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７ 環境・文化・スポーツ施策の推進 

 

① 環境 

 

○外来種特別対策事業（自然保護課） 106,662 千円（H29 100,750千円） 

  生態系や農林水産業等への影響を及ぼすおそれのある特定外来生物について、計画的な防除

や生息状況調査を実施します。 

特に、生息数の増加や生息域の拡大が著しいキョンについては、専門的な知識・経験を  

有するコーディネーターを新たに配置し、効率的な捕獲方法を開発します。 

 ［主な事業］ 

１．キョン（捕獲・調査）          17,966 千円 

 ・捕獲コーディネーターの配置【新規】 4,840 千円 

２．アカゲザル（捕獲・調査）       49,469 千円 

３．カミツキガメ（捕獲）         34,050 千円 

４．アライグマ（殺処分・わな貸出等） 4,977 千円 

  

 

 

○野生鳥獣総合対策事業〔再掲〕（自然保護課）  438,659千円（H29 358,500千円） 

  野生鳥獣の適正な保護管理と農業被害・生活被害の防止を図るため、市町村が実施する有害  

鳥獣捕獲事業への助成を行うとともに、狩猟免許を保有するコーディネーターを新たに配置し、 

モデル地域を設定の上、住民と地域ぐるみで防護・捕獲・環境管理の総合的な対策に取り組み   

ます。 

また、生息数が急増しているキョンや、生活被害が深刻化しているハクビシン・アライグマ

については、補助単価を増額し、捕獲を強化します。 

さらに、捕獲従事者の確保・育成のための研修等を実施します。 

 

 

 

○イノシシ等有害獣被害防止対策事業〔再掲〕（農地・農村振興課） 

          330,000千円（H29 259,000千円） 

  イノシシなど有害獣による農作物被害を防止するため、市町村等で構成する「対策協議会」

が実施する防護柵の設置や捕獲機材の購入、民間事業者が実施する野生獣肉の食肉処理加工 

施設の整備に対して助成します。また、新たに、イノシシの棲み家・隠れ家となっている山林

辺縁部の耕作放棄地等に生い茂る草木を伐採し、営巣や移動をしにくくすることにより、農地

への侵入を防ぎます。 
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○地球温暖化対策・環境学習推進事業（循環型社会推進課） 

                         14,992 千円（H29 13,115 千円） 

  地域からの地球温暖化対策を進めるため、県民や事業者の取組を促進するとともに、環境 

問題を理解し、自ら進んで行動する人づくりに取り組みます。 

［主な事業］ 

  １．地球温暖化対策の推進       7,800 千円 

２．環境学習に係る人材育成の推進   7,192 千円 

  

 

 

○住宅用省エネルギー設備等導入促進事業（循環型社会推進課）  

                         340,500千円（H29 372,500千円） 

  住宅用の省エネルギー設備等の導入を促進するため、太陽光発電設備や家庭用燃料電池    

（エネファーム）などの設置経費に対し助成します。 

 ［補助先］ 市町村（県補助は市町村を通じて実施） 

 ［補助対象］ 

１．太陽光発電設備 144,000 千円 

２．家庭用燃料電池（エネファーム） 120,000千円 

３．家庭用蓄電池 73,000千円 

４．太陽熱利用システム              3,500千円 

  

 

 

○生活排水対策浄化槽推進事業（水質保全課） 260,000千円（H29 260,000千円） 

  市町村が実施する、単独処理浄化槽・くみ取り便所から合併処理浄化槽への転換や、高度 

処理型合併処理浄化槽の設置を促進する事業に対し助成します。 

なお、より一層の水質改善を図るため、一定の処理能力を有する高度処理型浄化槽を設置 

する場合、新たに上乗せして助成を行います。 

 ［補助先］ 市町村 

  [補助率]  

    ① 個人設置型   1/3 

   ② 市町村設置型 4/30 

   ③ 高度促進補助【新規】 1/2 

   ④ 転換に係る撤去・配管費用 1/2 
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○産業廃棄物不法投棄監視等事業（廃棄物指導課） 73,818千円（H29 69,847千円） 

