
事業整理票（２４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

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

道徳教育推進プロジェクト事業 一般 28,300 25,406

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

「ちば・ふるさとの学び」テキストの活用促進 0

規範意識・社会貢献態度をはぐ
くむ体験活動の推進

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 614 442

規範意識・社会貢献態度をはぐ
くむ体験活動の推進

青少年教育施設管理費の一部（週末ふれあい推進
事業）

一般 0

規範意識・社会貢献態度をはぐ
くむ体験活動の推進

自然体験活動指導者養成事業 一般 2,279 1,632

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

通学合宿推進事業 一般 0 再掲

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

通学合宿調査研究事業
（平成２３年度のみ実施）

一般 0 再掲

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

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 446,000 454,239

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(地域改善対策高等学校進学奨励
費を除く）

一般 1,445 1,260

合　　　　計　（Ａ） 478,638 482,979
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 478,638 482,979

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

「ちばのやる気」学習ガイドの作成・評価問題配
信事業

一般 11,156 4,808

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

「学びの突破口ガイド」の作成 一般 3,190 1,781

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

ちばっ子「学力向上」総合プランの一部（お兄さ
ん、お姉さんと学ぼぅ事業等）

一般 547 306

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 1,000 764

読書県「ちば」を目指した読書
活動の推進

ちばっ子「学力向上」総合プランの一部（確かな
学びの早道「読書」事業の推進）

一般 211 0

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 0
キャリア教育の充実 キャリア教育推進事業 一般 3,975 2,424
キャリア教育の充実 キャリア教育推進事業 一般 1,185 857

合　　　　計　（Ａ） 21,264 10,940
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 21,264 10,940

「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

いきいきちばっ子食育推進事業 一般 2,840 1,028

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 8,000 3,853

魚食普及を通じた食育の推進
水産物販売流通消費総合対策事業の一部（水産物
消費・食育対策事業）

一般 1,080 622

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 2,154 再掲 1,689

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 854 838

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

0 0

合　　　　計　（Ａ） 14,928 8,030
再掲事業の計　（Ｂ） 2,154 1,689
純計　（Ａ）－（Ｂ） 12,774 6,341
合　　　　計　（Ａ） 514,830 501,949
再掲事業の計　（Ｂ） 2,154 1,689
純計　（Ａ）－（Ｂ） 512,676 500,260

一般 512,676 500,260
特別 0 0
企業 0 0
計 512,676 500,260

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

会計取組名

施　　　　　策　　　　　計

2

純計の内訳
（会計別）

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

当初予算額
(単位：千円）

予算事業名
決算額

(単位：千円）
再掲事業名

心の教育のかなめとなる道徳
教育の充実

取組
番号

1

(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（２４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

家庭教育支援事業のうち「親力向上支援事業」 一般 1,674 1,288

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

家庭教育支援事業のうち「家庭教育啓発事業」 一般 495 308

学校から発信する家庭教育支援
プログラムの普及・啓発

家庭教育支援事業のうち「親力向上支援事業」 一般 1,674 再掲 1,288

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

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

0 0

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

みんなで取り組む千葉教育会議 一般 408 252

合　　　　計　（Ａ） 4,251 3,136
再掲事業の計　（Ｂ） 1,674 1,288
純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,577 1,848

地域ぐるみで子どもを育てる体
制づくりの推進

みんなで取り組む千葉教育会議 一般 408 再掲 252

地域ぐるみで子どもを育てる体
制づくりの推進

地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 一般 17,300 13,622

地域ぐるみで子どもを育てる体
制づくりの推進

県立学校における「開かれた学校づくり委員会」
設置事業

一般 6,361 5,838

地域ぐるみで子どもを育てる体
制づくりの推進

通学合宿推進事業 0 再掲

地域ぐるみで子どもを育てる体
制づくりの推進

通学合宿調査研究事業
（平成23年度のみ実施）

一般 0 再掲

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

0

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 64,900 61,684

県立学校を活用した生涯学習機
会の提供

成人教育指導研修費の一部（県立学校開放講座） 一般 1,935 659

県立学校を活用した生涯学習機
会の提供

生涯学習推体制整備費の一部（県立学校施設開放
事業）

一般 3,251 2,663

合　　　　計　（Ａ） 94,155 84,718
再掲事業の計　（Ｂ） 408 252
純計　（Ａ）－（Ｂ） 93,747 84,466
合　　　　計　（Ａ） 98,406 87,854
再掲事業の計　（Ｂ） 2,082 1,540
純計　（Ａ）－（Ｂ） 96,324 86,314

一般 96,324 86,314
特別 0 0
企業 0 0
計 96,324 86,314

2
人と人とのきずなを育てる地
域教育力の向上

予算事業名事業名

1
すべての教育の原点である家
庭教育力の向上

取組
番号

取組名 再掲
決算額

(単位：千円）

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

会計
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
「－」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（２４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

地域の声を運営に生かせる魅力
ある学校づくり

県立高等学校再編事業 一般 4,098 3,246

地域の声を運営に生かせる魅力
ある学校づくり

県立学校における「コミュニティ・スクール」設
置事業

一般 350 299

地域の声を運営に生かせる魅力
ある学校づくり

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 6,361 再掲 5,838

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

地域連携アクティブスクールの設置 一般 7,944 6,855

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

教職員の研修事業 一般 22,810 16,475

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

教職インターンシップ 一般 422 462

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

体育の授業マイスター認定事業 0

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

ちばっ子「学力向上」総合プランの一部（「若手
教員育成推進委員」活用事業等）

一般 3,756 1,761

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

ちばっ子「学力向上」総合プランの一部（学力向
上交流会）

一般 756 365

子どもと教職員が向き合う時間
の確保

学校問題解決支援対策事業 一般 600 540

子どもと教職員が向き合う時間
の確保

きめ細かな指導等のための非常勤講師配置事業 一般 482,680 462,992

子どもと教職員が向き合う時間
の確保

特別非常勤講師配置事業 一般 18,469 16,721

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

私立学校経常費補助（一般補助） 一般 34,361,222 33,842,139

合　　　　計　（Ａ） 34,909,468 34,357,693
再掲事業の計　（Ｂ） 6,361 5,838
純計　（Ａ）－（Ｂ） 34,903,107 34,351,855

