
事業整理票（２２年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅱ－２－①社会の中で個性が輝く「人間力」の醸成

道徳教育推進プロジェクト事業 一般 2,000 21,195
「ちば・ふるさとの学び」テキストの活用促進 ― ―
さわやかちば県民プラザ費の一部（さわやかちば
県民プラザにおける「交流事業」と「学習研修事
業」のうち高校生のためのボランティア体験講
座」)

一般 594 594

青少年教育施設管理費の一部（週末ふれあい推進
事業）

― ―

通学合宿推進事業 ― 再掲 ―
青少年教育施設管理費（青少年教育施設における
宿泊体験事業）

一般 465,000 463,277

青少年教育調査指導費の一部（不登校児童生徒等
宿泊研修事業）

一般 1,415 986

情報モラルを身に付け情報化社
会に的確に対応するための教育
の推進

メディアリテラシーの育成 ― ―

人権を尊重しどんな小さな差別
も許さない教育の推進

人権教育推進費(除：地域改善対策高等学校進学
奨励費）

一般 1,476 1,167

合　　　　計　（Ａ） 470,485 487,219
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 470,485 487,219

子ども自らが学習の達成状況を
確認し主体性を高める取組の推
進

「ちばのやる気」学習ガイドの評価問題配信事業 一般 3,700 3,368

読書県「ちば」を目指した読書
活動の推進

青少年教育調査指導費の一部（子どもの読書活動
推進事業）

一般 1,224 255

高等学校と大学との連携の促進 高等学校と大学との連携の促進 ― ―
キャリア教育の充実 キャリア教育推進事業 一般 5,040 3,725

合　　　　計　（Ａ） 9,964 7,348
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 9,964 7,348

「千葉県食育推進計画」に基づ
く学校給食を活用した食育の推
進

いきいきちばっ子食育推進事業 一般 540 326

地域に根ざした継続的な食育の
推進

ちば食育活動促進事業 一般 8,941 5,190

魚食普及を通じた食育の推進 水産物消費・食育対策事業 一般 985 724
学校と地域が連携した食育によ
る生活習慣病予防

食からはじまる健康づくり事業の一部（学童期か
らの生活習慣病予防事業）

一般 2,624 再掲 1,834

子どもの体力・運動能力向上の
推進

学校体育指導諸費の一部（いきいきちばっ子健
康・体力づくり推進事業）

一般 868 866

いきいきちばっ子健康・体力づ
くりモデルプランの活用・普及

いきいきちばっ子健康・体力づくりモデルプラン
の活用・普及

― ―

合　　　　計　（Ａ） 13,958 8,940
再掲事業の計　（Ｂ） 2,624 1,834
純計　（Ａ）－（Ｂ） 11,334 7,106
合　　　　計　（Ａ） 494,407 503,507
再掲事業の計　（Ｂ） 2,624 1,834
純計　（Ａ）－（Ｂ） 491,783 501,673

一般 491,783 501,673
特別 0 0
企業 0 0
計 491,783 501,673

子どもたちが郷土に自信と誇り
を持つことができる教育の推進

規範意識・社会貢献態度をはぐ
くむ体験活動の推進

思いやりの心をはぐくみ社会的
自立を促す宿泊体験活動の実施

当初予算額
(単位：千円）

予算事業名

3
千葉の自然や恵みを生かした
食育の推進と健康・体力づく
り

事業名 再掲会計

施　　　　　策　　　　　計

1
心の教育のかなめとなる道徳
教育の充実

取組
番号

2
力強く、心豊かにいきていく
ための学ぶ意欲、学ぶ力、活
用する力の向上

取組名

純計の内訳
（会計別）

決算額
(単位：千円）
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事業整理票（２２年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅱ－２－②学校を核とした家庭・地域教育力の向上

ウェブサイト「親力アップいき
いき子育て広場」等による子育
て情報の発信

親力向上支援事業 一般 792 712

学校から発信する家庭教育支援
プログラムの普及・啓発

親力向上支援事業 一般 792 再掲 712

子どもたちが家庭の役割等につ
いて学ぶ子育て理解教育への取
組

子どもたちが家庭の役割等について学ぶ子育て理
解教育への取組

― ―

合　　　　計　（Ａ） 1,584 1,424
再掲事業の計　（Ｂ） 792 712
純計　（Ａ）－（Ｂ） 792 712

地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 一般 152,500 43,469
県立学校における「開かれた学校づくり委員会」
設置事業