  産業廃棄物不法投棄の早期発見・未然防止のため、県内全域を対象とした２４時間３６５日

対応の監視パトロール及び不法投棄等が行われている可能性が高い箇所への集中監視業務を 

実施します。 

 ［主な事業］ 

  １．不法投棄監視パトロール 63,995千円 

  ２．産廃・残土110番対応業務 1,271千円 

  ３．スポット監視業務     8,332千円 

 

 

 

○千葉県内ＰＣＢ廃棄物等に係る掘り起こし調査事業（廃棄物指導課） 

 30,000千円（H29 11,500千円） 

  ＰＣＢ廃棄物特別措置法により期間内の処分が義務付けられているＰＣＢ廃棄物等について、

事業者に対する掘り起こし調査を引き続き実施し、適切な指導を行うことにより、期間内に 

おける計画的な処理を進めます。 
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② 文化 

 

○新県立図書館基本計画策定事業【新規】（生涯学習課）         15,000千円 

  良質な図書館サービスを提供するため、3館体制の県立図書館について、1館に機能集約を 

図ることとし、新県立図書館の整備に係る基本計画を策定します。 

 ［事業内容］ 

  ・図書館の施設構成と規模の検討 

  ・工程計画の策定と工事費概算の算出 

  ・機能集約に伴う移転スケジュールや課題の整理 等 

 

 

 

 

○「県民の日」事業（県民生活・文化課）         60,000 千円（H29  60,000 千円） 

幅広い世代の県民が、「県民の日」を通してふるさと千葉の魅力を再発見できるよう、幕張 

メッセで県民参加・体験型の中央イベントを開催するとともに、県内各地で地域行事を開催 

します。 

［事業内容］ 

 １．中央行事の開催   46,000 千円 

２．地域行事の開催   11,000 千円 

  ３．「県民の日」の広報 3,000 千円 

 

 

 

 

○千葉交響楽団関連事業（県民生活・文化課）    71,875千円（H29  72,024千円） 

 千葉交響楽団の運営に対し助成するとともに、児童・生徒や県民を対象にした公演等を 

支援します。 

［事業内容］ 

１． 運営費補助                    21,970千円 

２． 学校における芸術鑑賞事業      31,245千円 

３． 県民芸術劇場公演事業          17,836千円 

４． 伝統芸能・洋楽ふれあい体験事業   824千円 
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○千葉県少年少女オーケストラ育成事業（県民生活・文化課） 

  38,734千円（H29 36,734千円） 

 千葉県少年少女オーケストラの育成のための経費を助成します。 

［事業内容］ 

１．少年少女オーケストラ助成事業 11,000千円 

  ２．運営費補助          27,734千円 

 

 

 

 

○文化財保存整備助成事業（文化財課） 42,600 千円（H29 42,845 千円） 

  文化財の適正な保存管理とその活用を図るため、国・県指定文化財の保存整備・修理等の 

事業に対して助成します。 

 ［助成内容］ 

  １ 文化財保存整備事業 38,500千円 

   ［補助対象］国指定文化財6件、県指定文化財7件 計13件 

   ［補 助 率］国指定文化財 国庫補助額を控除した額の1/2以内 

         県指定文化財 1/2以内 

  ２ 無形民俗文化財保存伝承事業 4,100千円 

   ［補助対象］国指定文化財1件、県指定文化財1件 計2件 

   ［補 助 率］上記に準じる 
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○千葉県立中央博物館特別展（文化財課）               15,427千円 

  千葉県立中央博物館の特別展「恐竜ミュージアム in ちば」を開催します。 

 ［開催時期］平成 30 年 7 月中旬～9月下旬の 70 日間（予定） 

 ［展示内容］ 

  ・恐竜全身骨格標本の展示 

  ・「千葉県初!恐竜かもしれない骨化石」の展示 

  ・化石発掘体験 等 

 

