223-3145

負担金
跨線橋補修工事負担金
(橋りょう修繕事業)

跨線橋の工事に係る費用を負担します。
東日本旅客鉄道

（株）
147,000 県土整備部 道路環境課

維持防災推進
班

043-223-3145

負担金
跨線橋補修工事負担金
(橋りょう修繕事業)

跨線橋の工事に係る費用を負担します。
東日本旅客鉄道

（株）
30,000 県土整備部 道路環境課

維持防災推進
班

043-223-3145

負担金
跨線橋補修工事負担金
(橋りょう修繕事業)

跨線橋の工事に係る費用を負担します。
東日本旅客鉄道

（株）
50,000 県土整備部 道路環境課

維持防災推進
班

043-223-3145

負担金
跨線橋補修工事負担金
(橋りょう修繕事業)

跨線橋の工事に係る費用を負担します。
東日本旅客鉄道

（株）
50,000 県土整備部 道路環境課

維持防災推進
班

043-223-3145

負担金
県境に架かる橋りょうに係る工事負担金
（橋りょう修繕事業）

県境に架かる橋の修繕工事費の２分の１を負担しま
す。

埼玉県 170,000 県土整備部 道路環境課
維持防災推進

班
043-223-3145

負担金 治水直轄事業負担金
国における利根川水系の河川整備等の治水対策事業に
係る県負担金です。

国 2,194,000 県土整備部 河川整備課 企画班 043-223-3172
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（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 高滝ダム環境施設維持管理費負担金 高滝ダム周辺施設の維持管理経費を負担します。 市 10,000 県土整備部 河川整備課 ダム・砂防班 043-223-3150

負担金 黒部川水門管理費負担金 黒部川水門管理費を負担します。 （独）水資源機構 14,507 県土整備部 河川整備課 ダム・砂防班 043-223-3150

負担金 亀山ダム周辺環境整備施設管理費負担金 亀山ダム周辺施設の維持管理経費を負担します。 市 11,210 県土整備部 河川整備課 ダム・砂防班 043-223-3150

負担金 片倉ダム環境施設維持管理費負担金 片倉ダム周辺施設の維持管理経費を負担します。 市 5,900 県土整備部 河川整備課 ダム・砂防班 043-223-3150

負担金 ダム管理負担金
ダム事務所管理運営のため必要となる技術習得講習
（法定講習）に係る負担金です。

陸上貨物運送事
業労働災害防止

協会等
1,212 県土整備部 河川整備課 ダム・砂防班 043-223-3150

負担金 安全運転管理者協議会負担金
一宮川改修事務所における地区の安全運転管理者協議
会の負担金です。

安全運転管理者
協議会

16 県土整備部 河川整備課 ダム・砂防班 043-223-3150

負担金 公共河川事業負担金
河川法に基づく、公共河川改修事業における施設管理
者負担金です。

市町村等 421,550 県土整備部 河川整備課 河川整備班 043-223-3173

負担金 真間川流域総合治水対策協議会負担金
流域整備計画等の総合治水対策や浄化対策の進捗状況
についての情報交換や広報活動を行う協議会への負担
金です。

真間川流域総合
治水対策協議会

1,560 県土整備部 河川整備課 企画班 043-223-3172

負担金 印旛沼開発施設管理費負担金
水資源開発施設と河川管理施設との効用を兼ねる印旛
機場及び大和田機場の管理に要する費用を負担しま
す。

（独）水資源機構 144,958 県土整備部 河川環境課
河川海岸管理

室
043-223-3132

負担金 全国治水期成同盟会連合会負担金
治水及び利水事業の緊要性の普及徹底を図るととも
に、これら事業の実施を強力に推進することを目的と
する連合会への負担金です。

全国治水期成同
盟会連合会

819 県土整備部 河川環境課 管理調整班 043-223-3147
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 日本河川協会負担金

安全かつ快適で自然豊かな河川のあり方を探求し、河
川に関する情報の交流と知識の普及に努め、河川文化
の発展に寄与することを目的とする協会への負担金で
す。

（公社）日本河川
協会

300 県土整備部 河川環境課 管理調整班 043-223-3147

負担金 千葉県河川協会負担金

治水及び利水に関する方策を考究し、事業の促進を期
し、もって国土の保全と開発に寄与するとともに、こ
れら関係者の連絡懇親を図ることを目的とする協会へ
の負担金です。

千葉県河川協会 48 県土整備部 河川環境課 管理調整班 043-223-3147

負担金 利根川治水同盟負担金

利根川の治水及び利水に関する方策を考究するととも
に事業の促進を図り、もって天災を防止し、天恵を活
用し人類の福祉増進に寄与することを目的とする同盟
への負担金です。

利根川治水同盟 650 県土整備部 河川環境課 管理調整班 043-223-3147

負担金 利根川治水同盟千葉県支部負担金
利根川本支流川沿岸の関係団体及び有志をもって組織
し、利根川の治水・利水に関する方策を考究し事業の
促進を図ることを目的とする支部への負担金です。

利根川治水同盟
千葉県支部

72 県土整備部 河川環境課 管理調整班 043-223-3147

負担金
都市河川の整備促進に関する一都三県連絡協議
会負担金

首都圏を水害から守る治水事業を推進するとともに、
人々の心にうるおいや安らぎを与える河川環境の整備
促進を図ることを目的とする協議会への負担金です。

都市河川の整備
促進に関する一
都三県連絡協議

会

150 県土整備部 河川環境課 企画班 043-223-3155

負担金 全国地すべりがけ崩れ対策協議会負担金
地すべり、がけ崩れ及び雪崩に関する調査研究並びに
発表によって、これらの対策事業の振興発展を図るこ
とを目的とする協議会への負担金です。

全国地すべりが
け崩れ対策協議

会
200 県土整備部 河川環境課

土砂災害対策
室

043-223-3443

負担金 全国海岸協会負担金
海岸の保全、利用、環境整備等に関する方策を考究す
ると共に、海岸に関する知識の普及、海岸事業の推進
を図ることを目的とする協会への負担金です。

（一社）全国海岸
協会

384 県土整備部 河川環境課
河川海岸管理

室
043-223-3132

負担金 二級河川浮戸川の維持管理に関する負担金
浮戸川の環境整備に係る除草作業費用の一部を負担し
ます。

市町村 460 県土整備部 河川環境課 企画班 043-223-3155

負担金 利根川水系連合・総合水防演習負担金

水防団の志気の高揚及び水防技術の向上並びに水防体
制の整備を図り、併せて住民の水防に対する理解を深
めることを目的とする利根川水系連合・総合水防演習
事務局への負担金です。

利根川水系連
合・総合水防演

習事務局
400 県土整備部 河川環境課 防災対策室 043-223-3156

負担金 全国水防管理団体連合会負担金
水防体制の充実強化をはかるため、水防思想の普及宣
伝、調査研究等を行うことを目的とする連合会への負
担金です。

全国水防管理団
体連合会

90 県土整備部 河川環境課 防災対策室 043-223-3156
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令和４年度
当初予算

負担金 水防技術講習会運営委員会負担金
水防団員の水防活動が円滑に実施されるよう、水防団
員の技術の向上及びリーダーを組織的に育成すること
を目的とする講習会運営委員会への負担金です。

水防技術講習会
運営委員会

50 県土整備部 河川環境課 防災対策室 043-223-3156

負担金 各種研修負担金

災害復旧事業に必要な知識及び技術を習得する「災害
復旧実務研修」及び土砂災害に必要なソフト対策に関
する専門的な知識を習得する「土砂災害対策研修」等
の受講に必要な負担金です。

（一財）全国建設
研修センター

300 県土整備部 河川環境課 防災対策室 043-223-3156

負担金 各種講習会等参加負担金 業務上必要な講習会等への参加費用を負担します。
講習会等実施団

体
18 県土整備部 河川環境課 管理調整班 043-223-3147

負担金 （公社）日本港湾協会負担金
港湾に関する政策の検討等を通じて、港湾振興に関す
る事業の促進等を図るため設立された協会への負担金
です。

（公社）日本港湾
協会

430 県土整備部 港湾課 管理調整班 043-223-3845

負担金 千葉県港湾協会負担金
千葉県における港湾利用の改善の促進等を通じて、港
湾振興に関する事業の促進等を図るため設立された協
会への負担金です。

千葉県港湾協会 128 県土整備部 港湾課 管理調整班 043-223-3845

負担金 千葉港まつり負担金
千葉港の振興に関する事業の促進等を図るため設立さ
れた協会への負担金です。

千葉港振興協会 800 県土整備部 港湾課 管理調整班 043-243-3845

負担金 （公社）東京湾海難防止協会負担金
東京湾における海上交通の安全対策検討等を図るため
設立された協会への負担金です。

（公社）東京湾海
難防止協会

200 県土整備部 港湾課 企画班 043-223-3843

負担金 関東海事広報協会負担金
海事思想の普及宣伝等を通じて、港湾振興に関する事
業の促進等を図るため設立された協会への負担金で
す。

関東海事広報協
会

51 県土整備部 港湾課 港湾振興室 043-223-3835

負担金 （公社）関東小型船安全協会負担金
小型船舶の海難防止活動等を目的に設立された協会へ
の負担金です。

（公社）関東小型
船安全協会

200 県土整備部 港湾課 港湾管理班 043-223-3836

負担金 電波利用料負担金
港湾課で所有している無線局に対する電波利用料を負
担します。

国 7 県土整備部 港湾課 管理調整班 043-223-3845
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令和４年度
当初予算

負担金 港湾EDIシステム運用経費負担金
港湾法で定められた「港湾システム」運用経費の千葉
県分の負担額を負担します。

国 3,050 県土整備部 港湾課 港湾管理班 043-223-3830

負担金 千葉みなと緑地等の管理に係る負担金
千葉みなと駅前の県有港湾施設について、協定により
千葉市が管理を行うため、当該管理経費について負担
します。

千葉市 900 県土整備部 港湾課 港湾管理班 043-223-3830

負担金 港湾施設保安職員講習会負担金
適切な港湾管理を行うため、「港湾施設保安職員講習
会」に参加し、その参加料を負担します。

NPO法人港湾保
安対策機構

180 県土整備部 港湾課 港湾管理班 043-223-3836

負担金 千葉県重要国際埠頭施設管理者等連絡会負担金
千葉港及び木更津港における国際埠頭の保安強化を図
るため設立された連絡会への負担金です。

千葉県重要国際
埠頭施設管理者

等連絡会
80 県土整備部 港湾課 港湾管理班 043-223-3836

負担金 （一社）ウォーターフロント開発協会負担金
ウォーターフロントに関する各種研究調査を通じて、
港湾振興に関する事業の促進等を図るため設立された
協会への負担金です。

