
事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅰ－４－①地球温暖化対策の推進

1
体系的な温暖化防止施策の展
開

千葉県地球温暖化防止計画の改
定

環境保全対策調整事業（地球温暖化計画推進事
業）

一般 ー ー

新規支援施策の検討
環境保全対策調整事業（地球温暖化計画推進事
業）

一般 ー 再掲 ー

その他 ★太陽光発電設備導入補助事業 一般 96,878

合　　　　計　（Ａ） 0 96,878
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 96,878

2
県・市町村・県民・事業者な
どあらゆる主体が連携した取
組の推進

中小企業に対する環境保全資金
融資の拡充

中小企業振興資金（環境保全資金）利子補給 一般 7,960 2,272

事業者の認証取得を促す仕組み
の検討及び県の率先取組

環境保全対策調整事業（環境マネジメントシステ
ム推進事業）

一般 3,808 1,036

家庭向け普及啓発の実施
環境保全対策調整事業の一部（温暖化防止普及啓
発事業）

一般 4,303 1,519

ちばレジ袋削減エコスタイルの
推進

３Ｒの協働推進運動と実践的な取組の推進の一部 一般 1,757 再掲 1,388

エコカー・エコドライブの普及
促進

エコカー・エコドライブ普及展開事業 一般 4,200 391

その他 ３Ｒの協働推進運動と実践的な取組の推進の一部 一般 278 再掲 133

その他
★環境保全対策調整事業の一部（夏期における節
電ＰＲ事業）

一般 5,073

合　　　　計　（Ａ） 22,306 11,812
再掲事業の計　（Ｂ） 2,035 1,521
純計　（Ａ）－（Ｂ） 20,271 10,291

3 千葉県独自の環境学習の推進
ちば環境学習ネットワーク会議
の運営

環境保全対策推進事業の一部（ちば環境学習ネッ
トワーク会議運営事業）

一般 390 149

環境保全に取り組む人づくり
環境保全対策推進事業の一部（環境学習指導者養
成講座等）

一般 10,710 8,477

合　　　　計　（Ａ） 11,100 8,626
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 11,100 8,626

4 施設等の整備の推進 市町村の省エネ設備導入支援
地域グリーンニューディール基金事業の一部(市
町村支援等）

一般 215,626 176,926

中小企業の省エネ設備導入支援
地域グリーンニューディール基金事業の一部(中
小企業における省エネ設備導入補助金）

一般 62,500 115,260

中小企業の省エネ設備導入支援
環境保全対策調整事業の一部（優良事業所認証事
業）

一般 484 0

合　　　　計　（Ａ） 278,610 292,186
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 278,610 292,186

5 新エネルギー等の導入の促進 次世代エネルギーパークの整備 次世代エネルギーパーク情報発信事業 一般 ー ー
市町村の太陽光・小型風力発電
施設整備への支援

地域グリーンニューディール基金事業の一部(市
町村支援等）

一般 215,626 再掲 176,926

ごみ発電施設の導入の促進 ごみ発電施設の導入の促進 ー ー

再掲会計
決算額

(単位：千円）
当初予算額
(単位：千円）

取組名
取組
番号

予算事業名事業名

ごみ発電施設の導入の促進 ごみ発電施設の導入の促進 ー ー
バイオマスの利活用の推進 バイオマス活用推進事業 一般 6,800 再掲 4,819

その他
★新エネルギー活用推進検討事業の一部（有識者
検討会）

一般 9,984

合　　　　計　（Ａ） 222,426 191,729
再掲事業の計　（Ｂ） 222,426 181,745
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 9,984

6
森林などによる二酸化炭素吸
収源の確保

森林吸収源対策としての間伐の
推進

森林整備事業の一部（森林吸収源対策間伐促進事
業）

一般 70,816 68,478

都市の緑の保全・創出 都市の緑の保全・創出 一般 ー 再掲 ー
合　　　　計　（Ａ） 70,816 68,478
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 70,816 68,478
合　　　　計　（Ａ） 605,258 669,709
再掲事業の計　（Ｂ） 224,461 183,266
純計　（Ａ）－（Ｂ） 380,797 486,443