 

 

○ 「明治１５０年」関連事業【新規】 

（政策法務課、生産振興課、耕地課、畜産課、水産課、文化財課） 8,501 千円 

平成 30 年（2018 年）が明治元年（1868 年）から満 150 年にあたることをきっかけとして、

明治以降の歩みを次世代に遺し、明治の精神に学び、日本の強みを再認識するため、「明治 

時代の千葉」に関連する展示等を実施します。 

   ［主な事業］ 

    ・関宿城博物館企画展「文明開化の『力』（仮称）」 

・県立美術館アート・コレクション「近代洋画の先駆者・浅井忠」 

・明治期に新品目として導入された落花生についての情報発信 等 

 

 

 

○オリンピック・パラリンピック文化プログラムを契機とした千葉の文化力向上事業〔再掲〕 

（県民生活・文化課） 23,992千円（H29 13,618千円） 

（債務負担行為 57,000千円） 

東京オリンピック・パラリンピックの大会機運を醸成するとともに、本県の魅力を県内外に  

発信し、文化振興と地域の活性化を図るため、東京２０２０文化オリンピアードの一環として、 

世代や障害の有無を超えて交流できる県民参加型の文化プログラムを実施します。 
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③ スポーツ 

 

○オリンピック・パラリンピック普及・教育推進事業 

 （東京オリンピック・パラリンピック推進課）37,600千円（H29 37,556千円） 

  本県で開催されるオリンピック競技（フェンシング・サーフィン・テコンドー・レスリング）、

及びパラリンピック競技（ゴールボール・シッティングバレーボール・テコンドー・車いす 

フェンシング）について、競技への理解を深めるために体験イベント等を開催するとともに、

県内公立中学校において、中学２年生を対象としてＪＯＣオリンピック教室を実施します。 

 ［事業内容］ 

  ・本県開催競技の普及・振興イベント実施 35,460千円 

  ・ＪＯＣオリンピック教室の実施      2,140 千円 

 

 

 

○東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業 

（体育課、障害者福祉推進課）115,000 千円（H29 115,000 千円） 

  東京オリンピック・パラリンピックに本県出身の選手を１人でも多く輩出するため、   

ジュニア世代の選抜選手及び障害者スポーツ選手を強化する取組に助成します。 

  開催年に向けて、特に出場が期待される選手の強化に重点化していきます。 

 ［事業内容］ 

  ・選手強化の取組への助成 

  ・障害者競技組織の体制整備 等 

 

 

 

○千葉県競技力向上推進本部事業（体育課）   200,000 千円（H29 200,000 千円） 

  本県スポーツ選手の育成・強化を図るとともに、スポーツを通じた活力ある地域づくりを 

推進するため、千葉県競技力向上推進本部が行う事業に対して助成します。 

 ［事業内容］ 

  ・国体選手強化・サポート事業 

  ・ちばジュニア強化事業 

  ・スポーツ医・科学サポート事業 等 
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○障害者スポーツ振興事業（障害者福祉推進課）     19,000千円（H29 1,360千円） 

  企業チームと障害者チームとの交流試合等を実施し、障害者スポーツを広く県民に周知  

します。また、県内にコーディネーターを派遣し、スポーツ体験会や教室を開催するとともに、

貸出用競技用具を充実させるなど、障害のある人がスポーツに親しめる環境を整備します。 

 ［主な事業］ 

  ・障害者スポーツ交流大会【新規】 3,400千円 

・障害者スポーツ大会等コーディネーター派遣事業【新規】 9,200千円 

・障害者スポーツ用具貸出事業 4,425千円 

 

 

 

 

○特別支援学校を拠点とした障害者スポーツ振興事業【新規】（特別支援教育課） 

 12,000 千円 

  共生社会の形成に向けて、障害者スポーツを身近なものとし、スポーツによる地域との交流

を深めるため、特別支援学校を拠点として障害者スポーツの振興を図ります。 

 ［事業内容］ 

  ・特別支援学校における障害者スポーツの普及・啓発 

  ・地域の小・中学校等との交流及び共同学習の実施 

 

