
事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅲ－１－①光り輝く千葉の魅力発信

1
トップセールスなど戦略的な
情報発信の推進

在京メディア（テレビ、ラジ
オ、新聞、雑誌）等を活用した
創造的な攻めの広報の推進

世界に向けた千葉の魅力発信事業 一般 3,200 1,401

在京メディア（テレビ、ラジ
オ、新聞、雑誌）等を活用した
創造的な攻めの広報の推進

千葉の魅力発信推進事業 一般 140,000 130,521

在京メディア（テレビ、ラジ
オ、新聞、雑誌）等を活用した
創造的な攻めの広報の推進

国内外からの来訪者に対する歓迎メッセージの掲
示

一般 9,600 7,842

その他 東アジア等における知事トップセールス 一般 10,400 5,434
その他 知事のトップセールの推進 一般
その他 千葉県のニュースリリースの発行 一般
その他 海外映画・ドラマ等ロケ誘致事業 一般 7,000 再掲 4,095
その他 チーバくんを活用した広報事業 一般 13,000 5,723

合　　　　計　（Ａ） 183,200 155,016
再掲事業の計　（Ｂ） 7,000 4,095
純計　（Ａ）－（Ｂ） 176,200 150,921

2
各種広報媒体による積極的な
広報

県広報紙の発行と県内全世帯へ
の配布

県民だよりの発行 一般 279,000 253,211

地元メディア（テレビ、ラジ
オ、新聞）を活用した広報活動

新聞紙面購入 一般 11,577 11,577

地元メディア（テレビ、ラジ
オ、新聞）を活用した広報活動

紙面広報委託 一般 4,322 4,322

地元メディア（テレビ、ラジ
オ、新聞）を活用した広報活動

テレビ広報事業 一般 100,000 99,342

地元メディア（テレビ、ラジ
オ、新聞）を活用した広報活動

ラジオ広報事業 一般 40,631 40,606

インターネットを利用した県政
情報や魅力情報等の発信

千葉県ホームページ運営事業 一般 12,200 7,122

インターネットを利用した県政
情報や魅力情報等の発信

WEBコンテンツマネジメントシステムの導入（千
葉県ホームページリニューアル事業）

一般 6,300 6,300

合　　　　計　（Ａ） 454,030 422,480
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 454,030 422,480

3 より効果的な情報発信の推進 より効果的な情報発信 各種媒体を活用した効果的な情報発信 一般 0
合　　　　計　（Ａ） 0 0
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0

4  「食の宝庫ちば」のブランド 県産農林水産物の魅力発信 県産農林水産物魅力発信事業 一般 31,000 19,342
県産農林水産物の魅力発信 千産千消を支える卸売市場活性化事業等 一般 5,303 4,202
県産農林水産物の魅力発信 県産物販売チャレンジ支援事業 一般 7,000 7,000
県産農林水産物の魅力発信 販売流通対策事業 一般 5,328 1,966
県産農林水産物の魅力発信 「県産農林水産物顔づくり」ブランド化推進事業 一般 12,309 5,640
県産農林水産物の魅力発信 ｢ちばエコ農産物」生産販売促進事業 一般 743 511
県産農林水産物の魅力発信 ★千葉県農林水産物復興キャンペーン事業 一般 8,702
県産農林水産物の魅力発信 ★千葉県農林水産物復興キャンペーン事業 一般 559
県産牛肉・豚肉の知名度向上 県産食肉の魅力発信事業 一般 6,500 5,162

県産水産物の販売力強化
水産物販売流通消費総合対策事業の一部（水産物
販売力強化対策事業）

一般 3,385 2,246

日本型食生活の良さの普及、県
産米及び米粉食品の消費拡大・

農産振興運営事業 一般 9,798 8,446

日本型食生活の良さの普及、県
産米及び米粉食品の消費拡大・

米消費拡大総合対策事業 一般 2,500 2,476

日本型食生活の良さの普及、県
産米及び米粉食品の消費拡大・

農産産地強化対策事業 一般 41,400 再掲 10,821

量販店等における千産千消フェ
アの開催

県産農林水産物魅力発信事業 一般 31,000 再掲 19,342

量販店等における千産千消フェ
アの開催

園芸振興運営事業 一般 14,909 再掲 11,484

量販店等における千産千消フェ
アの開催

「ちばの花植木産地」パワーアップ事業 一般 10,000 再掲 9,902

合　　　　計　（Ａ） 181,175 117,801
再掲事業の計　（Ｂ） 97,309 51,549
純計　（Ａ）－（Ｂ） 83,866 66,252

5 世界に飛び出せ千葉の農林水 農林水産物の輸出拡大 県産農林水産物の輸出促進事業 一般 10,800 6,131
農林水産物の輸出促進に取り組
む団体への支援

県産農林水産物の輸出促進事業 一般 再掲

合　　　　計　（Ａ） 10,800 6,131
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 10,800 6,131