（一社）ウォー
ターフロント開発

協会
50 県土整備部 港湾課 企画班 043-223-3843

負担金 千葉県港湾整備促進協議会負担金
千葉県における港湾施設の整備の促進等を図るため設
立された協議会への負担金です。

千葉県港湾整備
促進協議会

80 県土整備部 港湾課 企画班 043-223-3843

負担金 首都圏港湾連携推進協議会負担金
首都圏港湾を管理する7都県市及び国の連携強化を通じ
て、港湾振興に関する事業の促進等を図るため設立さ
れた協議会への負担金です。

首都圏港湾連携
推進協議会

150 県土整備部 港湾課 企画班 043-223-3843

負担金 リサイクルポート推進協議会負担金
総合静脈物流拠点港（リサイクルポート）推進のため
の事業の実施を目的に設立された協議会への負担金で
す。

リサイクルポート
推進協議会

51 県土整備部 港湾課 港湾振興室 043-223-3835

負担金
国際戦略・拠点港湾管理者統計調査協議会負担
金

国際戦略港湾及び国際拠点港湾の管理者が統計調査業
務に係る意見交換等を行うための協議会への負担金で
す。

協議会事務局
（県、市等）

6 県土整備部 港湾課 港湾振興室 043-223-3835

負担金 港湾行政関係研修 港湾行政に係る研修会への参加費を負担します。 国 30 県土整備部 港湾課 企画班 043-223-3843
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負担金 安全運転管理者協議会負担金 安全運転管理者協議会に係る負担金です。
安全運転管理者

協議会
68 県土整備部 港湾課 管理調整班 043-223-3845

負担金 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金

特別管理産業廃棄物を生じる事業場は、（財）日本産
業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了す
る等、一定の条件を満たした管理責任者を設置しなけ
ればいけないため、講習会費用を負担するものです。

（公財）日本産業
廃棄物処理振興

センター
30 県土整備部 港湾課 管理調整班 043-223-3845

負担金 各種講習会等参加負担金 各種講習会等に参加するための負担金です。 各種団体 30 県土整備部 港湾課 港湾管理班 043-223-3845

負担金 県単港湾維持事業負担金 千葉ポートタワーの修繕に係る経費の負担金です。 千葉市 19,873 県土整備部 港湾課 港湾管理班 043-223-3836

負担金 県単港湾整備事業負担金 港湾整備事業に係る負担金です。 民間事業者 250 県土整備部 港湾課 港湾整備室 043-223-3849

負担金 港湾直轄事業負担金
国で実施する「港湾直轄事業」に対し、港湾法で定め
られた千葉県負担分を負担します。

国 1,219,000 県土整備部 港湾課 港湾整備室 043-223-3849

負担金 千葉県公共建築等連絡協議会負担金
千葉県内で公共建築物等の建設に携わる地方自治体相
互の資料及び情報の交換を行うことにより、技術水準
の向上を目指す会の運営費を負担します。

千葉県公共建築
等連絡協議会

42 県土整備部 営繕課 企画調整班 043-223-3196

負担金 （一社）公共建築協会負担金
公共建築物の建築等に関する調査・研究等を通じ、事
業の合理化・能率化、また技術者の技術水準及び地位
の向上を図る協会の会員として会費を負担します。

（一社）公共建築
協会

30 県土整備部 営繕課 企画調整班 043-223-3196

負担金 技術職員研修会負担金
業務の遂行に必要な知識・技術を習得するための研修
への参加費用を負担します。

研修実施団体 280 県土整備部 営繕課 企画調整班 043-223-3196

負担金 職員研修会負担金
業務の遂行に必要な知識・技能を習得するための研修
会への参加費用を負担します。

研修実施団体 361 県土整備部 施設改修課 管理調整班 043-223-3206
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負担金 東京都市圏交通計画協議会負担金
東京都市圏における総合的な都市交通計画の推進に寄
与することを目的とする団体の運営経費の一部を負担
します。

東京都市圏交通
計画協議会

550 県土整備部 都市計画課 企画調整班 043-223-3161

負担金 都市防災推進協議会負担金

都市の防災構造化に関する制度の設置及び拡充並びに
防災構造化事業の推進を図るとともに、安全な都市形
成に資することを目的とする団体の運営経費の一部を
負担します。

都市防災推進協
議会

40 県土整備部 都市計画課
まちづくり支援

班
043-223-3170

負担金 （公財）都市計画協会負担金

都市計画の基本政策を研究し、都市計画に関する知識
の普及並びに都市計画及び都市計画事業の発展を図
り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的と
する団体の運営経費の一部を負担します。

（公財）都市計画
協会

304 県土整備部 都市計画課 企画調整班 043-223-3161

負担金 全国地区計画推進協議会負担金
地区計画等の推進方策の研究、知識の普及、啓発等を
行い、魅力あるまちづくりに寄与することを目的とす
る団体の運営経費の一部を負担します。

全国地区計画推
進協議会

45 県土整備部 都市計画課 都市計画班 043-223-3376

負担金 千葉県都市協会負担金
都市づくりに関する施策の研究、知識の普及、啓発等
を通じて、魅力あるまちづくりの推進に寄与すること
を目的とする団体の運営経費の一部を負担します。

千葉県都市協会 25 県土整備部 都市計画課
まちづくり支援

班
043-223-3170

負担金 講習会参加費 業務上必要な講習会への参加費用を負担します。
主催者

（都県又は政令
指定都市）

68 県土整備部 都市計画課 企画調整班 043-223-3162

負担金 都市計画全国大会参加費
都市が抱える課題等について、事例発表を踏まえた意
見交換等を行うことを目的とした研修会への参加費用
を負担します。

会議事務局
（都道府県又は
政令指定都市）

70 県土整備部 都市計画課 企画調整班 043-223-3161

負担金 宅地擁壁技術講習会参加費
宅地擁壁技術の調査研究とその技術の向上・普及を目
的とする団体が実施する講習会への参加費用を負担し
ます。

（公社）全国宅地
擁壁技術協会

20 県土整備部 都市計画課 開発審査班 043-223-3245

負担金 被災宅地危険度判定連絡協議会負担金
被災宅地の危険度判定を迅速かつ的確に実施するた
め、危険度判定の実施体制の整備などを図ることを目
的とする団体の運営経費の一部を負担します。

被災宅地危険度
判定連絡協議会

30 県土整備部 都市計画課 開発審査班 043-223-3245
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負担金 （公社）全国市街地再開発協会負担金

市街地の再開発等に関する調査研究及び事業の推進を
図ることにより、地域社会の健全な発展及び災害の防
止に寄与することを目的とする協会の会費を負担しま
す。

（公社）全国市街
地再開発協会

80 県土整備部 市街地整備課 市街地整備班 043-223-3252

負担金 千葉県市街地整備推進協議会負担金
土地区画整理事業及び市街地再開発事業等を推進し、
健全な市街地の整備に寄与することを目的とする協議
会の会費を負担します。

千葉県市街地整
備推進協議会

75 県土整備部 市街地整備課 企画調整班 043-223-3543

負担金 （公社）街づくり区画整理協会負担金

土地区画整理事業の実施及び活用に関する調査・研究
等を行い、区画整理によるまちづくりの推進を図るこ
とにより、公共の福祉の増進に寄与することを目的と
する協会の会費を負担します。

（公社）街づくり
区画整理協会

376 県土整備部 市街地整備課 企画調整班 043-223-3543

負担金 都市再開発促進協議会負担金
市街地再開発に関する事業の円滑な実施及び研究等を
行い、既成市街地の再開発を促進する協議会の会費を
負担します。

都市再開発促進
協議会

90 県土整備部 市街地整備課 市街地整備班 043-223-3252

負担金 全国土地区画整理事業推進協議会負担金
加盟団体が協力して、土地区画整理事業を積極的に拡
大推進することを目的とする協議会の会費を負担しま
す。

全国土地区画整
理事業推進協議

会
35 県土整備部 市街地整備課 企画調整班 043-223-3543

負担金 各種会議負担金
職員の能力向上、知識・技能の習得を図るための、各
種会議、講習会等の参加会費を負担します。

全国協議会等 303 県土整備部 市街地整備課 企画調整班 043-223-3543

負担金 全国景観会議負担金

景観行政に取り組む全国の都道府県による組織で、会
議や研修会での意見や情報交換、景観に関する施策の
研究、啓発活動を実施しています。県は会員として運
営経費を負担します。

全国景観会議 40 県土整備部 公園緑地課
景観づくり推

進班
043-223-3279

負担金 関東地方都市美協議会負担金

景観行政に取り組む関東地方の市区町村の協議会で、
魅力ある都市景観の創造を図るため交流と職員の研鑽
及び施策の推進を図っています。県は協力会員として
会議への参加費を負担します。

関東地方都市美
協議会

5 県土整備部 公園緑地課
景観づくり推

進班
043-223-3279

負担金 屋外広告物官民連携事業実行委員会負担金

屋外広告物の適正化を推進するため、千葉県・船橋
市・柏市及び屋外広告物業者が共同して屋外広告物制
度の普及啓発のキャンペーン等を実施しています。県
は実行委員会委員として経費を負担します。

屋外広告物官民
連携事業実行委

員会
220 県土整備部 公園緑地課

景観づくり推
進班

043-223-3279

負担金 研修会参加負担金
業務の遂行に必要な研修会等への参加費用を負担しま
す。

研修会実施団体 108 県土整備部 公園緑地課 県立公園室 043-223-3542
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負担金 （一社）日本公園緑地協会会費

本協会は、公園、緑地等に関する事業の健全な発達を
図るとともに、国土美化、都市緑化等の推進に寄与す
ることを目的としています。県は本協会の会員として
会費を負担します。

（一社）日本公園
緑地協会

280 県土整備部 公園緑地課
都市緑化推進

班
043-223-3996

負担金 全国都市公園整備促進協議会会費

本協議会は、加盟地方公共団体が協力して、公園緑地
問題を総合的に研究し、公園緑地整備を図るための税
財政上の具体的方策を推進することを目的としていま
す。県は本協議会の会員として会費を負担します。

全国都市公園整
備促進協議会

42 県土整備部 公園緑地課
都市緑化推進

班
043-223-3996

負担金 （公財）都市緑化機構賛助会費

この法人は、都市における緑化のための植栽植物の育
成、管理並びに良好な緑化空間の創出に関する調査研
究及び技術開発を行っています。県は本機構の賛助会
員として会費を負担します。

（公財）都市緑化
機構

100 県土整備部 公園緑地課
都市緑化推進

班
043-223-3996

負担金 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金

本協議会は、県内の公園・緑地の整備を推進する市町
村、県又は団体をもって組織しており、会員相互の連
携と研鑽を図ることを目的に講習会等を開催していま
す。県は本協議会の会員として会費を負担します。

