
事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅲ－３－①農林水産業の生産力強化と担い手づくりの推進

1
マーケット需要に対応した力
強い産地づくり

園芸産地の生産出荷体制整備に
対する支援

「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業 一般 300,000 231,914

園芸産地の生産出荷体制整備に
対する支援

「ちばの花植木産地」パワーアップ事業 一般 10,000 9,902

園芸産地の生産出荷体制整備に
対する支援

園芸振興運営事業 一般 14,909 11,484

園芸産地の生産出荷体制整備に
対する支援

ケブカトラカミキリ緊急防除事業 一般 1,500 1,500

園芸産地の生産出荷体制整備に
対する支援

園芸産地競争力強化総合対策事業 一般 93,500 51,559

園芸産地の生産出荷体制整備に
対する支援

千葉県を元気にするオリジナル品種の開発・定着
促進事業等

一般 8,700 4,292

農産物・特産物の機械施設整備
に対する支援

ちばの落花生産地支援事業 一般 3,000 833

農産物・特産物の機械施設整備
に対する支援

農産産地強化対策事業 一般 41,400 10,821

高品質牛乳生産体制の整備と優
良和牛の生産拡大

乳牛改良促進事業 一般 12,827 11,030

高品質牛乳生産体制の整備と優
良和牛の生産拡大

和牛繁殖基盤強化事業 一般 7,000 6,907

高品質牛乳生産体制の整備と優
良和牛の生産拡大

酪農組織強化対策事業 一般 1,000 523

養豚経営の安定 肉豚生産安定対策事業等 一般 74,682 55,465
その他 肉畜鶏卵生産出荷調整指導事業 一般 1,123 1,084
その他 家畜防疫事業等 一般 51,843 45,076
その他 野菜価格安定対策事業 一般 278,000 19,342

合　　　　計　（Ａ） 899,484 461,732
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 899,484 461,732

2
水田有効活用による飼料等自
給力の強化

水田での飼料用米・麦・大豆等
の生産に対する支援

水田自給力向上対策事業等 一般 137,000 再掲 130,266

水田での飼料用米・麦・大豆等
の生産に対する支援

農産産地強化対策事業 一般 41,400 再掲 10,821

水田での飼料用米・麦・大豆等
の生産に対する支援

水田における飼料用稲の生産利用技術の確立事業 一般 1,140 1,075

飼料自給率の向上 水田自給力向上対策事業等 一般 137,000 135,636
飼料自給率の向上 飼料自給率向上総合対策事業 一般 13,000 11,124

飼料自給率の向上
耕作放棄地総合対策事業（飼料生産拡大整備支援
事業）

一般 20,000 再掲 16,906

合　　　　計　（Ａ） 349,540 305,828
再掲事業の計　（Ｂ） 198,400 157,993
純計　（Ａ）－（Ｂ） 151,140 147,835

3 環境にやさしい農業の推進
ちばエコ農業等環境にやさしい
農業の推進

「環境にやさしい農業」推進事業 一般 18,757 8,736

ちばエコ農業等環境にやさしい
農業の推進

環境保全型農業直接支援対策事業 一般 30,000 6,223

ちばエコ農業等環境にやさしい

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）

取組
番号

取組名 事業名

ちばエコ農業等環境にやさしい
農業の推進

「ちばエコ農業」産地拡大普及事業 一般 1,200 920

家畜排せつ物の有効利用と適正
施肥の推進

土壌保全・省資源型施肥体系推進事業 一般 5,900 5,644

家畜排せつ物の有効利用と適正
施肥の推進

畜産環境保全総合整備事業 一般 98,000 119,319

園芸用廃プラスチックの適正処
理の推進

園芸用廃プラスチック処理対策推進事業 一般 37,700 34,199

その他 植物防疫推進事業 一般 15,741 12,186
合　　　　計　（Ａ） 207,298 187,227
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 207,298 187,227