6 ちば文化の魅力発信 ちばの文化情報の提供 文化情報提供事業「ちば文化交流ﾎﾞｯｸｽ」
インターネット上での美術館・
博物館の収蔵資料の検索とデジ
タルミュージアムの提供

博物館管理費の一部（博物館情報システム《デジ
タルミュージアム》））

一般 15,157 15,065

県内の文化財の概要と所在地の
情報提供

文化財普及事業の一部（ふさの国文化財ナビゲー
ションシステム）

一般 558 520

「千葉・県民芸術祭」の開催 千葉・県民芸術祭事業 一般 4,460 4,325
合　　　　計　（Ａ） 20,175 19,910
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 20,175 19,910
合　　　　計　（Ａ） 849,380 721,338
再掲事業の計　（Ｂ） 104,309 55,644
純計　（Ａ）－（Ｂ） 745,071 665,694

一般 745,071 665,694
特別 0 0
企業 0 0
計 745,071 665,694

決算額
(単位：千円）

再掲
当初予算額

(単位：千円）
予算事業名

取組
番号

取組名 事業名 会計

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。

－26－



事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅲ－１－②千葉の飛躍拠点である成田国際空港の機能拡充

年間発着枠30万回の早期実現へ
の協力

年間発着回数30万回の早期実現への協力 ー －

成田空港緊急戦略プロジェクト
会議の開催

成田空港３０万回ビジョン具体化検討調査 一般 32,000 25,857

成田空港緊急戦略プロジェクト
会議の開催

★グレード・アップ「ナリタ」活用戦略会議運営
事業

一般 409

合　　　　計　（Ａ） 32,000 26,266
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 32,000 26,266

住宅防音工事などへの取組 共同利用施設整備事業補助 一般 89,108 88,807

住宅防音工事などへの取組 通勤農業補完事業補助 一般 400 0

住宅防音工事などへの取組 全室防音改築工事資金利子補給 一般 222 0

住宅防音工事などへの取組 住宅防音工事事業補助 一般 19,192 7,719

住宅防音工事などへの取組 防音住宅空調機器更新事業補助 一般 2,240 3,268

住宅防音工事などへの取組 住宅再防音工事事業補助 一般 560 0

住宅防音工事などへの取組 基準日後住宅防音工事事業補助 一般 5,575 1,023

住宅防音工事などへの取組 後継者住宅防音工事事業補助 一般 2,703 2,203

財団法人成田空港周辺地域共生
財団によるきめ細かな騒音対策
への協力

財団法人成田空港周辺地域共生財団によるきめ細
かな騒音対策への協力

ー －

合　　　　計　（Ａ） 120,000 103,020
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 120,000 103,020

1

当初予算額
(単位：千円）

取組名

2

取組
番号

事業名
決算額

(単位：千円）
会計予算事業名

成田空港の機能拡充

成田空港周辺の環境対策・地
域共生策の推進

再掲

純計　（Ａ）－（Ｂ） 120,000 103,020

成田国際物流複合基地（北側地
区）の整備の検討

成田国際物流複合基地（北側地区）の整備の検討 － －

戦略的な企業誘致 戦略的企業誘致推進事業 一般 15,460 再掲 14,469

戦略的な企業誘致 外資系企業誘致事業 一般 2,000 再掲 1,390

戦略的な企業誘致 外資系企業賃料補助事業 一般 13,600 再掲 3,899

戦略的な企業誘致 ちば投資サポートセンター事業 一般 7,760 再掲 7,451

戦略的な企業誘致 企業誘致広報関連事業 企業 6,329 再掲 4,172

成田国際空港南部地域公共交通
会議への参画

成田国際空港南部地域公共交通会議への参画 － －

韓国・中国・台湾を重点地域と
した観光プロモーションの展開

成田空港を起点とした周遊観光促進事業 一般 34,900 再掲 0

韓国・中国・台湾を重点地域と
した観光プロモーションの展開

海外向け誘客事業の一部（外国人観光客向けプロ
モーション事業）

一般 21,700 再掲 19,978

その他
成田国際空港国内線を活用した外客広域観光ルー
ト事業

一般 2,000 再掲 995

合　　　　計　（Ａ） 103,749 52,354
再掲事業の計　（Ｂ） 103,749 52,354
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0

