
事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅲ－４－①交流拠点都市の形成

1 成田国際空港都市づくり 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
成田空港周辺地域の国道・県道 国道道路改築事業 一般 756,000 再掲 1,558,376
成田空港周辺地域の国道・県道
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

成田空港周辺地域の国道・県道
の整備推進

県単道路改良事業 一般 3,897,479 再掲 3,626,558

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 ― 再掲 ―

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 ― 再掲 ―

千葉ニュータウンのまちづくり
の推進

千葉北部地区事業（千葉ニュータウン） 企業 4,594,657 3,515,320

合　　　　計　（Ａ） 27,875,136 28,398,439
再掲事業の計　（Ｂ） 23,280,479 24,883,119
純計　（Ａ）－（Ｂ） 4,594,657 3,515,320

2
柏・流山地域における大学と
地域が連携したまちづくり

大学と地域が連携したまちづく
りプロジェクトの普及

つくばエクスプレス沿線の大学と地域が連携した
まちづくり推進事業

一般 1,000 320

地域における産学官連携の促進 新事業・新産業創出支援事業 一般 30,830 再掲 28,944

地域における産学官連携の促進
東葛テクノプラザ管理運営事業の一部（大学連携
促進事業）

一般 148 再掲 122

つくばエクスプレス沿線土地区
画整理事業の実施

つくばエクスプレス沿線整備事業 特別 11,150,145 再掲 10,250,444

つくばエクスプレス沿線土地区
画整理事業の実施

県単つくばエクスプレス沿線整備事業（一般会
計）

一般 240,426 再掲 239,318

合　　　　計　（Ａ） 11,422,549 10,519,148
再掲事業の計　（Ｂ） 11,421,549 10,518,828
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,000 320

3
新たな産業と文化の発信拠点
としての幕張新都心の整備

未利用地の土地活用の推進 若葉住宅地区都市基盤整備工事等 企業 843,818 961,251

未利用地の土地活用の推進 豊砂地区都市基盤整備工事等 企業 1,486,184 100,793
幕張ベイタウン事業の着実な推 幕張ベイタウン都市基盤整備工事等 企業 358,799 373,596
幕張メッセを中心とした文化・
芸術面及び国際的な情報発信機
能の強化

日本コンベンションセンター国際展示場事業 特別 1,914,656 1,835,432

幕張メッセを中心とした文化・
芸術面及び国際的な情報発信機
能の強化

幕張新都心の持つ魅力を高めるための千葉市との
共同調査事業

一般 10,000 8,999

立地企業や大学等の連携促進 県単公園整備事業 一般 7,900 再掲 17,558
立地企業や大学等の連携促進 公園管理費 一般 2,000 再掲 1,739

合　　　　計　（Ａ） 4,623,357 3,299,368
再掲事業の計　（Ｂ） 9,900 19,297
純計　（Ａ）－（Ｂ） 4,613,457 3,280,071

4
東京湾アクアラインを活用し
たかずさアカデミアパークの
活性化

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 再掲 12,602

かずさアカデミアパークへの企
広報事業 一般 300 再掲 0

再掲予算事業名
取組
番号

決算額
(単位：千円）

取組名 事業名 会計
当初予算額
(単位：千円）

業誘致
広報事業 一般 300 再掲 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 再掲 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

― 再掲 ―

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 再掲 471,346

その他 かずさＤＮＡ研究所修繕事業 一般 再掲 20,580
その他 かずさＤＮＡ研究所研究促進事業 一般 1,307,887 再掲 1,234,828

その他

バイオ関連産業等支援事業（インキュベーション
施設支援事業、交流支援施設利用促進事業、かず
さインキュベーションセンター管理事業、かずさ
インキュベーションセンター修繕事業）

一般 27,258 再掲 27,258

その他
バイオ関連産業等支援事業（交流支援施設利用促
進事業）

一般 10,933 10,658

その他
バイオ関連産業等支援事業（インキュベーション
施設支援事業）

一般 7,040 555

その他
バイオ関連産業等支援事業（かずさインキュベー
ションセンター修繕事業）

一般 2,909 8,769

合　　　　計　（Ａ） 2,609,783 2,551,113
再掲事業の計　（Ｂ） 2,588,901 2,531,131
純計　（Ａ）－（Ｂ） 20,882 19,982
合　　　　計　（Ａ） 46,530,825 44,768,068
再掲事業の計　（Ｂ） 37,300,829 37,952,375
純計　（Ａ）－（Ｂ） 9,229,996 6,815,693

一般 31,882 29,301
特別 1,914,656 1,835,432
企業 7,283,458 4,950,960
計 9,229,996 6,815,693