4 森林資源の循環利用 計画的な森林整備の推進 森林技術開発事業 一般 4,062 3,188
計画的な森林整備の推進 森林計画推進事業 一般 30,900 20,897
計画的な森林整備の推進 森林災害予防事業 一般 1,650 1,387
計画的な森林整備の推進 森林整備加速化・林業再生基金事業 一般 258,794 806,717
計画的な森林整備の推進 森林整備事業 一般 48,593 48,900
計画的な森林整備の推進 林道事業 一般 218,945 200,734
計画的な森林整備の推進 県有林事業（県行造林事業を含む） 特別 408,096 305,095
県産木材等の利用促進 ちばの木活用促進事業 一般 6,750 4,148
県産木材等の利用促進 林業普及指導事業の一部（木材の利用促進） 一般 755 601

合　　　　計　（Ａ） 978,545 1,391,667
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 978,545 1,391,667
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事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

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）

取組
番号

取組名 事業名

5
水産資源の維持増大と漁場環
境の保全

資源管理型漁業の推進 資源管理型漁業普及推進総合対策事業 一般 5,531 1,572

資源管理型漁業の推進 漁業操業円滑化促進事業 一般 4,199 2,712
資源管理型漁業の推進 漁獲可能量管理推進事業 一般 5,007 1,200
資源管理型漁業の推進 漁業権管理適正化・安全対策事業 一般 6,500 5,281
資源管理型漁業の推進 栽培漁業試験調査事業 一般 6,130 5,703
資源管理型漁業の推進 漁業試験調査指導事業 一般 17,558 14,548

種苗の生産・放流の推進
栽培漁業総合推進事業（種苗生産研究事業を含
む）

一般 320,935 305,465

漁場の整備と環境保全
漁場環境保全対策受託事業（貧酸素水塊漁業被害
防止対策）

一般 1,600 1,489

漁場の整備と環境保全
海域環境に配慮した漁場の整備事業（漁場調査事
業を含む）

一般 92,720 32,565

漁場の整備と環境保全 漁場環境総合監視推進事業 一般 1,005 845
漁場の整備と環境保全 漁場環境調査事業 一般 1,613 2,636

漁場の整備と環境保全
東京湾漁業総合対策事業(貧酸素水塊対策調査事
業）

9,600 再掲 8,188

東京湾漁業の増産対策
東京湾漁業緊急増産対策事業(アサリ資源対策事
業等）

一般 86,623 74,889

東京湾漁業の増産対策 漁場環境の保全事業の一部（のり漁場監視事業） 一般 4,825 3,906
内水面有用魚介類資源の維持増
大

内水面漁業振興事業の一部（内水面有用魚介類増
産対策事業等）

一般 7,450 7,048

内水面有用魚介類資源の維持増
大

内水面水産研究事業の一部（ウナギ種苗生産技術
開発事業等）

一般 5,014 4,436

合　　　　計　（Ａ） 576,310 472,483
再掲事業の計　（Ｂ） 9,600 8,188
純計　（Ａ）－（Ｂ） 566,710 464,295

6 漁業・水産加工業の生産性向 漁業経営の安定化・効率化の推 漁業無線ネットワーク高度化事業 一般 150,840 18,900
漁業経営の安定化・効率化の推 漁船漁業操業支援事業 一般 128,271 108,514
漁業経営の安定化・効率化の推
進

東京湾漁業操業安全対策事業（漁業操業安全指導
船「ふさなみ」代船建造事業）

一般 4,750 2,951

漁業経営の安定化・効率化の推 漁船漁業経営改善指導事業 一般 8,887 3,827
水産物の高付加価値化と水産加
工業の生産性向上

水産物販売流通消費総合対策事業の一部（水産物
産地づくり対策事業）

一般 2,500 1,137

水産物の高付加価値化と水産加
工業の生産性向上

加工利用試験研究事業 一般 4,847 4,117

水産業生産関連施設の整備
東京湾漁業総合対策事業（製品規格対策促進事業
を含む）

一般 116,291 105,745

水産業生産関連施設の整備 千葉県漁業経営構造改善事業 一般 100,248 2,388
水産業生産関連施設の整備 水産業構造改善施設整備事業 一般 6,035 5,157
漁港施設の整備・保全 広域漁港整備事業等 一般 2,137,200 1,900,593
漁港施設の整備・保全 水産基盤ストックマネジメント事業 一般 137,000 139,006
漁港施設の整備・保全 漁村再生事業 一般 120,000 130,438
漁港施設の整備・保全 漁港機能高度化事業 一般 40,000 0
漁港施設の整備・保全 市町村営漁港建設事業 一般 41,250 12,380
その他 内水面養殖業の振興事業 一般 707 706