高規格幹線道路等の整備促進 道路直轄事業負担金 一般 11,800,000 再掲 12,192,491

北千葉道路の整備推進 国道道路改築事業 一般 756,000 再掲 1,558,376
北千葉道路の整備推進 社会資本整備総合交付金事業（地活） 一般 6,827,000 再掲 7,505,694
北千葉道路の整備推進 県単道路改良事業 一般 3,897,479 再掲 3,626,558

合　　　　計　（Ａ） 23,280,479 24,883,119
再掲事業の計　（Ｂ） 23,280,479 24,883,119
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0
合　　　　計　（Ａ） 23,536,228 25,064,759
再掲事業の計　（Ｂ） 23,384,228 24,935,473
純計　（Ａ）－（Ｂ） 152,000 129,286

一般 152,000 129,286
特別 0 0
企業 0 0
計 152,000 129,286

3

4

純計の内訳
（会計別）

成田空港への交通アクセスの
強化

成田空港周辺地域の振興（空
港との共栄策の推進）

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。

－27－



事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅲ－１－③東京湾アクアラインによるポテンシャルの開花

1
アクアラインを活用した戦略
的な観光振興

観光関連施設の整備 観光地魅力アップ緊急整備事業 一般 190,000 再掲 160,026

観光関連施設の整備 観光トイレ美化推進事業 一般 再掲 0
観光関連施設の整備 千葉県観光案内サイン基礎調査 一般 3,845 再掲 2,694
観光に携わる質の高い人材の育 観光人材育成支援事業 一般 7,340 再掲 7,322
アクアラインを活用した観光
キャンペーンの展開・情報発信

アクアライン料金引下げを活用した観光プロモー
ション

一般 9,000 7,956

アクアラインを活用した観光
キャンペーンの展開・情報発信

★木更津金田地区アウトレット内観光情報セン
ター（仮称）開設事業

一般 11,614

羽田空港内における観光情報の
発信

海外向け誘客事業の一部（羽田空港観光情報セン
ター運営事業）

一般 800 再掲 800

観光客の滞在の長時間化及び宿
泊型観光の推進

宿泊・滞在型観光推進事業 一般 20,000 再掲 18,410

観光客の滞在の長時間化及び宿
泊型観光の推進

サイクルツーリズムモデル事業 一般 12,300 再掲 12,298

観光客の滞在の長時間化及び宿
泊型観光の推進

「グリーン・ブルーツーリズムinちば」推進事業 一般 42,200 再掲 37,735

魅力ある地域づくりの推進 ちばの地域力向上・タイアップ事業 一般 7,500 再掲 4,121
その他 「アクアライン活用戦略」強化推進事業 一般 6,000 5,985
その他 ちばアクアラインマラソン（仮称）開催事業 一般 45,000 再掲 45,000

合　　　　計　（Ａ） 343,985 313,961
再掲事業の計　（Ｂ） 328,985 288,406
純計　（Ａ）－（Ｂ） 15,000 25,555

2
アクアライン着岸地における
拠点地域の整備促進

かずさアカデミアパークへの企
業誘致

関連施設整備等事業 一般 14,856 12,602

かずさアカデミアパークへの企
業誘致

広報事業 一般 300 0

かずさアカデミアパークへの企
業誘致

公的施設等用地確保事業 一般 769,400 764,517

かずさアカデミアパークの都市
計画の見直しを含む土地利用規
制等の緩和

かずさアカデミアパークの土地利用規制等の見直
し促進

－

県立かずさアカデミアホールの
利用促進

かずさアカデミアホール事業 一般 469,200 471,346

金田西特定土地区画整理事業の
推進

金田西土地区画整理事業費 特別 1,188,631 再掲 1,503,505

金田西特定土地区画整理事業の
推進

県単金田西土地区画整理事業（一般会計） 一般 925,316 再掲 903,050

その他 かずさＤＮＡ研究所修繕事業 一般 20,580
その他 「アクアライン活用戦略」強化推進事業 一般 6,000 再掲 5,985

合　　　　計　（Ａ） 3,373,703 3,681,585
再掲事業の計　（Ｂ） 2,119,947 2,412,540
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,253,756 1,269,045