千葉県公園緑地
整備促進協議会

36 県土整備部 公園緑地課
都市緑化推進

班
043-223-3996

負担金 九都県市緑化政策専門部会負担金
緑化に関する調査検討、緑化推進の普及啓発、国への
緑化施策の要望等に係る経費を負担します。

九都県市緑化政
策専門部会

30 県土整備部 公園緑地課
都市緑化推進

班
043-223-3996

負担金 （公社）日本下水道協会負担金
下水道の経営･技術に関する調査研究、下水道用器材の
検査、研修、下水道施策の調査、要望、提言・広報・
啓発等に係る費用を負担します。

（公社）日本下水
道協会

2,436 県土整備部 下水道課 計画班 043-223-4335

負担金 千葉県下水道協会負担金

下水道事業の施行に関する調査研究、政府等への陳
情、講習会等の開催、資料･情報の収集･頒布及び知識
の啓発、排水設備工事責任技術者試験の実施等に係る
費用を負担します。

千葉県下水道協
会

100 県土整備部 下水道課 計画班 043-223-4335

負担金 全国町村下水道推進協議会千葉県支部負担金
町村の下水道について、その規模･地域等の実情に応じ
た効果的かつ経済的な整備方策に関する調査研究、情
報･資料等の交換に係る費用を負担します。

全国町村下水道
推進協議会千葉

県支部
80 県土整備部 下水道課 公共下水道班 043-223-3353

負担金 湖沼における下水道事業推進協議会負担金

湖沼流域における下水道事業の推進と、諸問題の連絡
調整を図り、事業執行の円滑な推進に寄与することを
目的とした協議会の会議室賃料や印刷費等運営に係る
費用を負担します。

湖沼における下
水道事業推進協

議会
10 県土整備部 下水道課 計画班 043-223-4335

負担金
下水道高度処理促進全国協議会高度処理セミ
ナー

下水道の高度処理施設の整備促進を目的とした協議会
及び情報交換を目的としたセミナーの運営費用を負担
します。

下水道高度処理
促進全国協議会

8 県土整備部 下水道課 計画班 043-223-4335
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負担金 全国建築審査会協議会負担金
全国の特定行政庁に設置された建築審査会相互の連
絡・協議等を通じ、建築行政の適正な運営を図ること
を目的とする協議会の会費を負担します。

全国建築審査会
協議会

68 県土整備部 建築指導課 企画班 043-223-3181

負担金 全国建築審査会長会議負担金
全国建築審査会協議会が、審査会運営や建築行政に関
する課題等を協議することを目的として開催する全国
会議の参加費用を負担します。

全国建築審査会
長会議運営委員

会
56 県土整備部 建築指導課 企画班 043-223-3181

負担金 建築監視員研修負担金
職員が違反建築物の指導に必要な実務知識の修得・向
上を図る研修の参加費用を負担します。

（一財）全国建設
研修センター

100 県土整備部 建築指導課 建築指導室 043-223-3183

負担金 日本建築行政会議負担金
建築主事等の知識・技術の向上を図るため、全国会
議・海外団体との交流・研究会等の事業を実施してい
る団体の会費を負担します。

日本建築行政会
議

550 県土整備部 建築指導課 管理調整班 043-223-3180

負担金 関東甲信越建築行政連絡会議負担金
関東甲信越ブロック内の特定行政庁相互の連絡・協議
等を通じ、建築行政の円滑な運営を図ることを目的と
する会議の参加費用を負担します。

関東甲信越建築
行政連絡会議事

務局
42 県土整備部 建築指導課 管理調整班 043-223-3180

負担金 千葉県特定行政庁連絡協議会負担金
千葉県内の特定行政庁相互間における連絡調整と緊密
化を図り、建築行政の円滑な運営を目的とする協議会
の会費を負担します。

千葉県特定行政
庁連絡協議会

45 県土整備部 建築指導課 企画班 043-223-3181

負担金 都市計画全国大会会議負担金
全国の地方公共団体が、まちづくりの推進方針につい
て意見交換を行う会議の参加費用を負担します。

都市計画全国大
会運営事務局

16 県土整備部 建築指導課 企画班 043-223-3181

負担金 各種説明会負担金
建築行政を執行するのに必要な技術基準・審査要領及
び取扱い基準等に関する説明会に参加する費用を負担
します。

（一財）全国建設
研修センター　外

420 県土整備部 建築指導課 企画班 043-223-3181

負担金 特定建築物調査員講習会負担金
職員が特定建築物の定期調査・業務報告の方法を習得
する講習会の参加費用を負担します。

（一財）日本建築
防災協会

55 県土整備部 建築指導課 建築指導室 043-223-3183
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 建築設備検査員講習会負担金
職員が特定建築物に係る建築設備の定期調査・業務報
告の方法を習得する講習会の参加費用を負担します。

（一財）日本建築
設備・昇降機セ

ンター
55 県土整備部 建築指導課 建築指導室 043-223-3183

負担金 防火設備検査員講習会負担金
職員が特定建築物に係る防火設備の定期調査・業務報
告の方法を習得する講習会の参加費用を負担します。

（一財）日本建築
防災協会

60 県土整備部 建築指導課 建築指導室 043-223-3183

負担金 全国被災建築物応急危険度判定協議会負担金

地震による被災建築物の応急危険度判定の方法及び都
道府県相互の支援等に関して、平時から不断に検討す
ることにより、応急危険度判定の実施体制の整備を図
る協議会の会費を負担します。

全国被災建築物
応急危険度判定

協議会
45 県土整備部 建築指導課 耐震防災室 043-223-3184

負担金
被災建築物応急危険度判定講習会講師予定対象
者講習会負担金

各都道府県において実施する応急危険度判定講習会の
講習内容に深浅が生じないよう、その平準化を図るた
め、講師予定対象者に対し行われる講習会の参加費用
を負担します。

（一財）日本建築
防災協会

24 県土整備部 建築指導課 耐震防災室 043-223-3184

負担金 建築防災研修会負担金
職員が建築物の防災対策及び維持管理に関する制度・
技術等についての理解を深めるため、研修会の参加費
用を負担します。

（一財）日本建築
防災協会

23 県土整備部 建築指導課 耐震防災室 043-223-3186

負担金 （一社）日本住宅協会負担金
住宅政策の推進により、住宅問題の解決促進と住生活
水準の向上を図ることを目的とする公益団体への年会
費を負担します。

（一社）日本住宅
協会

90 県土整備部 住宅課 指導調整室 043-223-3220

負担金 公共住宅事業者等連絡協議会負担金

建設工事の共通仕様書等の作成等、公共住宅整備に係
る技術的な研究等を行い、公共住宅整備事業の円滑な
推進に資することを目的とする公益団体への年会費を
負担します。

公共住宅事業者
等連絡協議会

900 県土整備部 住宅課
県営住宅建設

計画班
043-223-3228

負担金 住宅市街地整備推進協議会負担金

住宅市街地における安全快適な居住環境創出や良質な
住宅供給等の推進施策の的確で効果的な展開を図り、
良質な住宅市街地の整備に寄与することを目的とする
公益団体への年会費を負担します。

住宅市街地整備
推進協議会

20 県土整備部 住宅課 指導調整室 043-223-3220

負担金 （公社）都市住宅学会負担金
都市住宅をめぐる社会システム、居住空間等の望まし
いあり方を研究する「都市住宅学」の進歩普及を図る
ことを目的とする公益団体への年会費を負担します。

（公社）都市住宅
学会

20 県土整備部 住宅課 指導調整室 043-223-3220

負担金 公営住宅建設関連整備事業に係る負担金

県営住宅の改善工事等に伴い、量水器の口径の増径を
行うため、その差額分の給水申込納付金を負担しま
す。また、県営住宅の新設に伴い、給水装置を設置す
るため、開発負担金を負担します。

千葉県企業局 45,756 県土整備部 住宅課
県営住宅設備

班
043-223-3227
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 研修会、会議の参加負担金
住宅施策、公営住宅整備事業等を円滑に推進するため
の、各種研修会、協議会、会議等への参加に要する費
用を負担します。

各公益団体等 270 県土整備部 住宅課 指導調整室 043-223-3220

負担金
地方公務員等共済組合法に基づく地方公共団体
負担金

地方公務員等共済組合法に基づき県が負担します。
千葉県住宅供給

公社
13,809 県土整備部 住宅課 指導調整室 043-223-3226

負担金 埋蔵文化財調査に係る負担金

公営住宅建設事業において、教育庁教育振興部文化財
課が実施する埋蔵文化財調査のため、（公財）千葉県
教育振興財団の施設を利用する費用を同財団との協定
に基づいて負担します。

（公財）千葉県教
育振興財団

130 県土整備部 住宅課
県営住宅建築

班
043-223-3195

補助金
千葉県施行の公共事業に伴う建築物移転・土地購
入等の資金貸付に関する利子補給

千葉県が施行する公共事業に伴い、移転を要する者が
指定金融機関から移転に必要な融資を受ける場合、そ
の利子を補助します。

金融機関
（移転者）

150 県土整備部 用地課 企画指導室 043-223-3349

補助金 地籍調査事業補助

国土調査法に基づき、市町村が主体となって一筆ごと
の土地の所有者、地番、地目、境界の確認、面積の測
量を行う地籍調査事業に補助します。
補助率：国1/2、県1/4

市町村 1,427,565 県土整備部 用地課
土地取引調査

室
043-223-3251

補助金 有料道路料金徴収期間満了に伴う補助金

有料道路事業を活用して早期に整備し、地域の発展に
寄与してきた千葉外房有料道路の料金徴収期間満了に
伴い発生する未償還金を清算するため、千葉県道路公
社に対し補助します。