合　　　　計　（Ａ） 2,998,826 2,435,859
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,998,826 2,435,859

7
農林水産業を支える多様な担 就業支援及び雇用促進による農

森林・林業担い手育成対策事業 一般 7,660 4,1037
農林水産業を支える多様な担
い手の確保・育成

就業支援及び雇用促進による農
林水産業の担い手の確保

森林・林業担い手育成対策事業 一般 7,660 4,103

就業支援及び雇用促進による農
林水産業の担い手の確保

特用林産の振興 一般 960 945

就業支援及び雇用促進による農
林水産業の担い手の確保

林業普及指導事業（木材の利用促進を除く） 一般 4,921 2,739

就業支援及び雇用促進による農
林水産業の担い手の確保

漁業の担い手確保・育成総合対策事業 一般 4,165 1,696

就業支援及び雇用促進による農
林水産業の担い手の確保

ちば新農業人サポート事業 一般 23,200 18,623

就業支援及び雇用促進による農
林水産業の担い手の確保

農業の新規参入モデル構築事業 一般 36,000 17,755

就業支援及び雇用促進による農
林水産業の担い手の確保

企業等農業参入支援事業 一般 5,000 459

就業支援及び雇用促進による農
林水産業の担い手の確保

農業大学校機能拡充事業 一般 110,000 91,075

就業支援及び雇用促進による農
林水産業の担い手の確保

産地で育てる担い手確保育成モデル事業 一般 4,000 25

就業支援及び雇用促進による農
林水産業の担い手の確保

特別会計就農支援資金 特別 130,043 67,845

担い手の経営発展支援による企
業的経営体の育成

ちばの６次産業化チャレンジ支援事業 一般 10,000 4,447

担い手の経営発展支援による企
業的経営体の育成

力強い担い手育成事業 一般 20,400 18,436

担い手の経営発展支援による企
業的経営体の育成

アグリトップランナー育成サポート事業 一般 5,500 5,460

担い手の経営発展支援による企
業的経営体の育成

パートナーシップ農業推進事業 一般 3,200 2,443

担い手の経営発展支援による企
業的経営体の育成

戦略的産地育成普及活動事業 一般 6,000 4,404

担い手の経営発展支援による企
業的経営体の育成

農林水産関係資金利子補給事業等 一般 258,399 196,460

担い手の経営発展支援による企
業的経営体の育成

特別会計　沿岸漁業・林業・木材産業改善資金 特別 244,552 161,750

担い手の経営発展支援による企
業的経営体の育成

農山漁村男女のパートナーシップ推進事業 一般 1,061 734

農村集落の核となる営農組織設
立及び小規模農家の経営安定支

集落営農ステップアップ支援事業 一般 6,200 3,544

農協及び漁協経営の健全化対策
の推進

漁協組織再編・経営強化対策事業 一般 3,900 3,078

合　　　　計　（Ａ） 885,161 606,021
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 885,161 606,021
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事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

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）

取組
番号

取組名 事業名

8
担い手への農地集積と農地の
基盤整備

効率的・安定的経営のため、担
い手への農地集積を支援

農地保有合理化促進対策事業 一般 10,244 6,399

効率的・安定的経営のため、担
い手への農地集積を支援

担い手への農地集積事業 一般 23,200 230

用排水施設の保全整備 県営用排水改良事業等 一般 2,440,923 1,948,029
大区画化など基盤整備の実施 経営体育成基盤整備事業 一般 3,049,250 2,401,019
大区画化など基盤整備の実施 経営体育成促進事業 一般 201,206 201,206