一般 6,870 6,388

通学合宿推進事業 ― ―
地域の力を企画・運営に生かす
「学校を核とした県内１０００
か所ミニ集会」の実施

「学校を核とした県内１０００か所ミニ集会」の
実施

― ―

子どもの安全・安心な居場所づ
くりのための放課後子ども教室
の実施

放課後子ども教室推進事業 一般 64,000 48,152

成人教育指導研修費の一部（県立学校開放講座） 一般 2,500 1,742
生涯学習推体制整備費の一部（県立学校文化施設
及び交流施設等開放事業）

一般 3,444 3,103

合　　　　計　（Ａ） 229,314 102,854
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 229,314 102,854
合　　　　計　（Ａ） 230,898 104,278
再掲事業の計　（Ｂ） 792 712
純計　（Ａ）－（Ｂ） 230,106 103,566

一般 230,106 103,566
特別 0 0
企業 0 0
計 230,106 103,566

事業名 再掲

純計の内訳
（会計別）

施　　　　　策　　　　　計

1
すべての教育の原点である家
庭教育力の向上

地域ぐるみで子どもを育てる体
制づくりの推進

県立学校を活用した生涯学習機
会の提供

取組
番号

2
人と人とのきずなを育てる地
域教育力の向上

取組名
決算額

(単位：千円）
会計

当初予算額
(単位：千円）

予算事業名
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事業整理票（２２年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅱ－２－③豊かな学びを支える教育環境の整備

高等学校施設整備費の一部（財務施設課：高校再
編事業）　　　　　　　　　　県立高等学校再編
事業（県立学校改革推進課）

一般 53,300 53,771

生涯学習推進体制整備費の一部（コミュニティ・
スクール《学校運営協議会制度》推進事業）

一般 1,350 316

生徒の社会的自立を目指す地域
連携アクティブスクールの設置

高等学校施設整備費の一部（財務施設課：高校再
編事業）　　　　　　　　　　県立高等学校再編
事業（県立学校改革推進課）

一般 53,300 再掲 53,771

研修費　　　　　　　　　　　　　　　　学力向
上推進費の一部（新たな研修体系の構築）

一般 23,451 14,453

教員採用選考費の一部（教職インターンシップ
「ちば！教職たまごプロジェクト」）

一般 128 180

体育の授業マイスター認定事業 ― ―
学校問題解決支援対策事業 一般 1,000 480
市町村立学校非常勤講師等配置事業の一部（きめ
細かな指導等のための非常勤講師配置事業）

一般 426,970 408,410

特別非常勤講師配置事業 一般 19,615 18,060
健全な学校経営と保護者の負担
軽減等のための私立学校への助
成

私立学校経常費補助
（一般補助）

一般 33,312,163 32,822,617

合　　　　計　（Ａ） 33,891,277 33,372,058
再掲事業の計　（Ｂ） 53,300 53,771
純計　（Ａ）－（Ｂ） 33,837,977 33,318,287

子どもたちが悩みを安心して相
談できる体制づくり

スクールカウンセラー等の活用 一般 414,000 403,345

ちばっ子地域安全マップ作成や
防犯ボランティアの組織的・継
続的な活動の推進

ちばっ子安全・安心推進事業 一般 3,500 2,985

県立学校施設の老朽化対策の実 高等学校施設整備費の一部（大規模改修事業） 一般 ― 207,282
経済的理由により修学が困難な
生徒への支援

私立高等学校等授業料減免事業 一般 83,000 414,347

経済的理由により就学が困難な
生徒への支援

育英事業費の一部（千葉県奨学資金貸付制度） 特別 996,003 438,535

合　　　　計　（Ａ） 1,496,503 1,466,494
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,496,503 1,466,494
合　　　　計　（Ａ） 35,387,780 34,838,552
再掲事業の計　（Ｂ） 53,300 53,771
純計　（Ａ）－（Ｂ） 35,334,480 34,784,781

一般 34,338,477 34,346,246
特別 996,003 438,535
企業 0 0
計 35,334,480 34,784,781

地域の声を運営に生かせる魅力
ある学校づくり

子ども・保護者・県民から信頼
される質の高い教職員の育成

子どもと教職員が向き合う時間
の確保

事業名 再掲会計
当初予算額
(単位：千円）

施　　　　　策　　　　　計

1
夢をはぐくむ魅力あふれる学
校づくり

取組
番号

2 安全・安心に学べるづくり

取組名
決算額

(単位：千円）
予算事業名

純計の内訳
（会計別）
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事業整理票（２２年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅱ－２－④一人ひとりに対応した特別支援教育の推進