一般 380,797 486,443
特別 0 0
企業 0 0
計 380,797 486,443

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

(注）事業費の支出がないもの（通常業務の運営費や人件費等によって実施するものは）は金額を

「－」とした。補正予算措置等により、年度途中から実施が決まった予算事業には★印を付した。

－16－



事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅰ－４－②資源循環型社会の構築

1
効率的な資源循環に向けた
ネットワークづくり

千の葉エコプロジェクトの推進 千の葉エコプロジェクトの推進 ー ー

３R推進に向けた若者（大学生）
及び各団体との連携・協働

３Ｒの協働推進運動と実践的な取組の推進の一部
及び廃棄物処理施設の設置に関する制度の検討の
一部

一般 2,959 1,508

廃棄物を有効利用するための情
報ネットワークの構築

３Ｒの協働推進運動と実践的な取組の推進の一部 一般 ー ー

バイオマスの利活用の推進 バイオマス活用推進事業 一般 6,800 4,819

合　　　　計　（Ａ） 9,759 6,327
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 9,759 6,327

2
資源循環の基盤となる産業づ
くり

先進的なリサイクル技術の普及
促進

産業廃棄物リサイクル促進事業の一部 一般 296 94

排出事業者向けアドバイザーの
派遣

産業廃棄物リサイクル促進事業の一部 一般 434 0

溶融スラグ等再生資材の利用促 溶融スラグ等再生資材の利用促進 ー ー
エコタウン事業の推進 エコタウン事業 ー ー

合　　　　計　（Ａ） 730 94
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 730 94

3
３Ｒを推進するためのライフ
スタイルづくり

ちばレジ袋削減エコスタイルの
推進

３Ｒの協働推進運動と実践的な取組の推進の一部 一般 1,757 1,388

ちば食べきりエコスタイルの展 ３Ｒの協働推進運動と実践的な取組の推進の一部 一般 278 133
容器包装廃棄物リサイクルの促 ３Ｒの協働推進運動と実践的な取組の推進の一部 一般 1,207 683
その他 ３Ｒの協働推進運動と実践的な取組の推進の一部 一般 440 173

合　　　　計　（Ａ） 3,682 2,377
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,682 2,377

4 産業廃棄物の適正処理の推進
産業廃棄物排出事業者への適切
な指導の実施

産業廃棄物処理実態調査事業 一般 7,630 2,342

産業廃棄物排出事業者への適切
な指導の実施

PCB廃棄物保管・処分状況届出書データ管理業務 一般 2,384 945

産業廃棄物排出事業者への適切
な指導の実施

千葉県微量PCB汚染廃電気機器等把握支援事業 一般 9,106 450

千葉県外から流入する産業廃棄
物の適正処理指導の実施

県外産業廃棄物中間処理届出事前相談事業 一般 14,762 11,900

優良処理業者の育成 産業廃棄物リサイクル促進事業の一部 一般 296 再掲 94
優良処理業者の育成 産業廃棄物処理業者指導事業 一般 610 555
産業廃棄物処理業者・施設への
適切な指導の実施

産業廃棄物分析検査事業 一般 14,900 再掲 4,597

産業廃棄物処理業者・施設への
適切な指導の実施

廃棄物処理施設設置等専門委員会 一般 732 418

産業廃棄物処理業者・施設への
適切な指導の実施

最終処分場建設予定地周辺地下水・地質調査事業 一般 18,000 0

当初予算額
(単位：千円）

会計 再掲
決算額

(単位：千円）
予算事業名

取組
番号

取組名 事業名

適切な指導の実施
産業廃棄物処理業者・施設への
適切な指導の実施

産業廃棄物処理業事前相談事業 一般 15,200 15,200

産業廃棄物処理業者・施設への
適切な指導の実施

産業廃棄物情報管理システム事業 一般 4,713 3,306

廃棄物の適正処理を推進するた
めの仕組みづくりの検討

廃棄物の適正処理を推進するための仕組みづくり 一般 ー ー

合　　　　計　（Ａ） 88,333 39,807
再掲事業の計　（Ｂ） 15,196 4,691
純計　（Ａ）－（Ｂ） 73,137 35,116

5
産業廃棄物の不法投棄の根絶
に向けた監視・取締りの強化

監視・指導の強化 産業廃棄物不法投棄監視パトロール事業 一般 63,378 69,300

監視・指導の強化 産業廃棄物分析検査事業 一般 14,900 4,597
監視・指導の強化 産業廃棄物運搬車両に係る標章作成等事業 一般 21,913 12,993
市町村等との連携による監視体
制の強化