千葉県道路公社 1,974,000 県土整備部 道路計画課 管理調整班 043-223-3295

補助金 地盤沈下対策事業補助金
市町村が行う地盤沈下対策事業に対し補助します。
補助率：4/10

市町村 155,600 県土整備部 河川整備課 河川整備班 043-223-3173

補助金 急傾斜地崩壊対策事業補助金

がけ高5m以上、人家5戸以上の急傾斜地で市町村が実施
する急傾斜地崩壊対策事業に要する費用について予算
の範囲内において補助します。
補助率：3/4以内

市町村 255,105 県土整備部 河川整備課 ダム・砂防班 043-223-3448

補助金 都市基盤河川改修事業補助金
一級河川及び二級河川の都市水害対策として市が行う
河川整備事業に対し補助します。
補助率：国1/3（直接補助）、県1/3

市町村 1,000 県土整備部 河川整備課 河川整備班 043-223-3173

145 / 166 ページ



令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

補助金
千葉港千葉中央埠頭コンテナターミナル利用拡大
事業

千葉中央ふ頭コンテナターミナルにおける利用を増や
した荷主に対し補助します。

民間事業者 10,000 県土整備部 港湾課 港湾振興室 043-223-3835

補助金 組合施行土地区画整理事業費補助
土地区画整理事業を行う組合に対し、事業費の一部を
補助します。

海老川上流地区
土地区画整理組

合
28,000 県土整備部 市街地整備課 市街地整備班 043-223-3252

補助金 市街地再開発事業費補助
市街地再開発事業を行う組合等に補助する市に対し、
事業費の一部を補助します。

松戸市 32,250 県土整備部 市街地整備課 市街地整備班 043-223-3252

補助金 がけ地近接等危険住宅移転事業

がけ地近接等危険住宅の移転事業を行う市町村に対
し、建物の除却費用や危険住宅に代わる住宅の建設、
購入、土地取得等の費用の借入利子相当額を補助しま
す。

市町村 3,885 県土整備部 建築指導課 耐震防災室 043-223-3186

補助金 住宅・建築物の耐震化サポート事業
戸建住宅の耐震診断や改修等、建築物の耐震診断、ブ
ロック塀等の診断・除却などの耐震関連補助事業を行
う市町村に対し、事業費の一部を補助します。

市町村 105,000 県土整備部 建築指導課 耐震防災室 043-223-3186

補助金 千葉県特別会計流域下水道事業会計繰出金
流域下水道の整備を推進するため、その費用の一部に
ついて、国の繰出し基準に基づき、一般会計から企業
会計へ繰出します。

千葉県特別会計
流域下水道事業

会計
2,457,178 県土整備部 下水道課 管理調整班 043-223-3351

補助金 サービス付き高齢者向け住宅整備補助事業

介護サービス事業所及び医療機関等との連携が図られ
ているなど、より良質なサービス付き高齢者向け住宅
の整備に対して、国の補助に加え、県単独の上乗せ補
助を行います。

民間企業・個人 270,000 県土整備部 住宅課 住宅支援班 043-223-3231

補助金 空き家等対策推進事業
市町村が空家等対策計画の策定等に必要な実態把握調
査を行う場合、経費の一部を補助します。

市町村 6,353 県土整備部 住宅課 住宅政策班 043-223-3255

補助金 特定優良賃貸住宅家賃補助事業
「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基
づき、特定優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用の
一部を補助します。

県住宅供給公社
及び民間事業者
（企業及び個人）

790 県土整備部 住宅課 住宅支援班 043-223-3229

補助金 住宅新築資金等貸付助成事業

歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害
されている地域の環境の整備改善を図るために市町村
が行う「住宅新築資金等貸付事業」に要する経費の一
部を補助します。

市町村 156 県土整備部 住宅課 住宅支援班 043-223-3231
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問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

補助金 被災者住宅再建資金利子補給事業

東日本大震災により被災した住宅の建替等に係る負担
を軽減するため、住宅の所有者等が必要な資金を金融
機関から借り入れる場合、県内市町村と共同して、利
子の一部を助成します。

市町村 292 県土整備部 住宅課 住宅政策班 043-223-3255

補助金 災害復興住宅資金利子補給事業

令和元年台風15号等により被災した住宅の建替等に係
る負担を軽減するため、住宅の所有者等が必要な資金
を金融機関から借り入れる場合、県内市町村と共同し
て、利子の一部を助成します。

市町村 4,328 県土整備部 住宅課 住宅政策班 043-223-3255

負担金 全国都道府県教育委員会連合会負担金

都道府県教育委員会相互の連絡を密にし、相協力して
教育行政の推進を図り、教育本来の使命を達成するこ
とを目的とする全国都道府県教育委員会連合会の費用
を負担します。

全国都道府県教
育委員会連合会

1,756 教育庁 教育総務課 委員会室 043-223-4004

負担金 各種講習会等参加費負担金 各種講習会等における参加費用を負担します。 各開催団体 104 教育庁 教育総務課 総務班 043-223-4002

負担金 千葉県教育塔合祀慰霊祭共催負担金

県内公私立学校（大学は除く。）の職員等及び教育関
係者を奉祀し、慰霊するとともに、県民の教育尊重の
精神を表象するために行われている千葉県教育塔合祀
慰霊祭の共催費用を負担します。

（一財）千葉県教
育会館維持財団

200 教育庁 教育総務課 総務班 043-223-4002

負担金 全国公立学校施設整備期成会負担金
公立学校施設、設備の整備促進を目的とした全国公立
学校施設整備期成会の運営経費を負担します。

全国公立学校施
設整備期成会

50 教育庁 財務課 予算班 043-223-4195

負担金 全国施設主管課長協議会
公立学校施設の整備促進を目的とした全国施設主管課
長協議会の経費を負担します。

全国施設主管課
長協議会

5 教育庁 財務課 予算班 043-223-4195

負担金
教育研究団体負担金
（中学校）

学校教育に関する研究活動を通じ、教育の振興を図る
ことを目的とする教育研究団体の経費の一部を負担し
ます。

各教育研究団体 20 教育庁 財務課 財務指導室 043-223-4042

負担金
教育研究団体等負担金
（高校・全日制）

学校教育に関する研究活動を通じ、教育の振興を図る
ことを目的とする教育研究団体の経費の一部等を負担
します。

各教育研究団体
等

6,426 教育庁 財務課 財務指導室 043-223-4042

負担金
教育研究団体負担金
（高校・定時制）

学校教育に関する研究活動を通じ、教育の振興を図る
ことを目的とする教育研究団体の経費の一部を負担し
ます。

各教育研究団体 142 教育庁 財務課 財務指導室 043-223-4042
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金
教育研究団体負担金
（高校・通信制）

学校教育に関する研究活動を通じ、教育の振興を図る
ことを目的とする教育研究団体の経費の一部を負担し
ます。

各教育研究団体 45 教育庁 財務課 財務指導室 043-223-4042

負担金 実習船・無線局に伴う電波使用料等

実習船の無線局設置に伴う使用料や、実習船の健全な
教育的運営を図り、水産界に寄与する事を目的とする
全国水産高等学校実習船運営協会の経費の一部を負担
します。

総務省関東総合
通信局等

1,115 教育庁 財務課 財務指導室 043-223-4042

負担金
教育研究団体等負担金
（特別支援学校）

学校教育に関する研究活動を通じ、教育の振興を図る
ことを目的とする教育研究団体の経費の一部等を負担
します。

各教育研究団体
等

8,315 教育庁 財務課 財務指導室 043-223-4042

負担金
県立学校空調設備整備事業
（高校普通教室空調リース料等）

県立高等学校において、保護者負担により設置された
普通教室の空調のリース料等を負担します。

各県立高校
保護者会

670,246 教育庁 教育施設課 施設・管理班 043-223-4154

負担金 全国産業教育主管課長連絡会
公立学校の産業教育施設、設備の整備促進を目的とし
た全国産業教育主管課長連絡会の経費を負担します。

全国産業教育主
管課長連絡会

5 教育庁 教育施設課 企画調整班 043-223-4018

負担金 全国公立学校建築技術協議会
学校建築技術の向上を図ることを目的とした全国公立
学校建築技術協議会の経費を負担します。

全国公立学校建
築技術協議会

15 教育庁 教育施設課 企画調整班 043-223-4018

負担金 研修会等負担金 各種研修会等における参加費を負担します。 各種研修会等 25 教育庁 教育施設課 企画調整班 043-223-4018

負担金
下水道負担金
（高校）

土地改良区内の学校の下水道排水にかかる経費を負担
します。

土地改良区 82 教育庁 教育施設課 施設・管理班 043-223-4154

負担金
下水道負担金
（特別支援学校）

公共下水道整備のための分担金を負担します。 市町村 340 教育庁 教育施設課 施設・管理班 043-223-4154

負担金
教育施設防災設備整備事業
（消防設備保守）

県立学校施設を市立小学校内へ設置したことに伴う施
設使用の協定書に基づく経費を負担します。

市町村 270 教育庁 教育施設課 施設・管理班 043-223-4154
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金
教育財産管理事業
（機械警備）

県立学校施設を市立小学校内へ設置したことに伴う施
設使用の協定書に基づく経費を負担します。

市町村 90 教育庁 教育施設課 施設・管理班 043-223-4154

負担金 衛生管理者免許試験準備講習会受講料
衛生管理者免許試験準備講習会の受講料を負担しま
す。

（公社）千葉県労
働基準協会連合

会
100 教育庁 福利課 厚生班 043-223-4121

負担金 教育庁等職員定期健康診断
教育庁等職員に対し、労働安全衛生法に基づくストレ
スチェックを実施するため、ストレスチェックシステ
ムの運用費を負担します。

千葉県知事 60 教育庁 福利課 厚生班 043-223-4121

負担金 廃止住宅維持管理に係る負担金
民間と敷地及び共用施設を共有している廃止住宅の維
持管理費用を負担します。

敷地等共有者
（民間管理組合）

27 教育庁 福利課 厚生班 043-223-4123

負担金 千葉県職員健康相談室メンタルヘルス事業
教育庁職員の健康保持を図るため、千葉県職員健康相
談室精神保健相談事業費用を負担します。

千葉県知事 280 教育庁 福利課 厚生班 043-223-4121

負担金 メンタルヘルスカウンセラー派遣事業
教育庁職員休職者（精神性疾患によるもの）の職場復
帰を支援するため、カウンセラー派遣事業費用を負担
します。

千葉県知事 930 教育庁 福利課 厚生班 043-223-4121

負担金 研修等参加負担金
全国社会教育研究大会や各種研修等の参加費を負担し
ます。

研修等実施団体 50 教育庁 生涯学習課
総務班・社会
教育振興室

043-223-4068

負担金 全国公立文化施設協会負担金
さわやかちば県民プラザが加盟する全国公立文化施設
協会の会費を負担します。

（公社）全国公立
文化施設協会

28 教育庁 生涯学習課
さわやかちば
県民プラザ

04-7140-8613

負担金 千葉県公立文化施設協議会負担金
さわやかちば県民プラザが加盟する千葉県公立文化施
設協議会の会費を負担します。

千葉県公立文化
施設協議会

9 教育庁 生涯学習課
さわやかちば
県民プラザ

04-7140-8613

負担金 千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会負担金
千葉県総合教育センターが加盟する千葉県視聴覚ライ
ブラリー連絡協議会の会費を負担します。