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。

－40－



事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅲ－４－②交流基盤の強化

1
広域交流を促進する公共交通網
の整備

東京8・11号線の整備促進の調整 東京8・11号線の整備促進の調整 ― ―

東京10号線延伸新線の事業化に
向けた検討

鉄道関係期成同盟等負担金の一部（東京10号線延
伸新線促進検討委員会）

一般 20 20

つくばエクスプレスの利便性向
上に向けた取組

鉄道関係期成同盟等負担金の一部（つくばエクス
プレス関係都県連絡協議会）

一般 100 100

つくばエクスプレスの利便性向
上に向けた取組

鉄道関係期成同盟等負担金の一部（千葉県つくば
エクスプレス及び宅地開発の一体的推進協議会）

一般 100 100

合　　　　計　（Ａ） 220 220
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 220 220

2
地域間交流を促進する公共交通
網の充実強化

東葉高速鉄道株式会社に対する
支援

東葉高速鉄道出資金 一般 1,460,000 1,460,000

東葉高速鉄道株式会社に対する
支援

東葉高速鉄道利子補給金 一般 116,160 105,085

北総鉄道株式会社の運賃値下げ
に対する支援

北総鉄道運賃値下げ支援補助 一般 75,000 75,000

中小鉄道の安全性向上に対する
支援

鉄道輸送対策事業費補助 一般 57,130 50,792

鉄道駅エレベーター等の整備支 鉄道駅エレベーター等整備事業補助 一般 50,000 再掲 69,606
超低床ノンステップバスの整備
支援

超低床ノンステップバス等整備事業補助 一般 27,000 再掲 25,265

合　　　　計　（Ａ） 1,785,290 1,785,748
再掲事業の計　（Ｂ） 77,000 94,871
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,708,290 1,690,877

3 地域内公共交通の確保
いすみ鉄道株式会社の基盤維持
に対する支援

いすみ鉄道基盤維持費補助 一般 83,386 74,375

地方バス路線の維持・確保に対
する支援

バス運行対策費補助 一般 94,000 95,914

合　　　　計　（Ａ） 177,386 170,289
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 177,386 170,289

4 千葉県物流戦略の推進 物流課題の改善に向けた取組
政策調整・調査事業（千葉県総合物流施策推進事
業）

一般 309 61

成田国際物流複合基地（南側）
の整備推進

物流用地（成田地区）造成整備事業 企業 42,132 179,370

合　　　　計　（Ａ） 42,441 179,431
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 42,441 179,431

5 広域間交流を支える道路の整備 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 12,192,491

高規格幹線道路等の整備促進 (独)日本高速道路保有・債務返済機構出資金 一般 119,000 119,000

高規格幹線道路等の整備促進 道路受託事業 一般 28,000 26,000

高規格幹線道路等の整備促進 道路諸費 一般 14,943 15,317

高規格幹線道路等の整備促進 交通調査事業 一般 24,000 24,000

高規格幹線道路等の整備促進 県単道路改良事業 一般 80,700 29,002

合　　　　計　（Ａ） 12,066,643 12,405,810
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 12,066,643 12,405,810

取組名
取組
番号

再掲事業名 予算事業名
決算額

(単位：千円）
会計

当初予算額
(単位：千円）

純計　（Ａ）－（Ｂ） 12,066,643 12,405,810

6 地域間交流を支える道路の整備
国道及び県道のバイパス・現道
拡幅の整備推進

国道道路改築事業 一般 756,000 1,558,376

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（住宅） 一般 5,513,000 5,870,935

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 7,567,759

国道及び県道のバイパス・現道
拡幅の整備推進

県単道路改良事業 一般 3,897,479 3,626,558

国道及び県道のバイパス・現道
拡幅の整備推進

地方特定道路整備事業 一般 731,500 514,096

国道及び県道のバイパス・現道
拡幅の整備推進

県単橋りょう架換事業 一般 281,500 88,708

国道及び県道のバイパス・現道
拡幅の整備推進

県単耐震橋りょう緊急架換事業 一般 456,250 520,344

国道及び県道のバイパス・現道
拡幅の整備推進

県単道路調査事業 一般 10,000 11,253

国道及び県道のバイパス・現道
拡幅の整備推進

道路受託事業 一般 1,100,000 500,328

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 525,000 861,510

合　　　　計　（Ａ） 20,097,729 21,119,867
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 20,097,729 21,119,867