産業廃棄物不法投棄監視員制度等市町村補助事業 一般 22,200 20,809

市町村等との連携による監視体
制の強化

市町村併任職員等立入検査業務交付金交付事業 一般 2,500 1,663

不適正処理箇所における被害の
拡大防止

不法投棄等不適正処理箇所調査事業 一般 12,000 6,829

不適正処理箇所における被害の
拡大防止

産業廃棄物不適正処理箇所応急対策事業 一般 5,000 0

環境事犯等に対する取締りの推 環境事犯等に対する取締りの推進 一般 1,180 1,179
合　　　　計　（Ａ） 143,071 117,370
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 143,071 117,370

6
再資源化に向けた県の取組の
推進

建設副産物の再資源化や縮減の
取組

建設副産物対策事業 一般 5,545 4,185

下水汚泥固形燃料化の推進 流域下水道事業 特別 10,000 12,968
浄水場発生土の培養土化の推進 浄水場発生土処理委託（水道局） 企業 414,885 181,998
浄水場発生土の培養土化の推進 浄水場発生土処理事業（企業庁） 企業 18,855 0

合　　　　計　（Ａ） 449,285 199,151
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 449,285 199,151
合　　　　計　（Ａ） 694,860 365,126
再掲事業の計　（Ｂ） 15,196 4,691
純計　（Ａ）－（Ｂ） 679,664 360,435

一般 235,924 165,469
特別 10,000 12,968
企業 433,740 181,998
計 679,664 360,435

純計の内訳
（会計別）

施　　　　　策　　　　　計

(注）事業費の支出がないもの（通常業務の運営費や人件費等によって実施するものは）は金額を

「－」とした。補正予算措置等により、年度途中から実施が決まった予算事業には★印を付した。

－17－



事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅰ－４－③豊かな自然環境と良好な大気・水環境の保全

1 自然公園等の快適な利用促進
国定公園・県立自然公園・自然
環境保全地域などの保全

自然環境保全事業等 一般 8,164 4,874

国定公園・県立自然公園・自然
環境保全地域などの保全

大福山自然歩道整備事業 一般 3,000 2,883

国定公園・県立自然公園内の自
然公園施設の維持補修

自然公園等管理関連事業の一部（国定公園施設等
再整備事業等）

一般 100,217 103,838

国定公園・県立自然公園内の自
然公園施設の維持補修

自然公園等施設管理運営委託 一般 69,694 69,555

首都圏自然歩道の整備 自然歩道管理関連事業 一般 5,938 6,412
首都圏自然歩道の整備 自然歩道管理委託 一般 7,041 7,041

合　　　　計　（Ａ） 194,054 194,603
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 194,054 194,603

2 人と自然との共生 生物多様性と生態系の保全の推 生物多様性保全に係る普及啓発事業等 一般 11,607 9,566
希少な野生生物の保護 絶滅危惧種の保全モデル事業等 一般 12,154 5,528
希少な野生生物の保護 ミヤコタナゴ保護増殖事業 一般 5,200 4,688
希少な野生生物の保護 野生鳥獣保護施設整備事業 一般 2,328 1,114
有害鳥獣の適切な管理 野生鳥獣総合対策事業 一般 68,100 72,380

有害鳥獣の適切な管理
野生鳥獣保護関連事業の一部（カワウ生息状況等
調査）

一般 1,579 1,579

特定外来生物の防除 外来種緊急特別対策事業 一般 51,400 46,283
合　　　　計　（Ａ） 152,368 141,138
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 152,368 141,138