3
圏央道沿線地域等への企業立
地の促進と地域産業の振興

戦略的な企業誘致 戦略的企業誘致推進事業 一般 15,460 再掲 14,469

戦略的な企業誘致 外資系企業誘致事業 一般 2,000 再掲 1,390
戦略的な企業誘致 外資系企業賃料補助事業 一般 13,600 再掲 3,899

予算事業名
取組
番号

取組名 事業名 会計
決算額

(単位：千円）
当初予算額
(単位：千円）

再掲

戦略的な企業誘致 外資系企業賃料補助事業 一般 13,600 再掲 3,899
戦略的な企業誘致 ちば投資サポートセンター事業 一般 7,760 再掲 7,451
戦略的な企業誘致 企業誘致広報関連事業 企業 6,329 再掲 4,172
立地企業への助成 工業導入促進事業（立地企業補助金） 一般 943,256 再掲 777,999
市町村との共同による新たな工
業団地の整備

工業団地整備検討事業 一般 5,000 再掲 7,007

工業用水の安定供給の確保 工業用水の安定供給と利用促進の検討 － 再掲 －
地域の資源を活用した商品開発 ちば農商工連携事業支援基金事業 － 再掲 －

地域の資源を活用した商品開発
ちば中小企業元気づくり基金事業（新商品・新技
術・特産品開発助成）

－ 再掲 －

地域の資源を活用した商品開発
ちば中小企業元気づくり基金事業（ビジネスモデ
ル構築・事業化助成）

－ 再掲 －

地域の資源を活用した商品開発
ちば中小企業元気づくり基金事業（市場開拓助
成）

－ 再掲 －

地域の資源を活用した商品開発
ちば中小企業元気づくり基金事業（高度研究開発
助成）

－ 再掲 －

地域の資源を活用した商品開発
ちば中小企業元気づくり基金事業（地域プロ
デュース支援事業）

－ 再掲 －

地域の資源を活用した商品開発
ちば中小企業元気づくり基金事業（ベンチャー創
業支援事業）

－ 再掲 －

取引機会の創出・拡大 下請取引振興事業費補助金 一般 62,645 再掲 53,197

取引機会の創出・拡大
県産品及び伝統的工芸品常設展示場設置運営事業
の一部（コンビニを活用したアンテナショップ設
置運営事業）

一般 － －

その他 「アクアライン活用戦略」強化推進事業 一般 6,000 再掲 5,985
合　　　　計　（Ａ） 1,062,050 875,569
再掲事業の計　（Ｂ） 1,062,050 875,569
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0

4
アクアライン関連道路網の整
備推進

高規格幹線道路等の整備促進 道路直轄事業負担金 一般 6,434,000 再掲 7,503,329

国道及び県道のバイパス・現道
拡幅の整備推進

社会資本整備総合交付金事業（地活） 一般 6,827,000 再掲 7,567,759

観光地へのアクセスを強化する
道路の整備推進

南房総観光道路ネットワーク強化事業 一般 650,200 再掲 861,509

その他 「アクアライン活用戦略」強化推進事業 一般 6,000 再掲 5,985
合　　　　計　（Ａ） 13,917,200 15,938,582
再掲事業の計　（Ｂ） 13,917,200 15,938,582
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0
合　　　　計　（Ａ） 18,696,938 20,809,697
再掲事業の計　（Ｂ） 17,428,182 19,515,097
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,268,756 1,294,600

一般 1,268,756 1,294,600
特別 0 0
企業 0 0
計 1,268,756 1,294,600

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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施策 Ⅲ－１－④魅力満載「千葉の観光」

1
何度でも訪れたくなる魅力あ
る観光地づくり

観光関連施設の整備 観光地魅力アップ緊急整備事業 一般 190,000 160,026

観光関連施設の整備 観光トイレ美化推進事業 一般 － －
観光関連施設の整備 千葉県観光案内サイン基礎調査 一般 3,845 2,694
観光客の滞在の長時間化や宿泊
型観光の推進

宿泊・滞在型観光推進事業 一般 20,000 18,410

観光客の滞在の長時間化や宿泊
型観光の推進

サイクルツーリズムモデル事業 一般 12,300 12,298

観光客の滞在の長時間化や宿泊
型観光の推進

「グリーン・ブルーツーリズムinちば」推進事業 一般 42,200 再掲 37,735

観光客の滞在の長時間化や宿泊
型観光の推進

がんばる宿泊施設応援助成金 一般 ー －

観光客の滞在の長時間化や宿泊
型観光の推進

★がんばる宿泊施設応援助成金 一般 12,000

観光客動向の把握 観光統計整備事業 一般 8,000 7,875
合　　　　計　（Ａ） 276,345 251,038
再掲事業の計　（Ｂ） 42,200 37,735
純計　（Ａ）－（Ｂ） 234,145 213,303