 

 

 

○キャンプ・国際大会誘致・受入事業（東京オリンピック・パラリンピック推進課） 

 5,500千円（H29 5,500千円） 

市町村、競技団体との連携により、東京オリンピック・パラリンピックにおける事前   

キャンプや、国際大会の本県への誘致を進め、事前キャンプの決定した国・地域の選手団を 

受け入れるための準備を行います。 

 ［事業内容］ 

  ・キャンプ・国際大会誘致活動     1,500 千円 

  ・キャンプ地の視察案内・受入準備   4,000 千円 
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○国際スポーツ競技大会支援事業（東京オリンピック・パラリンピック推進課） 

 30,000 千円（H29 20,000 千円） 

  スポーツの振興と地域の活性化を図るため、世界選手権などの国際競技大会の開催経費の 

一部を助成します。 

 ［補助対象事業］  

  ・東京オリンピック・パラリンピック実施競技 

  ・世界選手権やアジア選手権、オリンピック・パラリンピック予選大会などの国際競技大会 

  ・交流会や体験会など、競技の普及や国際交流の促進に資する取組が行われるもの 

 ［補助率等］ 

  ・世界選手権又はアジア選手権に準ずる大会等 

    開催経費の 1/4 以内（20,000 千円上限） 

  ・国際的な競技団体等が主催又は開催に関与する大会で、一定規模以上の大会 

    開催経費の 1/4 以内（10,000 千円上限） 

 ［補助対象者］県内市町村又は県内市町村が構成員となる団体、国内競技連盟 

 

 

 

 

○千葉県スポーツコンシェルジュ運営事業（東京オリンピック・パラリンピック推進課）

24,500 千円（H29 24,500 千円） 

  東京オリンピック・パラリンピックやプレ大会のキャンプ等の誘致を効果的に進めるため、

競技ごとに調整が必要となる競技施設、宿泊施設など多岐にわたる事項について、          

ワンストップで相談・支援を行う「スポーツコンシェルジュ」を運営します。 

 ［事業内容］ 

  ・キャンプ等誘致業務、スポーツツーリズムに対応した各種相談業務 17,246 千円 

  ・ＨＰ等による広報 3,000 千円 

  ・諸経費 4,254 千円 
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○総合スポーツセンター野球場耐震・大規模改修事業（体育課） 

381,800 千円（H29 70,000 千円） 

  （債務負担行為 571,000 千円） 

  老朽化し、耐震性の不足する総合スポーツセンター野球場について、耐震改修等を行う  

とともに、施設機能の充実を図るために必要な改修を行います。 

 ［事業内容］ 

改修工事 381,800 千円 

 ［整備内容］ 

  耐震改修、老朽化対応等改修、両翼・センターの延伸 等 

 ［供用開始］ 平成 32 年 4 月 

 

 

 

 

○障害者スポーツ・レクリエーションセンター施設整備事業 

（障害者福祉推進課）47,000千円 

  施設利用者の安全確保及び老朽化対策のため、改修を行います。 

 ［主な改修］ 

・体育館床全面張り替え工事  36,400千円 

・バスケットゴール交換工事  9,300千円 

 

 

 

 

○ちばアクアラインマラソン開催事業〔再掲〕（体育課）140,000 千円（H29 47,000 千円） 

  スポーツを通じた健康増進や体力向上の促進と、千葉県が有する様々な魅力の発信のために、

東京湾アクアラインを活用した「ちばアクアラインマラソン２０１８」を開催します。 

 ［開催日程］平成 30 年 10 月 21 日（日） 

 ［種目等］フルマラソン 12,000 人（参加料 12,500 円） 

      ハーフマラソン・車いすハーフマラソン 5,000 人（参加料 9,500 円） 

 

 

 

 


