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令和３年度１２月補正予算案について 

 

令 和 3年 1 1月 1 2日 

千葉県総務部財政課 

０４３－２２３－２０７６ 

 

○ 今回の１２月補正予算では、県の「海岸保全基本計画」について、国の基本方針 

などを踏まえた見直しを行う必要があることから、関連する調査を実施するための 

債務負担行為を設定します。 

○ そのほか、来年度以降の事業の早期執行を図るための債務負担行為や適正な工期を

確保するための繰越明許費を設定します。 

 

＜Ⅰ 債務負担行為＞ 

○海岸保全基本計画改定事業（河川整備課、港湾課、漁港課）  

 （債務負担行為 110,000千円） 

気候変動の影響による台風の強大化などに備えるため、国の「海岸保全基本方針」等の 

改定を踏まえ、県の「海岸保全基本計画」の見直しを行うにあたり早急に着手すべき調査に

ついて、債務負担行為を設定します。 

   ［見直しを行う計画］ 

    ・東京湾沿岸海岸保全基本計画（浦安～館山間） 

    ・千葉東沿岸海岸保全基本計画（館山～銚子間） 

［債務負担行為の内訳］ 

 

 

 

 

 

 

 

事項

1
県単港湾調査事業（海岸）
〔高潮シミュレーション（浦安～館山間）〕

令和3年度 ～ 令和4年度 20,000 千円以内

2
海岸整備事業
〔津波シミュレーション（館山～銚子間）〕

令和3年度 ～ 令和4年度 50,000 千円以内

3
漁港建設調査事業
〔沖波波浪シミュレーション（富津～銚子間）〕

令和3年度 ～ 令和4年度 40,000 千円以内

110,000 千円以内

債務設定期間 限度額

合　計
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○公の施設の指定管理 

公の施設のうち１５施設について、令和４年度以降の指定管理者を指定するにあたり、 

債務負担行為を設定します。（2,604 百万円） 

（参考）指定管理に係る債務負担行為の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事項

1 千葉県生涯大学校管理運営事業 令和4年度 ～ 令和5年度 542,000 千円以内

2 千葉県福祉ふれあいプラザ管理運営事業 令和4年度 ～ 令和6年度 281,000 千円以内

3 大房岬自然公園施設管理運営事業 令和4年度 ～ 令和8年度 101,000 千円以内

4 白子自然公園施設管理運営事業 令和4年度 ～ 令和8年度 35,000 千円以内

5 片貝自然公園施設管理運営事業 令和4年度 ～ 令和6年度 29,000 千円以内

6 いすみ環境と文化のさとセンター管理運営事業 令和4年度 ～ 令和8年度 110,000 千円以内

7 酪農のさと管理運営事業 令和4年度 ～ 令和8年度 190,000 千円以内

8 千葉ポートパーク管理運営事業 令和4年度 ～ 令和7年度 116,000 千円以内

9 袖ケ浦海浜公園管理運営事業 令和4年度 ～ 令和8年度 60,000 千円以内

10 新港公園管理運営事業 令和4年度 ～ 令和8年度 27,000 千円以内

11 潮浜公園管理運営事業 令和4年度 ～ 令和8年度 30,000 千円以内

12 富津みなと公園管理運営事業 令和4年度 ～ 令和8年度 62,000 千円以内

13 上総湊港海浜公園管理運営事業 令和4年度 ～ 令和8年度 32,000 千円以内

14 名洗港海浜公園管理運営事業 令和4年度 ～ 令和8年度 21,000 千円以内

15 千葉県立柏の葉公園管理運営事業 令和4年度 ～ 令和8年度 968,000 千円以内

2,604,000 千円以内合　計

指定管理期間 限度額
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○県発注工事量の平準化 

県発注工事量の平準化を図るため、舗装道路修繕事業や河川維持事業等の一部について、

債務負担行為を設定します。（135 億 8 百万円） 

（参考）工事発注量平準化のための債務負担行為の内訳 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事項