千葉県視聴覚ラ
イブラリー連絡

協議会
35 教育庁 生涯学習課

総合教育セン
ター

043-276-1166
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 全国公立視聴覚センター連絡協議会負担金
千葉県総合教育センターが加盟する全国公立視聴覚セ
ンター連絡協議会の会費を負担します。

全国公立視聴覚
センター連絡協

議会
7 教育庁 生涯学習課

総合教育セン
ター

043-276-1166

負担金
視聴覚教育総合全国大会・放送教育研究会全国
大会合同大会参加負担金

視聴覚教育総合全国大会・放送教育研究会全国大会合
同大会の参加費を負担します。

視聴覚教育総合
全国大会等実行

委員会
3 教育庁 生涯学習課

総合教育セン
ター

043-276-1166

負担金 日本図書館協会負担金
県立図書館が加盟する日本図書館協会の会費を負担し
ます。

（公社）日本図書
館協会

150 教育庁 生涯学習課
中央図書館・
西部図書館・
東部図書館

（中央）
043-224-0300

（西部）
047-385-4648

（東部）
0479-62-7337

負担金 全国公共図書館協議会負担金
県立図書館が加盟する全国公共図書館協議会の会費を
負担します。

全国公共図書館
協議会

48 教育庁 生涯学習課 中央図書館 043-224-0300

負担金 千葉県公共図書館協会負担金
県立図書館が加盟する千葉県公共図書館協会の会費を
負担します。

千葉県公共図書
館協会

70 教育庁 生涯学習課
中央図書館・
西部図書館・
東部図書館

（中央）
043-224-0300

（西部）
047-385-4648

（東部）
0479-62-7337

負担金 図書館管理運営費 各種研修等の参加費を負担します。 研修等実施団体 266 教育庁 生涯学習課
中央図書館・
西部図書館・
東部図書館

（中央）
043-224-0300

（西部）
047-385-4648

（東部）
0479-62-7337

負担金 県立図書館活動の充実と振興（中央図書館）
県立図書館が加盟する三田図書館・情報学会の会費を
負担します。

三田図書館・情
報学会

5 教育庁 生涯学習課 中央図書館 043-224-0300

負担金 都道府県教育委員会等指導事務主管部課長会
教育指導事務の相互連携や都道府県教育委員会等指導
事務主管部課長会議等における参加費を負担します。

都道府県教育委
員会等指導事務
主管部課長会

32 教育庁 学習指導課
義務教育指導

室
043-223-4052

負担金 小型船舶操縦士第1種養成講習
海洋科等を有する高等学校の小型船舶操縦士養成に係
る指導教員講習会参加費を負担します。

受講施設 962 教育庁 学習指導課
高等学校指導

室
043-223-4058
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区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 介護福祉士養成研修
介護福祉士養成課程教員要件の高度化に伴う研修参加
費を負担します。

受講施設 60 教育庁 学習指導課
高等学校指導

室
043-223-4057

負担金 授業目的公衆送信補償金

ＩＣＴを活用した授業の過程で著作物を含む資料（新
聞・小説・写真・絵画・地図・楽譜）を公衆送信する
際に、個々に著作権者の承諾を得ることなく行えるよ
うにするため、補償金を負担します。

（一社）授業目的
公衆送信補償金

等管理協会
42,035 教育庁 学習指導課

ＩＣＴ教育推進
室

043-223-4178

負担金 語学指導等を行う外国青年招致事業
（一財）自治体国際化協会が主催する外国青年招致事
業に係るALTの旅費相当額・傷害保険相当分等を負担し
ます。

（一財）自治体国
際化協会

718 教育庁 学習指導課
高等学校指導

室
043-223-4057

負担金 全国教育研究所連盟負担金

全国の教育研究機関相互の連絡連携、提携した研究調
査等、教育の改善、進歩を目的として研究成果の刊行
や発表大会の開催等を実施している連盟の会費を負担
します。

全国教育研究所
連盟

25 教育庁 学習指導課
総合教育セン

ター
043-276-1166

負担金 関東地区教育研究所連盟負担金

各教育研究機関の相互の連絡提携、調査研究等教育の
振興に寄与することを目的として資料ならびに情報の
交換、教育研究発表会の開催等を実施している連盟の
会費を負担します。

関東地区教育研
究所連盟

15 教育庁 学習指導課
総合教育セン

ター
043-276-1166

負担金 千葉県教育研究所連盟負担金

各教育センター等の連絡連携をはかり、千葉県教育の
振興に寄与する目的を達成する事業として、研究協議
会の開催、共同研究等を実施している連盟の会費を負
担します。

千葉県教育研究
所連盟

10 教育庁 学習指導課
総合教育セン

ター
043-276-1166

負担金 研修会参加負担金
千葉県教育研究所連盟等が開催する研究協議会等の参
加費を負担します。

各連盟 50 教育庁 学習指導課
総合教育セン

ター
043-276-1166

負担金
都道府県指定都市教育センター所長協議会負担
金

教育の発展に寄与する目的を達成する事業として、資
料収集ならびに情報の交換、教育センターの管理運営
の調査研究等を実施している連盟の会費を負担しま
す。

都道府県指定都
市教育研究所長

協議会
53 教育庁 学習指導課

総合教育セン
ター

043-276-1166

負担金 全国特別支援教育センタ－協議会負担金

特別支援教育の充実、振興に寄与する目的を達成する
事業として、研究協議会の開催や特別支援教育研究に
必要な資料の交換及び収集等を実施している連盟の会
費を負担します。

全国特別支援教
育センタ－協議

会
5 教育庁 学習指導課

総合教育セン
ター

043-276-1166
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令和４年度
当初予算

負担金 教員研修に係る負担金
教員の民間研修に伴う参加費等の教員研修に係る経費
を負担します。

受講施設 385 教育庁 学習指導課
総合教育セン

ター
043-276-1166

負担金 全国教育研究所連盟負担金

全国の教育研究機関相互の連絡連携、提携した研究調
査等、教育の改善、進歩を目的として研究成果の刊行
や発表大会の開催等を実施している連盟の会費を負担
します。

全国教育研究所
連盟

25 教育庁
児童生徒安全

課

子どもと親の
サポートセン

ター
043-207-6032

負担金 関東地区教育研究所連盟負担金

各教育研究機関の相互の連絡提携、調査研究等教育の
振興に寄与することを目的として資料ならびに情報の
交換、教育研究発表会の開催等を実施している連盟の
会費を負担します。

関東地区教育研
究所連盟

15 教育庁
児童生徒安全

課

子どもと親の
サポートセン

ター
043-207-6032

負担金 千葉県教育研究所連盟負担金

各教育センター等の連絡連携をはかり、千葉県教育の
振興に寄与する目的を達成する事業として、研究協議
会の開催、共同研究等を実施している連盟の会費を負
担します。

千葉県教育研究
所連盟

7 教育庁
児童生徒安全

課

子どもと親の
サポートセン

ター
043-207-6032

負担金 研修会参加負担金
千葉県教育研究所連盟等が開催する研究協議会等の参
加費を負担します。

各連盟 17 教育庁
児童生徒安全

課

子どもと親の
サポートセン

ター
043-207-6032

負担金 独立行政法人日本スポーツ振興センター加入掛金

県立学校の管理下で発生した幼児児童生徒の災害に対
する国、県、保護者の相互協力関係による互助共済制
度であり、その制度への加入掛金の一部を負担しま
す。

（独）日本スポー
ツ振興センター

事務局
193,035 教育庁

児童生徒安全
課

安全班 043-223-4091

負担金
独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済
給付金

県立学校の管理下で幼児児童生徒の災害が発生した場
合に、その当事者となった児童生徒の保護者に対して
支払う給付金を負担します。

個人 288,572 教育庁
児童生徒安全

課
安全班 043-223-4091

負担金 学校管理者賠償責任保険
県立学校の管理上の瑕疵による事故等について、損害
賠償金等の補填等のために保険加入掛金を負担しま
す。

全国都道府県教
育委員会連合会

10,515 教育庁 教職員課 管理室 043-223-4036

負担金 教育職員免許状授与管理事業
全国共通仕様の教育職員免許管理システムの維持運営
経費を負担します。

教員免許管理シ
ステム運営管理

協議会
9,221 教育庁 教職員課 免許班 043-223-4046
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 教員採用選考費
教員採用選考を県立高等学校で実施するに当たり、県
立高等学校保護者会設置の空調の使用料を負担しま
す。

県立高等学校保
護者会

100 教育庁 教職員課 任用班 043-223-4043

負担金 千葉県学校保健会活動負担金

県内における学校保健の調査研究及び普及発達を図
り、調査研究の成果などを施策に反映させることを目
的とする千葉県学校保健会の活動経費の一部を負担し
ます。

千葉県学校保健
会

310 教育庁 保健体育課 保健班 043-223-4092

負担金 各種会議参加負担金
各種全国研究大会、講習会等への参加費を負担しま
す。

各研究大会事務
局

40 教育庁 保健体育課 学校体育班 043-223-4089

負担金 各種会議参加負担金 各種会議等における参加費用を負担します。 関係団体事務局 32 教育庁 保健体育課 学校体育班 043-223-4108

負担金
学校体育研究大会
（千葉県学校体育研究大会共催負担金）

学校体育の指導上の問題点などについて研究協議し、
体育指導者の資質向上を図ることを目的とする研究大
会の開催経費の一部を負担します。

実行委員会事務
局

100 教育庁 保健体育課 学校体育班 043-223-4108

負担金
学校体育研究大会（関東中学校保健体育研究協
議会共催負担金）

関東中学校保健体育研究協議会に要する経費の一部を
助成します。

実行委員会事務
局

300 教育庁 保健体育課 学校体育班 043-223-4108

負担金
学校体育関係大会共催負担金
（千葉県高等学校軟式野球大会共催負担金）

野球連盟が開催する野球大会の開催経費の一部を負担
します。

（一財）千葉県高
等学校野球連盟

90 教育庁 保健体育課 学校体育班 043-223-4108

負担金
学校体育関係大会共催負担金
（関東高等学校種目別体育大会共催負担金）

関東1都7県の体育連盟が開催している体育大会の県内
開催経費の一部を負担します。

関東高等学校体
育連盟

750 教育庁 保健体育課 学校体育班 043-223-4108

負担金
学校体育関係大会共催負担金
（関東中学校種目別体育大会共催負担金）

関東1都7県の体育連盟が開催している体育大会の県内
開催経費の一部を負担します。

関東中学校体育
連盟

450 教育庁 保健体育課 学校体育班 043-223-4108

負担金
学校体育関係大会共催負担金
（表現運動・ダンス及び実技講習会共催負担金）

体育連盟が開催する表現運動・ダンスの講習会の開催
経費の一部を負担します。

千葉県女子体育
連盟

50 教育庁 保健体育課 学校体育班 043-223-4108
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 研修会等参加負担金
発掘調査のための作業主任者講習会の参加費、日本遺
産北総四都市江戸紀行活用協議会の会費を負担しま
す。