2 観光を支える人づくり 観光に携わる質の高い人材の育 観光人材育成支援事業 一般 7,340 7,322
合　　　　計　（Ａ） 7,340 7,322
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 7,340 7,322

3 観光地千葉の知名度向上
全県的観光キャンペーンの展開
や情報発信

観光プロモーション事業の一部（観光立県全国
キャンペーン事業）

一般 59,140 58,678

全県的観光キャンペーンの展開
や情報発信

観光プロモーション事業の一部（もっと千葉を売
り込もう事業）

一般 7,700 7,755

全県的観光キャンペーンの展開
や情報発信

携帯サイトおすすめ観光情報提供事業 一般 － －

全県的観光キャンペーンの展開
や情報発信

放送メディア活用による観光集客促進事業 一般 － －

全県的観光キャンペーンの展開
や情報発信

★「がんばろう千葉」観光プロモーション事業 一般 58,928

全県的観光キャンペーンの展開
や情報発信

★「がんばろう千葉」観光優待キャンペーン事業 一般 12,333

アクアラインを活用した観光
キャンペーンの展開や情報発信

アクアライン料金引下げを活用した観光プロモー
ション

一般 9,000 再掲 7,956

アクアラインを活用した観光
キャンペーンの展開や情報発信

★木更津金田地区アウトレット内観光情報セン
ター（仮称）開設事業

一般 再掲 11,614

修学旅行の誘致 修学旅行誘致事業 一般 1,860 1,468

県外のコンビニエンスストアを
活用した観光・物産情報の発信

県産品及び伝統的工芸品常設展示場設置運営事業
の一部（コンビニを活用したアンテナショップ設
置運営事業）

一般 － －

全国規模の観光・物産展への出 旅フェア2011出展及び物産展開催事業 一般 28,000 0
その他 伝統的工芸品新ブランド検討事業 一般 4,500 4,494
その他 県産品及び伝統的工芸品常設展示場設置運営事業 一般 30,260 24,809

取組
番号

取組名 予算事業名事業名 会計 再掲
決算額

(単位：千円）
当初予算額
(単位：千円）

その他 県産品及び伝統的工芸品常設展示場設置運営事業 一般 30,260 24,809
その他 海外映画・ドラマ等ロケ誘致事業 一般 7,000 4,095

合　　　　計　（Ａ） 147,460 192,130
再掲事業の計　（Ｂ） 9,000 19,570
純計　（Ａ）－（Ｂ） 138,460 172,560

4
国際的観光地としての地位の
確保

韓国・中国・台湾を重点地域と
した観光プロモーションの展開

海外向け誘客事業の一部（外国人観光客向けプロ
モーション事業）

一般 21,700 19,978

韓国・中国・台湾を重点地域と
した観光プロモーションの展開

メディア・国際観光イベント等を活用した外客誘
致事業

一般 － －

韓国・中国・台湾を重点地域と
した観光プロモーションの展開

急増する中国等旅行客の県内受入体制強化事業 一般 23,230 23,221

韓国・中国・台湾を重点地域と
した観光プロモーションの展開

成田空港を起点とした周遊観光促進事業 一般 34,900 0

東京国際空港（羽田空港）内に
おける観光情報の発信

海外向け誘客事業の一部（羽田空港観光情報セン
ター運営事業）

一般 800 800

国際会議・ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ等の誘致 国際会議開催補助金 一般 20,000 0

その他
成田国際空港国内線を活用した外客広域観光ルー
ト事業

一般 2,000 995

合　　　　計　（Ａ） 102,630 44,994
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 102,630 44,994

5 移住・定住の促進
移住・定住の促進に取り組む地
域への支援

ちばの地域力向上・タイアップ事業 一般 7,500 4,121

市町村・関係企業等と連携した
移住・定住の促進

移住定住促進事業 一般 300 300

合　　　　計　（Ａ） 7,800 4,421
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 7,800 4,421
合　　　　計　（Ａ） 541,575 499,905
再掲事業の計　（Ｂ） 51,200 57,305
純計　（Ａ）－（Ｂ） 490,375 442,600

一般 490,375 442,600
特別 0 0
企業 0 0
計 490,375 442,600

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。

－29－
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