3 良好な大気環境の確保 光化学スモッグの低減対策の推 光化学スモッグ低減対策事業 一般 8,296 693
光化学スモッグの低減対策の推
進

大気監視事業の一部（大気汚染自動測定機器整備
事業）

一般 44,930 25,522

その他
★大気監視事業の一部（空間放射線量測定機器の
増設、放射線量測定器整備事業）

一般 13,216

光化学スモッグの低減対策の推
進

大気監視事業の一部（大気情報管理システム維持
管理事業の一部）

一般 88,000 88,302

光化学スモッグの低減対策の推
進

大気監視事業の一部（大気情報管理システム維持
管理事業の一部）

一般 63,434 53,341

光化学スモッグの低減対策の推
進

大気監視事業の一部（大気情報管理次期システム
構築事業）

ー ―

大気汚染発生源対策の推進 大気汚染発生源対策事業 一般 30,912 21,085
微小粒子状物質の監視体制の整 ＰＭ2.5自動測定機器整備事業 一般 24,472 9,933
自動車交通公害対策の推進 エコカー・エコドライブ普及展開事業 一般 4,200 再掲 391
自動車交通公害対策の推進 粒子状物質減少装置装着助成事業 一般 24,000 9,947

自動車交通公害対策の推進
自動車交通公害監視指導事業の一部（自動車交通
公害監視指導事業）

一般 12,700 6,980

自動車交通公害対策の推進
自動車交通公害対策運営事業の一部（自動車交通
環境問題に係る協議会等運営事業）

一般 834 78

自動車交通公害対策の推進
自動車交通公害監視指導事業の一部（九都県市広
域交通公害対策事業）

一般 2,700 2,700

取組
番号

取組名 事業名
決算額

(単位：千円）
再掲予算事業名 会計

当初予算額
(単位：千円）

域交通公害対策事業）
アスベスト対策の推進 アスベスト対策調査事業 一般 4,434 1,757
化学物質総合対策の推進 化学物質総合対策事業 一般 2,760 941

合　　　　計　（Ａ） 311,672 234,886
再掲事業の計　（Ｂ） 4,200 391
純計　（Ａ）－（Ｂ） 307,472 234,495

4 騒音の少ないくらしの確保
羽田空港再拡張に伴う騒音実態
調査

羽田空港再拡張に伴う騒音実態調査事業 一般 8,800 6,017

航空機騒音対策の推進 航空機騒音監視システム運用事業 一般 47,605 48,343
自動車騒音の常時監視 自動車騒音常時監視事業 一般 5,399 3,224
騒音・振動・悪臭対策の推進 騒音・振動・悪臭対策事業（機器整備） 一般 4,907 2,730
騒音・振動・悪臭対策の推進 騒音・振動・悪臭対策事業 一般 868 761

合　　　　計　（Ａ） 67,579 61,075
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 67,579 61,075

5 良好な水環境・地質環境の保 河川・湖沼・海域の水質監視 公共用水域水質監視業務 一般 122,143 49,484

河川・湖沼・海域の水質監視
公共用水域浄化啓発事業（水生生物による水質調
査）

一般 270 146

工場・事業場排水の水質規制 特定事業場等排水監視事業 一般 29,641 14,761
生活排水対策の推進 生活排水対策浄化槽推進事業 一般 304,000 285,794
生活排水対策の推進 浄化槽総合管理推進事業 一般 17,400 9,791
東京湾・印旛沼・手賀沼の浄化
対策の推進

東京湾の総量削減対策事業 一般 2,510 90

東京湾・印旛沼・手賀沼の浄化
対策の推進

手賀沼水環境保全協議会負担金 一般 45,210 23,172

東京湾・印旛沼・手賀沼の浄化
対策の推進

湖沼水質保全計画策定事業 一般 27,194 18,114

東京湾・印旛沼・手賀沼の浄化
対策の推進

印旛沼水質保全協議会負担金 一般 309 277

東京湾・印旛沼・手賀沼の浄化
対策の推進

統合河川環境整備事業 一般 562,600 535,427

地下水の水質監視及び汚染対策
の推進

地下水汚染防止対策事業 一般 41,697 28,181

地下水の水質監視及び汚染対策
の推進

地下水質調査事業 一般 28,329 5,953

地下水の水質監視及び汚染対策
の推進

土壌ダイオキシン類調査事業 一般 2,782 1,407

地下水の水質監視及び汚染対策
の推進

地下水における硝酸・亜硝酸性窒素の汚染状況調
査・負荷削減対策事業

一般 4,553 3,570

地下水の水質監視及び汚染対策
の推進

土壌汚染対策事業 一般 2,028 42

下水の高度処理化の推進 流域下水道事業 特別 99,000 29,423
合　　　　計　（Ａ） 1,289,666 1,005,632
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,289,666 1,005,632
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事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