開催団体事務局 189 教育庁 文化財課 指定文化財班 043-223-4084

補助金 心のバリアフリー教育推進事業
これまでのオリパラ教育への取組を踏まえ、地域の
方々も交えた、パラスポーツや異文化交流などの実践
に係る報償費及び需用費等の一部を補助します。

市町村
学校法人

2,170 教育庁 教育政策課
教育立県推進

室
043-223-4177

補助金 千葉県社会教育関係団体補助金
社会教育の振興を図るため、社会教育関係団体が実施
する交流活動や啓蒙活動等に要する経費に対して補助
します。

各団体 1,198 教育庁 生涯学習課
社会教育振興

室
043-223-4071

補助金 地域と学校の連携・協働体制構築事業
未来を担う子供たちを健やかに育むため、市町村が実
施する地域学校協働活動や放課後子供教室の運営費に
対して補助します。

市町村 218,063 教育庁 生涯学習課
学校・家庭・地

域連携室
043-223-4069

補助金 家庭教育支援チーム設置推進事業

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
して補助します。

市町村 3,848 教育庁 生涯学習課
学校・家庭・地

域連携室
043-223-4167

補助金 日本学校農業クラブ全国大会派遣事業補助金
日本学校農業クラブ全国大会に派遣する生徒のための
交通費等を補助します。

千葉県学校農業
クラブ連盟

300 教育庁 学習指導課
高等学校指導

室
043-223-4058

補助金
全国高等学校家庭クラブ研究発表大会派遣事業
補助金

全国高等学校家庭クラブ連盟発表大会に派遣する生徒
のための交通費等を補助します。

千葉県高等学校
家庭クラブ連盟

240 教育庁 学習指導課
高等学校指導

室
043-223-4058

補助金 高校生等海外留学助成事業
高校生が外国へ2週間以上1年未満留学する場合の経費
について、その一部を助成します。

県内公立高等学
校に在籍する海
外留学希望生徒

等

15,600 教育庁 学習指導課
高等学校指導

室
043-223-4052

補助金 千葉県高等学校文化連盟事業補助金
高等学校における芸術文化活動の普及振興を図るた
め、千葉県高等学校文化連盟へ補助します。
（全国大会派遣のための旅費補助等）

千葉県高等学校
文化連盟

4,500 教育庁 学習指導課
高等学校指導

室
043-223-4056

補助金 外国人児童生徒等教育補助事業
市町村が実施する日本語指導員の配置や翻訳機の導入
等に係る経費を助成します。

市町村 6,062 教育庁 学習指導課
義務教育指導

室
043-223-4060
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

補助金 夜間定時制高等学校夕食費補助事業
夜間定時制高等学校に在籍する生活保護又は非課税世
帯の生徒を対象として、給食に代わる夕食の費用負担
軽減を図るため、夕食費の一部を助成します。

事業者 6,282 教育庁 保健体育課 給食班 043-223-4095

補助金 部活動指導員配置事業
部活動指導員を配置する市町村に対し、配置に係る経
費の一部を補助します。

市町村 39,000 教育庁 保健体育課 学校体育班 043-223-4108

補助金 千葉県高等学校体育連盟事業補助金
体育連盟が開催する体育大会の開催経費の一部及び指
定する全国大会に参加する生徒の交通費等の一部を補
助します。

千葉県高等学校
体育連盟

32,157 教育庁 保健体育課 学校体育班 043-223-4108

補助金 千葉県小中学校体育連盟事業補助金
体育連盟が開催する体育大会の開催経費の一部及び指
定する全国大会に参加する生徒の交通費の一部を補助
します。

千葉県小中学校
体育連盟

11,093 教育庁 保健体育課 学校体育班 043-223-4108

補助金 千葉県特別支援学校体育連盟事業補助金
体育連盟が開催する体育大会の開催経費の一部及び指
定する全国・関東大会に参加する生徒の交通費等の一
部を補助します。

千葉県特別支援
学校体育連盟

830 教育庁 保健体育課 学校体育班 043-223-4108

補助金 全国高等学校野球大会派遣事業補助金
千葉県代表校として全国大会に参加する生徒の交通費
等の一部を補助します。

全国大会出場校
派遣団体

150 教育庁 保健体育課 学校体育班 043-223-4108

補助金 埋蔵文化財緊急調査事業補助金
個人住宅、区画整理、圃場整備等の開発事業に伴う埋
蔵文化財発掘調査事業を補助します。

市町村 11,197 教育庁 文化財課 埋蔵文化財班 043-223-4128

補助金 不特定遺跡発掘調査事業補助金
個人や中小企業による小規模開発事業に伴う埋蔵文化
財発掘調査費用を補助します。

市町村 4,500 教育庁 文化財課 埋蔵文化財班 043-223-4128

補助金 文化財団体助成事業
文化財の保護と普及を進める役割を果たしている文化
財団体へ補助します。

千葉県文化財
保護協会

100 教育庁 文化財課 指定文化財班 043-223-4085

補助金 国指定文化財管理助成事業
国指定文化財の所有者が行う防災設備の点検等に係る
経費の補助を行います。

文化財所有者 1,313 教育庁 文化財課 指定文化財班 043-223-4085
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令和４年度
当初予算

補助金 史跡等購入助成事業
重要遺跡等の保存・活用を図るため市町村が行う史跡
等公有化事業を補助します。

市町村 4,303 教育庁 文化財課 指定文化財班 043-223-4085

補助金 文化財保存整備事業補助金
国・県指定文化財の保存整備・修理のための事業を補
助します。

文化財所有者等 55,000 教育庁 文化財課 指定文化財班 043-223-4085

交付金 被災児童生徒就学支援等事業
被災により就学が困難となった幼児・児童・生徒の学
費等に対して、市町村等が実施する就園・就学支援事
業に要する経費の全部又は一部を交付します。

市町村等 2,207 教育庁 財務課 財務指導室 043-223-4042

交付金
県立学校における「開かれた学校づくり委員会」設
置事業

地域に開かれた学校づくりを推進するため、県立学校
に設置する「開かれた学校づくり委員会」の活動に要
する経費に対して交付金を交付します。

各県立学校の開
かれた学校づくり

委員会
3,990 教育庁 生涯学習課

学校・家庭・地
域連携室

043-223-4069

交付金 キャリア教育推進事業

児童・生徒のキャリア教育を推進するため、千葉県夢
チャレンジ体験スクール実行委員会が実施する就業体
験などの体験プログラム等に要する経費に対して交付
金を交付します。

千葉県夢チャレ
ンジ体験スクー
ル実行委員会

2,134 教育庁 生涯学習課
学校・家庭・地

域連携室
043-223-4069

交付金 被災児童生徒就学支援等事業
被災により就学が困難となった児童生徒の医療費、学
校給食費に対して、市町村が実施する就学支援事業に
要する経費の全部又は一部を交付します。

市町村 1,193 教育庁 保健体育課 給食班 043-223-4095

交付金 無形民俗文化財公開普及事業
無形民俗文化財に対する理解・認識を深め、保存伝承
の高揚を図るため、実演会を実施する経費について、
交付金を交付します。

房総の郷土芸能
実行委員会等

2,953 教育庁 文化財課 指定文化財班 043-223-4082

交付金 千葉県教育委員会権限委譲事務交付金
事務の処理の特例に関する条例により市町村が処理す
る文化財保護法及び文化財保護条例等に基づく事務に
要する経費に対し、交付金を交付します。

市町村 3,783 教育庁 文化財課 埋蔵文化財班 043-223-4080

負担金 コンピュータ基礎教養負担金
職員にシステム設計や維持管理に必要な知識を習得さ
せるための各種講習受講料を負担します。

講習実施機関 747 警察本部 情報管理課 043-201-0110

負担金 全国警察音楽隊研修会受講料
警察音楽隊の技能向上を図るために参加する全国警察
音楽隊研修会の受講料を負担します。

研修会実施機関 50 警察本部 広報県民課 音楽隊 043-201-0110
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負担金 広報セミナー参加費
より良い広報活動を行うため、公的機関を対象とした
広報セミナーへの参加費を負担します。

セミナー
実施機関

32 警察本部 広報県民課 043-201-0110

負担金 庁舎等光熱水費負担金 借用している施設の光熱水費を負担します。 各庁舎管理者 35,733 警察本部 会計課 043-201-0110

負担金 新営予算単価説明会受講料負担金
国土交通省が作成する施設整備等にかかる予算積算資
料の説明会受講料を負担します。

（一社）公共建築
協会関東地区

事務局
8 警察本部 会計課 施設管理室 043-201-0110

負担金 交番・駐在所共益費負担金
交番・駐在所のために借り上げている施設の共益費
（共用部の光熱水費・施設維持管理費）を負担しま
す。

施設所有者 1,151 警察本部 会計課 施設管理室 043-201-0110

負担金 消防法に基づく自衛消防業務講習料
消防法により義務付けられた自衛消防組織を設置する
ため、同法に定められた講習の受講料を負担します。

（一財）日本消防
設備安全セン

ター
240 警察本部 会計課 施設管理室 043-201-0110

負担金 省エネ法に基づくエネルギー管理講習
省エネ法により義務付けられたエネルギー管理者等を
選任するため、資格条件である講習の受講料を負担し
ます。

（一財）省エネル
ギーセンター

35 警察本部 会計課 施設管理室 043-201-0110

負担金 特別産業廃棄物管理責任者講習料

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関
する特別措置法」に基づき、警察施設におけるPCB廃棄
物の保管に際して指定が必要となる「特別産業廃棄物
管理責任者」の資格を取得するための講習受講料を負
担します。

（公財）日本産業
廃棄物処理振興

センター
28 警察本部 会計課 施設管理室 043-201-0110

負担金 交番建設事業付帯事務費
工事費を積算する際に必要となる標準仕様を編集して
いる（一社）公共建築協会主催の説明会受講料を負担
します。

（一社）公共建築
協会

324 警察本部 会計課 施設管理室 043-201-0110

負担金 鎌ケ谷第三宿舎下水道接続工事（負担金）
受益者負担金制度により、鎌ケ谷市が整備する下水道
建設費の一部を負担します。

鎌ケ谷市 397 警察本部 会計課 施設管理室 043-201-0110
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 八千代警察署米本交番埋蔵文化財調査事務費
埋蔵文化財調査に伴う事務費（結果報告書）の費用を
負担します。