合　　　　計　（Ａ） 5,724,823 4,556,883
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 5,724,823 4,556,883
合　　　　計　（Ａ） 12,619,987 10,417,700
再掲事業の計　（Ｂ） 208,000 166,181
純計　（Ａ）－（Ｂ） 12,411,987 10,251,519

一般 11,629,296 9,716,829
特別 782,691 534,690
企業
計 12,411,987 10,251,519

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。

－38－



事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅲ－３－②緑豊かで活力ある農山漁村づくりの推進

1
豊かな自然と豊富な食材に恵
まれた「ちば」の体感

都市と農山漁村との交流の促進 「千葉の海」丸ごと満喫事業 一般 3,800 3,654

都市と農山漁村との交流の促進 「グリーン・ブルーツーリズムinちば」推進事業 一般 42,200 37,736
県民の森の管理 県民の森事業 一般 224,000 249,157

合　　　　計　（Ａ） 270,000 290,547
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 270,000 290,547

2
多様な人々の参画による農山
漁村の活性化と景観の保全

多様な人々の参画による農山漁
村環境の保全・向上

法人の森事業 一般 4,600 3,690

多様な人々の参画による農山漁
村環境の保全・向上

ちばの里山づくり事業 一般 13,560 10,536

多様な人々の参画による農山漁
村環境の保全・向上

耕作放棄地総合対策事業（耕作放棄地活用推進事
業）

一般 48,000 10,702

多様な人々の参画による農山漁
村環境の保全・向上

耕作放棄地総合対策事業（園芸生産利用拡大支援
事業）

一般 20,000 11,337

多様な人々の参画による農山漁
村環境の保全・向上

耕作放棄地総合対策事業（飼料生産拡大整備支援
事業）

一般 20,000 16,906

多様な人々の参画による農山漁
村環境の保全・向上

農地・水保全管理支払交付金事業(環境保全型農
業直接支援対策事業を含む)

一般 223,200 227,898

多様な人々の参画による農山漁
村環境の保全・向上

中山間地域等直接支払交付金事業 一般 114,000 94,919

多様な人々の参画による農山漁
村環境の保全・向上

県営中山間地域総合整備事業 一般 160,000 133,529

森林病害虫の防除と被害林の再 被害森林再生・資源循環促進事業 一般 24,000 18,998
森林病害虫の防除と被害林の再 森林病害虫防除事業 一般 116,000 180,396
森林病害虫の防除と被害林の再 ｽｷﾞｶﾐｷﾘ被害対策･調査事業等 一般 20,151 11,439

農山漁村の多面的機能の向上
漁場環境の保全事業の一部（漁場環境保全総合美
化推進事業）

一般 1,189 1,017

農山漁村の多面的機能の向上 地域水産物供給基盤整備事業 一般 130,000 再掲 252,103

農山漁村の多面的機能の向上 農道整備事業 一般 950,000 1,096,792

農山漁村の多面的機能の向上 国営造成施設管理体制整備促進事業 一般 79,115 70,527

農山漁村の多面的機能の向上 漁港管理事業 一般 60,626 59,396

農山漁村の多面的機能の向上 海面利用調整指導事業 一般 2,594 1,722
農山漁村の多面的機能の向上 ★農山漁村活性化プロジェクト支援整備事業 一般 3,840
イノシシ等有害鳥獣被害の防止 イノシシ等有害獣被害防止対策事業 一般 136,000 138,189
その他 緑化推進事業 一般 9,013 8,278
その他 優良種苗確保事業 一般 15,000 14,680

合　　　　計　（Ａ） 2,147,048 2,366,894
再掲事業の計　（Ｂ） 130,000 252,103
純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,017,048 2,114,791
合　　　　計　（Ａ） 2,417,048 2,657,441
再掲事業の計　（Ｂ） 130,000 252,103
純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,287,048 2,405,338

一般 2,287,048 2,405,338
特別

予算事業名
取組
番号

取組名

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳

事業名 再掲会計
決算額

(単位：千円）
当初予算額
(単位：千円）

(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 特別
企業
計 2,287,048 2,405,338

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。

－39－
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