取組
番号

取組名 事業名
決算額

(単位：千円）
再掲予算事業名 会計

当初予算額
(単位：千円）

6
「ちば環境再生基金」の充実
と活用促進

啓発・募金活動の推進 啓発・募金活動の推進 ー ―

資源循環型社会づくりのモデル
事業の推進

資源循環型社会づくりのモデル事業の推進 ー ―

自然環境の保全・再生事業への
支援

自然環境の保全・再生事業への支援 ー ―

不法投棄された廃棄物の撤去な
ど負の遺産対策への支援

不法投棄された廃棄物の撤去など負の遺産対策へ
の支援

ー ―

環境再生に係る全県的な普及啓
発の支援

環境再生に係る全県的な普及啓発の支援 ー ―

合　　　　計　（Ａ） 0 0
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0

7
新たな環境問題に関する調
査・研究及び環境情報の提供

微小粒子状物質（PM2.5,ナノ粒
子）の実態把握等の調査研究の
実施

大気・特殊公害調査研究事業 一般 1,130 2,590

有機フッ素化合物（PFOS,PFOA
等)の実態に関する調査研究

ダイオキシン類その他の化学物質調査研究事業 一般 19,119 18,150

ヒートアイランド対策ガイドラ
インの作成

ヒートアイランド対策検討事業 一般 7,300 7,116

県民に環境問題を分かりやすく
解説する公開講座の開催及び環
境研究センターニュースの発行

情報啓発事業 一般 2,702 2,025

小・中学校及び地域での研修会
への講師派遣

小・中学校及び地域での研修会への講師派遣 ー ―

合　　　　計　（Ａ） 30,251 29,881
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 30,251 29,881

8 三番瀬の再生 市川市塩浜護岸の改修 市川市塩浜１丁目海岸再生事業 一般 208,500 147,471
市川市塩浜護岸の改修 海岸高潮対策事業 一般 370,000 再掲 442,589
市川市塩浜護岸の改修 県単海岸管理事業 一般 1,770 再掲 797

豊かな漁場の再生 三番瀬漁場再生事業 一般 3,055 2,941
豊かな漁場の再生 環境・生態系保全活動支援事業 一般 20,000 20,000

豊かな漁場の再生
三番瀬漁場再生検討事業（三番瀬漁場改善支援事
業等）

一般 3,615 3,288

自然環境の調査
三番瀬自然環境再生推進事業（三番瀬自然環境調
査(検討会））

一般 0 12,999

ラムサール条約への登録促進 ラムサール条約への登録促進 ー ―
三番瀬再生・保全のための広報
活動

サテライトオフィス運営委託事業 一般 4,047 3,216

三番瀬再生・保全のための広報
活動

三番瀬ライブカメラ設置・運用事業等 一般 653 640

その他 三番瀬再生実現化試験事業 一般 6,300 2,898
その他 （仮称）専門家会議等開催事業 一般 2,000 127
その他 行徳湿地再整備事業等 一般 61,119 60,129

合　　　　計　（Ａ） 681,059 697,095
再掲事業の計　（Ｂ） 371,770 443,386
純計　（Ａ）－（Ｂ） 309,289 253,709
合　　　　計　（Ａ） 2,726,649 2,364,310合　　　　計　（Ａ） 2,726,649 2,364,310
再掲事業の計　（Ｂ） 375,970 443,777
純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,350,679 1,920,533

一般 2,251,679 1,891,110
特別 99,000 29,423
企業 0 0
計 2,350,679 1,920,533

純計の内訳
（会計別）

施　　　　　策　　　　　計

(注）事業費の支出がないもの（通常業務の運営費や人件費等によって実施するものは）は金額を

「－」とした。補正予算措置等により、年度途中から実施が決まった予算事業には★印を付した。
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