千葉県教育委員
会

60 警察本部 会計課 施設管理室 043-201-0110

負担金 自動車整備振興会費・各種講習料
（一社）千葉県自動車整備振興会等の会費及び自動車
整備関係法令により受講が義務付けられている各種定
期講習の受講料を負担します。

講習実施機関 92 警察本部 装備課
機動装備
センター

043-201-0110

負担金 民間委託研修
自動車技術の高度化に伴い、新たな塗装技術・自動車
検査に関する知識を習得するための研修受講料を負担
します。

研修実施機関 242 警察本部 装備課
機動装備
センター

043-201-0110

負担金 帰住旅費

帰住者がその費用を自弁することができず、親族、縁
故者からの援助も受けられない場合に、刑事収容施設
及び被収容者等の処遇に関する法律に基づき、帰往す
るための旅費を負担します。

釈放される
被留置者
（帰住者）

4 警察本部 留置管理課 043-201-0110

負担金 被害者支援関係教養負担金
犯罪被害者相談専門員のカウンセリング技術の向上及
び被害者心理等に関する知識習得のための研修等の受
講料を負担します。

講習実施機関 162 警察本部 警務課
犯罪被害者

支援室
043-201-0110

負担金 県外共同採用試験負担金
優秀な人材を確保するために参加している県外共同採
用試験の実施経費を負担します。

共同採用試験
実施都道府県

358 警察本部 警務課 043-201-0110

負担金 企業説明会参画
優秀な人材を確保するため、民間で企画する合同企業
就職説明会に参加する経費を負担します。

合同就職説明会
実施企業

750 警察本部 警務課 043-201-0110

負担金 衛生管理者受験対策実践講習受講負担金
労働安全衛生法により義務付けられている衛生管理者
資格を取得するために必要となる講習受講料を負担し
ます。

（公社）千葉県労
働基準協会

連合会
222 警察本部 厚生課 健康管理室 043-201-0110

負担金 健康管理指導対策負担金
健康管理スタッフが健康に関する最新の知識、技能等
を習得するために必要な研修等の受講料を負担しま
す。

講習実施機関 134 警察本部 厚生課 健康管理室 043-201-0110

負担金 手話通訳者養成講座負担金
警察職員に手話通訳技能を習得させるために必要な研
修の受講料を負担します。

講習実施機関 539 警察本部 教養課 043-201-0110
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 英語検定試験（TOEIC）団体特別受験料
警察職員に英語を習得させるために実施している語学
教養の受講者に対し、教養効果を測定するための英語
検定試験（TOEIC）受験料を負担します。

（一財）国際ビジ
ネスコミュニケー

ション協会
43 警察本部 教養課 043-201-0110

負担金 エックス線作業主任者受験講習負担金
爆発物等の処理時に活用するエックス線装置の使用に
必要なエックス線作業主任者資格を取得するための講
習受講料を負担します。

講習実施機関 63 警察本部 教養課 043-201-0110

負担金
火薬類取扱保安責任者試験準備講習・火薬類保
安教育講習負担金

火薬類を管理する上で義務付けられている火薬類取扱
保安責任者資格を取得及び更新するための講習受講料
を負担します。

千葉県火薬類
保安協会

159 警察本部 教養課 043-201-0110

負担金
小型移動式クレ－ン運転技能講習・玉掛け技能講
習負担金

災害用資材運搬車等に搭載された小型移動式クレーン
の操作に必要なクレーン免許及び玉掛け資格を取得す
るための講習受講料を負担します。

講習実施機関 118 警察本部 教養課 043-201-0110

負担金 鉛作業主任者技能講習負担金
拳銃射撃訓練における鉛粉じんによる職員の健康障害
の防止等に必要な鉛作業主任者資格を取得するための
講習受講料を負担します。

（公社）千葉県労
働基準協会

連合会
13 警察本部 教養課 043-201-0110

負担金
ストーカー行為者への精神医学的・心理学的アプ
ローチに係る研修受講料

警察官が、ストーカー行為者への精神医学的・心理学
的アプローチに係る研修やカウンセリング講座を受け
るための費用を負担します。

講習実施機関 30 警察本部
人身安全
対策課

043-201-0110

負担金 少年補導専門員関係教養負担金
問題を抱えた少年や保護者等に助言・指導を行う少年
補導専門員等の資質向上のために受講させる、専門機
関の講座受講料を負担します。

講習実施機関 248 警察本部 少年課 少年センター 043-201-0110

負担金 サイバー犯罪捜査員教養受講料
悪質、巧妙化するサイバー犯罪の取締りに従事する捜
査員が、高度な専門的知識・技能を習得するために受
講する講習の受講料を負担します。

講習実施機関 2,077 警察本部
サイバー犯罪

対策課
043-201-0110

負担金 小型航空機セーフティーセミナ－負担金
事故や安全に関する最新の航空情報を入手するための
講習受講料を負担します。

（公社）日本航空
機操縦士協会

10 警察本部 警備課 043-201-0110
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 航空従事者各種講習負担金
航空機を安全に運航させるために行う、航空機整備等
の講習受講料を負担します。

講習実施機関 3,291 警察本部 警備課 043-201-0110

負担金 航空機救助活動等技能講習負担金
航空機による救助活動等の技術を習得するための講習
受講料を負担します。

講習実施機関 552 警察本部 警備課 043-201-0110

負担金 航空従事者資格取得負担金
航空機燃料搬送車の運転に必要な資格を取得するため
の講習受講料を負担します。

講習実施機関 352 警察本部 警備課 043-201-0110

負担金 支援者のための研修講座受講料
犯罪被害者の心のケア・二次被害の防止のために求め
られるカウンセリング等の専門知識を女性捜査官に習
得させるための講習受講料を負担します。

講座実施機関 229 警察本部 刑事総務課
捜査実務研修

所
043-201-0110

負担金 学会負担金
犯罪者プロファイリング業務に関する最新の知識技術
情報の入手や、知識技術の習得を図るために、関係す
る学会の年会費用を負担します。

関係学会 17 警察本部 刑事総務課
犯罪捜査支援

室
043-201-0110

負担金 学会参加費
犯罪者プロファイリング業務に関する最新の知識技術
情報の入手や、知識技術の習得を図るために、関係す
る学会への参加費用を負担します。

関係学会 20 警察本部 刑事総務課
犯罪捜査支援

室
043-201-0110

負担金 各種学会負担金
鑑定に関する最新の知識技術情報の入手や、知識技術
の習得を図るために各種学会の加入費用を負担しま
す。

各種学会 181 警察本部
科学捜査
研究所

043-201-0110

負担金 学術集会参加登録費
鑑定業務の強度・高度化を図るため、職員が研究成果
を学術集会において発表するための参加登録費を負担
します。

各種学会 30 警察本部
科学捜査
研究所

043-201-0110

負担金 地区安全運転管理者協議会負担金
各警察署等に選任されている安全運転管理者、副管理
者が属する各地区安全運転管理者協議会の地区会費を
負担します。

各地区安全運転
管理者協議会等

2,649 警察本部 交通総務課 043-201-0110

負担金
OSS（ワンストップサービス）推進警察協議会負担
金

自動車を保有しようとする場合に必要となる各種行政
手続きをインターネットによる一括申請で可能にする
ためのシステム構築費・保守費等を負担します。

OSS推進
警察協議会

41,231 警察本部 交通規制課 043-201-0110
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 自動車安全運転センタ－負担金

自動車安全運転センターの累積点数通知業務（交通違
反等の累積点数が停止処分を受ける直前の点数になっ
た方に通知書でお知らせし安全運転を促す業務。）に
要する経費の一部を負担します。

自動車安全運転
センター

4,900 警察本部 運転免許課 043-274-2000

負担金 高齢者講習指導員研修
千葉運転免許センターで実施する高齢者講習の指導員
を養成するための講習受講料を負担します。

講習実施機関 151 警察本部 運転教育課 043-274-2000

負担金 セミナー等受講に伴う負担金
サイバー攻撃の取締りに従事する捜査員が、高度な専
門的知識・技能を習得するために受講する講習の受講
料を負担します。

講習実施機関 1,671 警察本部 公安第一課 043-201-0110

負担金 潜水士免許試験受験準備講習負担金
海（水）中探索等の従事者に義務付けられている潜水
士免許を取得するための講習受講料を負担します。

講習実施機関 57 警察本部 警備課 043-201-0110

負担金 潜水技術訓練教養負担金
潜水活動での安全管理を図るため、水難救助隊員に対
する潜水技術訓練の受講料を負担します。

訓練実施機関 1,320 警察本部 警備課 043-201-0110

負担金 国民保護CRテロ初動セミナー受講料
CR（化学(Chemical)放射性物質(Radiological)）テロ
事案の的確な初動対応に当たるため、「国民保護CRテ
ロ初動セミナー」の受講料を負担します。

国立研究開発法
人量子科学技術
研究開発機構放
射線医学総合研

究所

85 警察本部 警備課 043-201-0110

負担金 JPTEC参加費用
災害時等の救出救助時における救護活動を迅速、的確
に行うため、JPTEC（病院前救護プログラム）の受講料
を負担します。

講習実施機関 48 警察本部 警備課 043-201-0110

負担金 無人航空機操縦技能講習
災害現場やテロ事案等における事態対処を迅速かつ的
確に行う知識、技術を取得するため、「無人航空機操
縦技能講習」の受講料を負担します。

講習実施機関 660 警察本部 警備課 043-201-0110

負担金 バックホウの運用
災害時等の救出救助時に使用するバックホウ（油圧
ショベル）の操縦に必要な労働衛生特別教育規程に定
める技能講習の受講料を負担します。

講習実施機関 128 警察本部 警備課 043-201-0110
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 ロープレスキュー技術講習会
災害時の救出救助活動を迅速、的確に行うため、ロー
プレスキュー技術講習の受講料を負担します。

講習実施機関 168 警察本部 警備課 043-201-0110

負担金 レスキュー３講習受講料
災害時の救出救助活動を迅速、的確に行うため、レス
キュー３（急流救助、山岳救助、都市型救助）講習の
受講料を負担します。

講習実施機関 189 警察本部 警備課 043-201-0110

負担金 共同防火・防災管理協議会負担金
成田国際空港内の事業者で運営されている防災組織で
ある共同防火・防災管理協議会の会費を負担します。

共同防火・防災
管理協議会

4 警察本部 空港警備隊 043-201-0110

負担金 各種資格取得等講習負担金
火薬類取扱保安責任者資格等、業務に必要な資格・知
識等を取得するための講習受講料を負担します。

講習実施機関 4,652 警察本部 空港警備隊 043-201-0110

負担金 安全運転管理者協議会負担金
空港警備隊において選任されている安全運転管理者及
び副管理者が属する地区安全運転管理者協議会会費を
負担します。

成田地区安全運
転管理者協議会

57 警察本部 空港警備隊 043-201-0110

負担金 待機宿舎原状回復費用

空港警備隊の職員用待機宿舎として使用していた賃貸
物件の契約解除に伴い、職員の故意又は過失により損
傷したものではない箇所について原状回復費用を負担
します。

賃貸会社 400 警察本部 空港警備隊 043-201-0110

補助金 千葉県防犯協会補助金
（公社）千葉県防犯協会が行う各種防犯活動（防犯意
識の普及啓発・犯罪の予防検挙に対する協力援助等）
に要する経費に対して補助します。