7 港湾の整備・振興 大型船舶に対応した岸壁の整備 港湾直轄事業負担金 一般 270,000 再掲 265,587
緑地プロムナード・旅客船埠頭
の整備

特定重要港湾事業（みなと振興交付金事業） 一般 100,000 40,149

港湾緑地の整備
特定重要港湾事業及び重要・地方港湾事業（港湾
環境整備事業）

一般 358,000 133,453

その他
特定重要港湾事業（港湾統合補助事業（利便性向
上））

一般 90,000 93,765

その他 千葉港整備事業及び港湾整備事業 一般 43,800 22,582
その他 港湾調査事業（港湾） 一般 33,200 31,205
その他 港湾整備事業 特別 490,000 300,792

その他
港湾管理事業運営費（千葉中央ふ頭コンテナター
ミナル利用拡大事業）

一般 31,000 18,482

その他 重要・地方港湾事業（港湾改修事業） 一般 100,000 55,758

その他
特定重要港湾事業（港湾改修事業（防災安全対
策））

一般 60,000 再掲 14,990

合　　　　計　（Ａ） 1,576,000 976,763
再掲事業の計　（Ｂ） 330,000 280,577
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,246,000 696,186
合　　　　計　（Ａ） 35,745,709 36,638,128
再掲事業の計　（Ｂ） 407,000 375,448
純計　（Ａ）－（Ｂ） 35,338,709 36,262,680

一般 34,806,577 35,782,518
特別 490,000 300,792
企業 42,132 84,667
計 35,338,709 36,262,680

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。

－41－



事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅲ－４－③県土の基盤の充実

1 市街地における円滑な交通環 交通遮断時間の多い踏切除去の 社会資本整備総合交付金事業（公共街路） 一般 1,395,000 1,595,448
交通遮断時間の多い踏切除去の 社会資本整備総合交付金事業（住宅街路） 一般 796,000 855,158
交通遮断時間の多い踏切除去の
推進

社会資本整備総合交付金事業（街路） 一般 3,119,000 1,646,805

交通遮断時間の多い踏切除去の
推進

地方特定道路整備事業 一般 686,000 207,896

交通遮断時間の多い踏切除去の
推進

県単街路整備事業 一般 570,634 332,911

市街地交通の円滑化を図る道路
整備の推進

社会資本整備総合交付金事業（公共街路） 一般 1,395,000 再掲 1,595,448

市街地交通の円滑化を図る道路
整備の推進

社会資本整備総合交付金事業（住宅街路） 一般 796,000 再掲 855,158

市街地交通の円滑化を図る道路
整備の推進

社会資本整備総合交付金事業（街路） 一般 3,119,000 再掲 1,646,805

市街地交通の円滑化を図る道路
整備の推進

地方特定道路整備事業 一般 686,000 再掲 207,896

市街地交通の円滑化を図る道路
整備の推進

県単街路整備事業 一般 570,634 再掲 332,911

合　　　　計　（Ａ） 13,133,268 9,276,436
再掲事業の計　（Ｂ） 6,566,634 4,638,218
純計　（Ａ）－（Ｂ） 6,566,634 4,638,218

2 既存施設の維持管理と長寿命 道路橋の長寿命化 橋りょう修繕事業 一般 1,600,000 956,105
河川施設の長寿命化 河川管理施設機能確保事業 一般 164,900 70,463
港湾の維持管理計画の策定 長寿命化計画策定事業（港湾及び海岸） 一般 70,000 62,981
県立都市公園の公園施設の長寿
命化

公共公園整備事業 一般 272,881 再掲 122,455

県立都市公園の公園施設の長寿
命化

県単公園整備事業 一般 74,163 再掲 42,476

県立都市公園の公園施設の長寿
命化

公園管理費 一般 13,594 再掲 6,883

流域下水道施設の長寿命化 流域下水道事業 特別 1,696,871 1,520,848

その他
特定重要港湾事業及び重要・地方港湾事業（港湾
統合補助事業（延命化対策））

一般 102,000 34,212

その他 港湾施設運営費（維持補修及び管理委託） 特別 88,985 88,506

その他
重要・地方港湾海岸事業（海岸堤防等老朽化対策
緊急事業）

一般 50,000 5,987

その他 港湾調査事業（海岸） 一般 18,000 4,652

その他
千葉港海岸整備事業、港湾海岸整備事業及びうる
おいのある海岸づくり事業

一般 61,600 44,651

その他 港湾維持事業 一般 513,780 427,148
その他 港湾管理事業運営費（維持補修） 一般 107,380 107,014
その他 港湾管理事業運営費（管理委託） 一般 650,000 646,307
その他 舗装道路修繕事業 一般 5,200,000 5,771,059