1 国道道路改築事業 令和3年度 ～ 令和4年度 100,000 千円以内

2 地方道道路改築事業 令和3年度 ～ 令和4年度 40,000 千円以内

3 社会資本整備総合交付金事業 令和3年度 ～ 令和4年度 610,000 千円以内

4 ふさのくに観光道路ネットワーク事業（広域連携） 令和3年度 ～ 令和4年度 90,000 千円以内

5 県単道路改良事業 令和3年度 ～ 令和4年度 560,000 千円以内

6 県単橋りょう架換事業 令和3年度 ～ 令和4年度 10,000 千円以内

7 県単街路整備事業 令和3年度 ～ 令和4年度 130,000 千円以内

8 舗装道路修繕事業 令和3年度 ～ 令和4年度 3,240,000 千円以内

9 道路排水整備事業 令和3年度 ～ 令和4年度 41,000 千円以内

10 交通安全対策事業 令和3年度 ～ 令和4年度 600,000 千円以内

11 災害防止事業 令和3年度 ～ 令和4年度 220,000 千円以内

12 道路維持事業 令和3年度 ～ 令和4年度 226,000 千円以内

13 電線類地中化整備事業 令和3年度 ～ 令和4年度 42,000 千円以内

14 自転車道環境整備事業 令和3年度 ～ 令和4年度 40,000 千円以内

15 道路維持修繕費 令和3年度 ～ 令和4年度 853,000 千円以内

16 橋りょう修繕事業 令和3年度 ～ 令和4年度 296,000 千円以内

17 広域河川改修事業 令和3年度 ～ 令和4年度 275,000 千円以内

18 河川調査事業 令和3年度 ～ 令和4年度 60,000 千円以内

19 河川改良事業 令和3年度 ～ 令和4年度 361,000 千円以内

20 土砂災害防止事業 令和3年度 ～ 令和4年度 3,000 千円以内

21 砂防整備事業 令和3年度 ～ 令和4年度 85,000 千円以内

22 緊急急傾斜地崩壊対策事業 令和3年度 ～ 令和4年度 129,000 千円以内

23 海岸整備事業 令和3年度 ～ 令和4年度 95,000 千円以内

24 河川管理施設機能確保事業 令和3年度 ～ 令和4年度 370,000 千円以内

25 河川維持事業 令和3年度 ～ 令和4年度 1,100,000 千円以内

26 河川環境整備事業 令和3年度 ～ 令和4年度 160,000 千円以内

27 県単港湾維持事業 令和3年度 ～ 令和4年度 521,000 千円以内

28 県単港湾調査事業（海岸） 令和3年度 ～ 令和4年度 7,000 千円以内

29 県単港湾調査事業（港湾） 令和3年度 ～ 令和4年度 31,000 千円以内

30 県単港湾整備事業 令和3年度 ～ 令和4年度 100,000 千円以内

31 県単うるおいのある海岸づくり事業 令和3年度 ～ 令和4年度 3,000 千円以内

32 港湾改修事業 令和3年度 ～ 令和4年度 385,000 千円以内

33 公共公園整備事業 令和3年度 ～ 令和4年度 130,000 千円以内

34 県単公園整備事業 令和3年度 ～ 令和4年度 129,000 千円以内

35 金田西土地区画整理事業 令和3年度 ～ 令和4年度 115,000 千円以内

36 柏北部中央地区土地区画整理事業 令和3年度 ～ 令和4年度 84,000 千円以内

37 木地区土地区画整理事業 令和3年度 ～ 令和4年度 86,000 千円以内

38 印旛沼流域下水道事業（管理費） 令和3年度 ～ 令和4年度 776,000 千円以内

39 印旛沼流域下水道事業（建設費） 令和3年度 ～ 令和4年度 120,000 千円以内

40 手賀沼流域下水道事業（管理費） 令和3年度 ～ 令和4年度 100,000 千円以内

41 手賀沼流域下水道事業（建設費） 令和3年度 ～ 令和4年度 224,000 千円以内

42 江戸川流域下水道事業（管理費） 令和3年度 ～ 令和4年度 485,000 千円以内

43 江戸川流域下水道事業（建設費） 令和3年度 ～ 令和4年度 176,000 千円以内

44 交通安全施設整備事業 令和3年度 ～ 令和4年度 300,000 千円以内

13,508,000 千円以内

債務設定期間 限度額

合　計
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＜Ⅱ 繰越明許費＞ 

年度内に終了しない見込みとなった事業について、適正な工期を確保するため、     

繰越明許費を設定します。 

 

〇 一般会計   73 事業  20,509,362 千円  

（主なもの） 

・農林水産部 拠点漁港整備事業ほか 14 事業         3,108,880 千円 

・県土整備部 国道道路改築事業ほか 53 事業          17,227,613 千円 

 

〇 特別会計   13 事業  5,224,435 千円   

・特別会計港湾整備事業 

臨海土地造成事業                      35,000 千円 

 

・特別会計土地区画整理事業  

運動公園周辺地区県単つくばエクスプレス沿線整備事業ほか 11 事業 
5,189,435 千円 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