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 400,000 393,661

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 206 8

県立学校施設の老朽化対策の実 県立学校施設整備費の一部（大規模改修事業） 一般 30,000 20,469
自助・共助の意識をはぐくむ防
災教育推進

ちばっ子安全・安心推進事業 一般 2,294 1,513

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補助 一般 580,000 833,344

経済的理由により修学が困難な
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 1,134,463 643,230

その他 学校における放射能対策事業 一般 0 0
合　　　　計　（Ａ） 2,146,963 1,892,225
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,146,963 1,892,225
合　　　　計　（Ａ） 37,056,431 36,249,918
再掲事業の計　（Ｂ） 6,361 5,838
純計　（Ａ）－（Ｂ） 37,050,070 36,244,080

一般 35,915,607 35,600,850
特別 1,134,463 643,230
企業 0 0
計 37,050,070 36,244,080

施　　　　　策　　　　　計

1
夢をはぐくむ魅力あふれる学
校づくり

会計予算事業名事業名
取組
番号

2 安全・安心に学べるづくり

取組名

純計の内訳
（会計別）

再掲
当初予算額

(単位：千円）
決算額

(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
「－」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(２４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

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

特別支援教育費の一部（心身障害児就学指導委
員会）

一般 564 426

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

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 184 160

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

特別支援教育費の一部（特別支援アドバイザー
事業）

一般 55,900 53,791

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

特別支援教育費の一部（特別支援学校教員企業
実習）

一般 378 378

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

0

合　　　　計　（Ａ） 57,026 54,755
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 57,026 54,755

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 231,550 148,832

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 55,900 再掲 53,791

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

高等学校特別支援教育支援員配置事業 一般 12,700 13,485

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

県立学校特別支援教育専門家チーム派遣事業 一般 284 226

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

発達障害のある児童生徒への支援・指導の充実 一般 518 358

合　　　　計　（Ａ） 300,952 216,692
再掲事業の計　（Ｂ） 55,900 53,791
純計　（Ａ）－（Ｂ） 245,052 162,901
合　　　　計　（Ａ） 357,978 271,447
再掲事業の計　（Ｂ） 55,900 53,791
純計　（Ａ）－（Ｂ） 302,078 217,656

一般 302,078 217,656
特別 0 0
企業 0 0
計 302,078 217,656

純計の内訳
（会計別）

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

当初予算額
(単位：千円）

決算額
(単位：千円）

再掲

2

取組名 予算事業名 会計事業名

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

(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（２４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

千葉県子ども・若者支援協議会
の運営

子ども・若者育成支援推進事業 一般 11,720 10,435

千葉県子ども・若者支援協議会
の運営

ひきこもり地域支援センター 一般 7,000 5,286

青少年相談窓口のワンストップ
化の促進

ひきこもり地域支援センター 一般 7,000 再掲 5,286

その他 青少年総合対策本部事業 一般 1,253 803
その他 青少年健全育成計画推進事業 一般 876 353

合　　　　計　（Ａ） 27,849 22,163
再掲事業の計　（Ｂ） 7,000 5,286
純計　（Ａ）－（Ｂ） 20,849 16,877

非行防止に関する広報・啓発の
推進

薬物乱用防止等広報啓発活動 一般 520 446

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 738 886
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 4,955 4,862

少年警察ボランティア活動の充 少年補導員活動 一般 4,998 4,896
少年センターによる少年サポー
ト活動の推進

少年サポート活動 一般 385 387

少年センターによる少年サポー
ト活動の推進

少年補導専門員委託教養 一般 419 357

少年警察ボランティア活動の充 少年を取り巻くインターネット環境浄化活動 一般 65 65
非行防止・万引防止対策の推進 タッチヤング活動 一般 329 277
性的被害を中心とした福祉犯罪
の取締り強化

少年事件及び福祉犯罪の取締り 一般 343 341

合　　　　計　（Ａ） 12,752 12,517
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 12,752 12,517

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 25,728 24,846
青少年育成千葉県民会議事業へ
の支援

千葉県青少年協会助成事業 一般 40,439 40,439

その他 青少年女性会館運営事業 一般 31,300 30,770
合　　　　計　（Ａ） 97,467 96,055
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 97,467 96,055

フィルタリングの利用促進に向
けた広報・啓発の強化

青少年ネット被害防止対策事業 一般 4,712 3,856

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 1,474 871

合　　　　計　（Ａ） 6,186 4,727
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 6,186 4,727
合　　　　計　（Ａ） 144,254 135,462
再掲事業の計　（Ｂ） 7,000 5,286
純計　（Ａ）－（Ｂ） 137,254 130,176

一般 137,254 130,176
特別 0 0
企業 0 0
計 137,254 130,176

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

3
青少年を育成する地域の力の
強化

予算事業名

4
青少年を取り巻く有害環境の
浄化

1

2
非行防止と立ち直り支援・保
護総合対策の推進

青少年の自立を支える体制整
備

再掲
当初予算額

(単位：千円）
会計

取組
番号

取組名 事業名
決算額

(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
「－」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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