その他 道路維持修繕費 一般 1,250,487 1,285,315

その他 道路管理費 一般 592,125 545,026

取組
番号

取組名 会計予算事業名事業名 再掲
決算額

(単位：千円）
当初予算額
(単位：千円）

その他 道路掘さく復旧事業 一般 384,725 390,456

その他 道路維持事業 一般 265,000 438,751

その他 道路調査事業 一般 190,000 178,942

その他 舗装道補修事業 一般 32,000 26,666

その他 社会資本整備総合交付金事業（沿道環境） 一般 30,000 29,992

その他 道路未買収用地取得事業 一般 1,000 0

その他 道路諸費 一般 20,027 15,743

合　　　　計　（Ａ） 13,449,518 12,822,638
再掲事業の計　（Ｂ） 360,638 171,814
純計　（Ａ）－（Ｂ） 13,088,880 12,650,824

3 社会資本の有効活用
アクアラインの利用しやすい料
金体系の構築

東京湾アクアライン料金引下げ社会実験委託 一般 1,500,000 1,499,999

追加インターチェンジの整備推 社会資本整備総合交付金事業（住宅） 一般 5,513,000 再掲 5,870,935
合　　　　計　（Ａ） 7,013,000 7,370,934
再掲事業の計　（Ｂ） 5,513,000 5,870,935
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,500,000 1,499,999

4
区画整理・再開発による市街
地の整備

組合施行土地区画整理事業の促
進

組合施行土地区画整理事業費補助 一般 400,000 778,810

組合施行土地区画整理事業の促 地域活力基盤創造交付金事業 一般 1,125,000 1,856,458
市街地再開発事業の促進 市街地再開発事業費補助 一般 292,250 260,350
つくばエクスプレス沿線土地区
画整理事業の推進

つくばエクスプレス沿線整備事業 特別 11,150,145 10,250,444

つくばエクスプレス沿線土地区
画整理事業の推進

県単つくばエクスプレス沿線整備事業（一般会
計）

一般 240,426 239,318

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 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 925,316 903,051

地籍調査事業の推進 地籍調査事業 一般 140,080 124,113
合　　　　計　（Ａ） 15,461,848 15,916,049
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 15,461,848 15,916,049
合　　　　計　（Ａ） 49,057,634 45,386,057
再掲事業の計　（Ｂ） 12,440,272 10,680,967
純計　（Ａ）－（Ｂ） 36,617,362 34,705,090

一般 22,492,730 21,341,787
特別 14,124,632 13,363,303
企業
計 36,617,362 34,705,090

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。
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事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅲ－４－④人にやさしく美しいまちづくりの推進

1
時代の変化に対応したまちづ
くりの推進

時代の変化に対応した都市計画
の見直し

都市計画推進事業 一般 82,600 77,060

合　　　　計　（Ａ） 82,600 77,060
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 82,600 77,060

2 だれもが安心して快適に暮ら バリアフリー対策の推進 社会資本整備総合交付金事業（交通安全） 一般 60,000 再掲 0
バリアフリー対策の推進 社会資本整備総合交付金事業（補助交安） 一般 26,000 再掲 38,436
無電柱化の推進 社会資本整備総合交付金事業（補助電共） 一般 90,000 27,944
無電柱化の推進 社会資本整備総合交付金事業（電共） 一般 70,000 176,065
無電柱化の推進 電線類地中化整備事業 一般 30,400 24,843
千葉県建築文化賞表彰の実施 千葉県建築文化賞 一般 1,167 966

合　　　　計　（Ａ） 277,567 268,254
再掲事業の計　（Ｂ） 86,000 38,436
純計　（Ａ）－（Ｂ） 191,567 229,818

3
鉄道・バスにおけるバリアフ
リー化の推進

鉄道駅エレベーター等の整備支
援

鉄道駅エレベーター等整備事業補助 一般 50,000 69,606

超低床ノンステップバスの整備
支援

超低床ノンステップバス等整備事業補助 一般 27,000 25,265

合　　　　計　（Ａ） 77,000 94,871
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 77,000 94,871

4 環境に配慮した道づくり
周辺環境に配慮した北千葉道路
の整備推進

国道道路改築事業 一般 756,000 再掲 1,558,376

周辺環境に配慮した北千葉道路
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 7,567,759

周辺環境に配慮した北千葉道路
の整備推進

県単道路改良事業 一般 3,897,479 再掲 3,626,558

透水性舗装・排水性舗装の推進 社会資本整備総合交付金事業（交通安全） 一般 1,128,600 再掲 1,151,036
透水性舗装・排水性舗装の推進 社会資本整備総合交付金事業（補助交安） 一般 1,294,736 再掲 1,263,957
透水性舗装・排水性舗装の推進 交通安全対策事業 一般 504,131 再掲 243,008
透水性舗装・排水性舗装の推進 舗装道路修繕事業 一般 98,982 再掲 277,925
透水性舗装・排水性舗装の推進 社会資本整備総合交付金事業（沿道環境） 一般 30,000 再掲 29,992