特別支援教育費の一部（心身障害児就学指導委員
会）

一般 640 528

特別支援教育費の一部（特別支援教育コーディ
ネータ研修）

一般 214 147

特別支援教育費の一部（特別支援アドバイザー事
業）

一般 55,368 再掲 54,218

高等学校に在籍する発達障害の
ある生徒が安心して学ぶことが
できる体制の整備

特別支援教育総合推進事業 一般 ― 6,928

特別支援学校高等部生徒の職業
的自立に向けた特別支援学校教
員の企業研修

障害者就労促進事業 一般 1,700 1,389

障害のある子どももない子ども
も地域で共に学び育てる交流及
び共同学習の推進

障害のある子どももない子どもも地域で共に学び
育てる交流及び共同学習の推進

― ―

合　　　　計　（Ａ） 57,922 63,210
再掲事業の計　（Ｂ） 55,368 54,218
純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,554 8,992

高等学校の教室を利用した特別
支援学校の分校・分教室の整備

特別支援学校施設整備費（特別支援学校分校・分
教室等整備事業）

一般 101,768 96,466

幼稚園、小・中学校、高等学校
に在籍する障害のある子を支援
する体制の整備

特別支援教育費の一部（特別支援アドバイザー事
業）

一般 55,368 54,218

特別支援教育社会人ボランティ
アの養成・派遣

特別支援教育費の一部（特別支援教育社会人ボラ
ンティア養成・派遣事業）

一般 1,000 958

合　　　　計　（Ａ） 158,136 151,642
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 158,136 151,642
合　　　　計　（Ａ） 216,058 214,852
再掲事業の計　（Ｂ） 55,368 54,218
純計　（Ａ）－（Ｂ） 160,690 160,634

一般 160,690 160,634
特別 0 0
企業 0 0
計 160,690 160,634

再掲会計

施　　　　　策　　　　　計

1
自立・社会参加に向け、持て
る能力を最大限に発揮して学
習できる教育の推進

取組
番号

2
子どもたち一人ひとりの教育
的ニーズに対応した学校づく
りと支援ネットワークの構築

取組名

障害のある乳幼児とその保護者
に対する早期の教育相談支援体
制の整備

事業名
決算額

(単位：千円）
当初予算額
(単位：千円）

予算事業名

純計の内訳
（会計別）
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事業整理票（２２年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅱ－２－⑤多様化する青少年問題への取組

（仮称）千葉県子ども・若者支
援協議会設立の促進

子ども・若者育成整備体制支援事業の一部 一般 1,410 10

青少年相談窓口のワンストップ
化の促進

子ども・若者育成整備体制支援事業の一部 一般 90 4

青少年総合対策事業 一般 1,606 748
青少年健全育成計画推進事業 一般 240 13

合　　　　計　（Ａ） 3,346 775
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,346 775

非行防止に関する広報・啓発の
推進

薬物乱用防止教室等広報啓発活動 一般 864 535

非行防止・万引防止対策の推進 青少年非行防止対策事業 一般 1,320 960
青少年補導員活動の活性化に向
けた支援

青少年補導センター事業 一般 4,922 4,886

少年警察ボランティア活動の充
実

少年補導員活動 一般 5,561 5,353

少年サポート活動 一般 538 429
少年補導専門員委託教養 一般 559 380

合　　　　計　（Ａ） 13,764 12,543
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 13,764 12,543

青少年相談員の育成と活動支援 青少年相談員設置事業 一般 23,000 22,054
青少年育成千葉県民会議事業へ
の支援

青少年育成千葉県民会議推進事業 一般 55,300 55,300

その他 青少年女性会館運営事業 一般 33,500 30,589
合　　　　計　（Ａ） 111,800 107,943
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 111,800 107,943

書店・カラオケボックス等への
立入調査の実施

青少年の社会環境づくり事業 一般 1,744 150

合　　　　計　（Ａ） 1,744 150
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,744 150
合　　　　計　（Ａ） 130,654 121,411
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 130,654 121,411

一般 130,654 121,411
特別 0 0
企業 0 0
計 130,654 121,411

事業名 再掲
決算額

(単位：千円）

純計の内訳
（会計別）

施　　　　　策　　　　　計

1
青少年の自立を支える体制整
備

3
青少年を育成する地域の力の
強化

取組
番号

2
非行防止と立ち直り支援・保
護総合対策の推進

取組名 会計
当初予算額
(単位：千円）

予算事業名

4
青少年を取り巻く有害環境の
浄化

その他

少年センターによる少年サポー
ト活動の推進
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