（公社）千葉県防
犯協会

1,300 警察本部
生活安全
総務課

犯罪抑止
推進室

043-201-0110

補助金 暴力団追放県民会議補助金

（公財）千葉県暴力団追放県民会議の行う暴力団排除
活動（少年指導委員の研修・暴力団による不当な行為
の被害者に対する見舞金支給等）に要する経費に対し
て補助します。

（公財）千葉県暴
力団追放県民会

議
3,000 警察本部 捜査第四課 暴力団対策室 043-201-0110

補助金 交通安全協会補助金

（公財）千葉県交通安全協会の行う交通安全活動（交
通事故の防止及び交通道徳の高揚のための啓発活動・
交通指導員の指導育成及び各種活動に対する助成等）
に要する経費に対して補助します。

（公財）千葉県交
通安全協会

911 警察本部 交通総務課 043-201-0110

補助金 安全運転管理協会補助金
（一社）千葉県安全運転管理協会の行う交通安全活動
（安全運転管理に関する啓発、機関紙、安全教育資料
等の発行等）に要する経費に対して補助します。

（一社）千葉県安
全運転管理協会

81 警察本部 交通総務課 043-201-0110
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 全国都道府県議会議長会負担金
各都道府県議会間の連絡を保ち、地方自治の発展を図
ることを目的とした会議の運営経費を負担します。

全国都道府県議
会議長会

9,267 行政委員会 議会事務局 調査政策室 043-223-2522

負担金 関東甲信越１都９県議会議長会負担金
関係都県の緊密なる連携と相互援助による地方自治の
発展を目的とした会議の運営経費を負担します。

関東甲信越１都
９県議会議長会

200 行政委員会 議会事務局 調査政策室 043-223-2522

負担金 半島地域振興対策議会議長連絡協議会負担金
半島を有する道府県議会の連携により、半島地域の振
興を図ることを目的とした会議の運営経費を負担しま
す。

半島地域振興対
策議会議長連絡

協議会
40 行政委員会 議会事務局 調査政策室 043-223-2522

負担金 一都三県議会議長会負担金
首都圏の諸問題を協議することを目的とした会議の運
営経費を負担します。

一都三県議会議
長会

150 行政委員会 議会事務局 調査政策室 043-223-2522

負担金 13都道府県議会議長会負担金

主に政令指定都市を抱える都道府県相互の情報を交換
し、緊密なる連絡協調の下に地方行政の民主化と議会
運営の完璧を期することを目的とした会議の運営経費
を負担します。

13都道府県議会
議長会

160 行政委員会 議会事務局 調査政策室 043-223-2522

負担金 地すべりがけ崩れ対策都道県議会協議会負担金
地すべり及びがけ崩れの対策事業の促進と、地すべり
及びがけ崩れに関する共通な重要問題の解決を図るこ
とを目的とした会議の運営経費を負担します。

地すべりがけ崩
れ対策都道県議

会協議会
25 行政委員会 議会事務局 調査政策室 043-223-2522

負担金 千葉政経懇話会負担金
中央及び地方の情報収集・提供を目的とした千葉政経
懇話会の会費を負担します。

千葉政経懇話会 120 行政委員会 議会事務局 秘書第一班 043-223-2503

負担金 内外情勢調査会会費
内外情勢に関する情報の収集、調査、分析を行う（一
社）内外情勢調査会の年会費を負担します。

（一社）内外情勢
調査会

212 行政委員会 議会事務局 秘書第一班 043-223-2503

負担金 専門図書館協議会負担金
各種専門図書館の連携を密にし情報収集を図ることを
目的とした協議会の運営経費を負担します。

専門図書館
協議会

40 行政委員会 議会事務局 図書班 043-223-2528

負担金 研修会等参加負担金
地方議会図書室等職員を対象とする研修会の参加費を
負担します。

研修会等
主催者

15 行政委員会 議会事務局 図書班 043-223-2528
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令和４年度当初予算（一般会計）…負担金・補助金・交付金一覧

（単位：千円）

部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 研修会等参加負担金
広報に必要な、写真の撮影能力及び編集能力を高める
ための研修の参加費を負担します。

研修会等
主催者

53 行政委員会 議会事務局 議会広報班 043-223-2523

負担金 全都道府県監査委員協議会連合会負担金
全都道府県監査委員の連携を密にし、監査制度を通じ
て、都道府県行政の円滑な運営と進展を図るため、連
合会の運営に係る経費の一部を負担します。

全都道府県監査
委員協議会連合

会
80 行政委員会

監査委員事務
局

調整課
企画調整班

043-223-3727

負担金 関東甲信越監査委員協議会負担金
関東1都6県と山梨・長野・新潟県の監査委員の相互の
連携を密にし、監査委員制度の円滑なる運営を図るた
め、協議会の運営に係る経費の一部を負担します。

関東甲信越監査
委員協議会

40 行政委員会
監査委員事務

局
調整課

企画調整班
043-223-3727

負担金 千葉県市監査委員協議会負担金
県と県内各市の監査委員の相互の連携を密にし、監査
委員制度の円滑なる運営を図るため、協議会の運営に
係る経費の一部を負担します。

千葉県市監査委
員協議会

85 行政委員会
監査委員事務

局
調整課

企画調整班
043-223-3727

負担金
十二大都道府県監査委員事務局長会議意見交換
会負担金

十二大都道府県の監査委員事務局長の相互の連携を密
にし、監査事務の効率的執行を確保するため、意見交
換会の運営に係る経費の一部を負担します。

十二大都道府県
監査委員事務局
長会議事務局

15 行政委員会
監査委員事務

局
調整課

企画調整班
043-223-3727

負担金 研修等参加負担金
地方財務会計に関する研修等への参加費を負担しま
す。

研修等主催団体 109 行政委員会
監査委員事務

局
調整課

企画調整班
043-223-3727

負担金 全国人事委員会連合会分担金
各都道府県及び指定都市等の人事委員会との連絡を緊
密にし、協力して人事行政制度の円滑な運営を図るた
め、連合会の運営に係る経費の一部を負担します。

全国人事委員会
連合会

210 行政委員会
人事委員会事

務局
任用課

総務企画班
043-223-3715

負担金 関東甲信越静人事委員会協議会負担金
関東甲信越静ブロック11都県の人事委員会との連絡を
緊密にし、協力して人事行政制度の円滑な運営を図る
ため、協議会の運営に係る経費の一部を負担します。

関東甲信越静人
事委員会協議会

20 行政委員会
人事委員会事

務局
任用課

総務企画班
043-223-3715

負担金 十六都道府県人事委員会協議会分担金

政令指定都市を有する15道府県及び都の人事委員会と
の連絡を緊密にし、協力して人事行政制度の円滑な運
営を図るため、協議会の運営に係る経費の一部を負担
します。

十六都道府県人
事委員会協議会

10 行政委員会
人事委員会事

務局
任用課

総務企画班
043-223-3715

負担金 日本人事試験研究センター賛助会費
人事試験に関する総合的な調査研究と成果の普及を図
るため、団体の運営に係る経費の一部を負担します。

（公財）日本人事
試験研究セン

ター
2,200 行政委員会

人事委員会事
務局

任用課
総務企画班

043-223-3715
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

負担金 関東ブロック試験研究協議会分担金
関東ブロック10県の人事委員会と協力して、職員採用
試験問題の研究等を実施するため、協議会の運営に係
る経費の一部を負担します。

関東ブロック試
験研究協議会

5 行政委員会
人事委員会事

務局
任用課

総務企画班
043-223-3715

負担金 警察官共同試験分担金
他の都道府県と共同で実施する警察官採用試験に係る
費用の一部を負担します。

試験実施都道府
県

429 行政委員会
人事委員会事

務局
任用課

任用・試験班
043-223-3717

負担金 適性検査判定研修参加負担金
専門機関が実施している適性検査の研修会へ参加する
経費を負担します。

研修主催機関 112 行政委員会
人事委員会事

務局
任用課

任用・試験班
043-223-3717

負担金 採用説明会出展料
多様で有為な職員を採用するため、就職支援企業が主
催する採用説明会への出展経費を負担します。

民間企業 1,639 行政委員会
人事委員会事

務局
任用課

任用・試験班
043-223-3717

負担金 衛生管理者試験準備講習会参加負担金
衛生管理者の資格取得のための講習会へ参加する経費
を負担します。

（公社）千葉県労
働基準協会連合

会
14 行政委員会

人事委員会事
務局

給与課
審査班

043-223-3722

負担金 試験会場光熱水費等経費負担金
職員採用試験等で使用する会場の光熱水費などの経費
を負担します。

試験実施会場 297 行政委員会
人事委員会事

務局
任用課

任用・試験班
043-223-3717

負担金 14都道府県労働委員会使用者委員会議
14都道府県労働委員会使用者委員会議の参加費用を負
担します。

14都道府県労働
委員会使用者委
員会議事務局

30 行政委員会
労働委員会事

務局
審査調整課 043-223-3737

負担金 各種講習会等参加負担金 業務上必要な講習会等への参加費用を負担します。
講習会等実施団

体
30 行政委員会 収用委員会

収用委員会事
務局

043-223-3268

負担金 関東甲信越収用委員会連絡協議会負担金
「関東甲信越収用委員会連絡協議会規約」に基づき協
議会の運営及び活動に係る経費の一部を負担します。

関東甲信越収用
委員会連絡協議

会
16 行政委員会 収用委員会

収用委員会事
務局

043-223-3268

補助金 議員厚生会事業補助 議員が行う健康診断の経費の一部を補助します。
千葉県議会議員

厚生会
840 行政委員会 議会事務局 総務班 043-223-2508
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部名 課名 室等名 電話番号

問い合わせ先

区分 事業名 事業内容 支出先名
令和４年度
当初予算

交付金 政務活動費

議会における会派及び議員の自主的・自立的活動の一
環として政策提案等のために行う調査研究その他の活
動に必要な経費の一部を会派及び議員に対し交付しま
す。

各会派、県議会
議員

451,200 行政委員会 議会事務局 調整班 043-223-2524
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