合　　　　計　（Ａ） 14,536,928 15,718,611
再掲事業の計　（Ｂ） 14,536,928 15,718,611
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0

5 豊かな河川環境の整備と保全 河川環境の整備と保全 県単河川環境整備事業 一般 467,240 493,452
河川環境の整備と保全 県単水辺環境整備事業 一般 41,300 33,317
河川環境の整備と保全 県単都市河川管理事業 一般 208,700 160,525
河川環境の整備と保全 県単都市河川再生対策事業 一般 50,800 33,693

合　　　　計　（Ａ） 768,040 720,987
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 768,040 720,987

6
県立都市公園の整備と都市の
緑の保全・創出

県立都市公園の整備の推進 公共公園整備事業 一般 192,350 266,753

県立都市公園の整備の推進 県単公園整備事業 一般 20,243 17,714
県立都市公園の維持管理 公共公園整備事業 一般 272,881 122,455

会計 再掲
決算額

(単位：千円）
当初予算額
(単位：千円）

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名

県立都市公園の維持管理 県単公園整備事業 一般 133,395 122,268

県立都市公園の維持管理 公園管理費 一般 962,276 910,074

都市の緑の保全・創出 都市の緑の保全・創出 一般 ー -
合　　　　計　（Ａ） 1,581,145 1,439,264
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,581,145 1,439,264

7 良好な景観形成の推進
景観セミナーや情報提供等によ
る啓発・支援、良好な広域景観
の形成

景観形成事業 一般 5,359 2,844

屋外広告物の規制・誘導 屋外広告物規制 一般 1,324 644
合　　　　計　（Ａ） 6,683 3,488
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 6,683 3,488

8 安定した水源の確保
水資源開発事業促進のための協
議会開催

利根川水系水資源開発促進協議会負担金等 一般 1,420 1,220

水源地域と本県民との交流事業
実施

利根川水系水資源開発促進協議会負担金等 一般 1,420 再掲 1,220

渇水時の関係機関との取水制限
等調整

利根川水系渇水対策連絡協議会負担金 一般 30 0

合　　　　計　（Ａ） 2,870 2,440
再掲事業の計　（Ｂ） 1,420 1,220
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,450 1,220

9 安全で良質な水の供給 中期経営計画に基づく事業運営 中期経営計画の推進 ー -
合　　　　計　（Ａ） 0 0
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0

10 県内水道の統合・広域化
統合の合意形成のための協議会
開催

九十九里地域・南房総地域の水道用水供給事業体
と県営水道の統合

一般 473 267

合　　　　計　（Ａ） 473 267
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 473 267

11
下水道整備の推進及び公共下
水道の着手に向けた支援

流域下水道整備 流域下水道事業 特別 4,024,778 3,800,697

流域下水道整備 下水道事業 一般 ― 16,695
合　　　　計　（Ａ） 4,024,778 3,817,392
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 4,024,778 3,817,392

－43－



事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

会計 再掲
決算額

(単位：千円）
当初予算額
(単位：千円）

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名

12 豊かな住生活の実現 住情報の提供 住まい情報プラザ業務事業 一般 1,326 1,326

住情報の提供 公共賃貸住宅募集情報提供体制整備事業 一般 1,370 1,239

高齢者等の住まい探しの支援 高齢者居住安定確保事業 一般 2,829

マンション管理の支援 マンション管理支援事業 一般 455 279

マンション管理の支援 マンション個別相談会支援事業 一般 (上記に含む) (上記に含む)

県営住宅の建設・管理 公営住宅建設事業 一般 2,385,000 1,356,232
県営住宅の建設・管理 県営住宅管理事業 一般 2,226,672 2,188,344
その他 あんしん賃貸支援事業 一般 171 0

合　　　　計　（Ａ） 4,614,994 3,550,249
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 4,614,994 3,550,249
合　　　　計　（Ａ） 25,973,078 25,692,883
再掲事業の計　（Ｂ） 14,624,348 15,758,267
純計　（Ａ）－（Ｂ） 11,348,730 9,934,616

一般 7,323,952 6,100,215
特別 4,024,778 3,800,697
企業 0 0
計 11,348,730 9,934,616

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。
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