
事業整理票（２４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

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 一般 2,700 再掲 1,208

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 150,700 148,259

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 8,500 8,458

その他
東アジア及び東南アジアにおける知事トップセー
ルス

一般 9,900 9,442

その他 知事のトップセールスの推進 一般 0
その他 千葉県ニュースレターの発行 一般 0
その他 海外映画・ドラマ等ロケ誘致事業 一般 3,000 再掲 3,000
その他 チーバくんを活用した広報事業 一般 13,000 再掲 11,939

合　　　　計　（Ａ） 187,800 182,306
再掲事業の計　（Ｂ） 18,700 16,147
純計　（Ａ）－（Ｂ） 169,100 166,159

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 265,000 256,354

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 14,322 14,321

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 99,851

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 10,800 7,164

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） 448,630 436,173
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 448,630 436,173

「（仮称）千葉の魅力発信戦
略」の策定

「（仮称）千葉の魅力発信戦略」の推進 一般 0

その他
外国人による千葉県体験モニターツアー・情報発
信事業

一般 0 再掲 2,443

その他
観光ちば全国発信事業（観光立県全国キャンペー
ン事業）

一般 96,610 再掲 95,662

その他
観光ちば全国発信事業（もっと千葉を売り込もう
事業）

一般 4,700 再掲 4,650

その他
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 8,140 再掲 10,972

その他
木更津金田地区アウトレット内観光情報センター
（仮称）運営事業

一般 18,000 再掲 14,028

その他 修学旅行誘致事業 一般 2,560 再掲 2,118
その他 旅フェア2012出展及び物産展開催事業 一般 28,000 再掲 15,000

合　　　　計　（Ａ） 158,010 144,873
再掲事業の計　（Ｂ） 158,010 144,873
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0

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 26,056
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 4,975 3,325
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 5,000 4,539
県産農林水産物の魅力発信 販売流通対策事業 一般 3,201 2,449
県産農林水産物の魅力発信 地域発ブランド化推進事業 一般 11,000 7,343
県産農林水産物の魅力発信 ｢ちばエコ農産物」生産販売推進事業 一般 0 0
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 5,816 5,816

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 3,160 3,160

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 8,818 8,020

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 2,500

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・

農産産地支援事業 一般 45,000 再掲 63,750

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 26,056

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 13,509 再掲 11,493

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 1,460 再掲 1,364

合　　　　計　（Ａ） 166,439 165,871
再掲事業の計　（Ｂ） 90,969 102,663
純計　（Ａ）－（Ｂ） 75,470 63,208

農林水産物の輸出拡大
「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事
業

一般 11,900 10,969

農林水産物の輸出促進に取り組
む団体への支援

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事
業

一般 11,900 再掲 10,969

合　　　　計　（Ａ） 23,800 21,938
再掲事業の計　（Ｂ） 11,900 10,969
純計　（Ａ）－（Ｂ） 11,900 10,969

予算事業名 再掲

4

会計
当初予算額

(単位：千円）
取組
番号

取組名
決算額

(単位：千円）

2

事業名

各種広報媒体による積極的な
広報

1

世界に飛び出せ千葉の農林水
産物

トップセールスなど戦略的な
情報発信の推進

 「食の宝庫ちば」のブランド
化と千産千消・千産全消によ
るファンづくり

3 より効果的な情報発信の推進

5
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事業整理票（２４年度事業費一覧） 様式１－２

予算事業名 再掲会計
当初予算額

(単位：千円）
取組
番号

取組名
決算額

(単位：千円）
事業名

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」 0 0
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 30,543 30,543

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 4,310 再掲 4,310
合　　　　計　（Ａ） 35,411 35,373
再掲事業の計　（Ｂ） 4,310 4,310
純計　（Ａ）－（Ｂ） 31,101 31,063
合　　　　計　（Ａ） 1,020,090 986,534
再掲事業の計　（Ｂ） 283,889 278,962
純計　（Ａ）－（Ｂ） 736,201 707,572

一般 736,201 707,572
特別 0 0
企業 0 0
計 736,201 707,572

純計の内訳
（会計別）

6 ちば文化の魅力発信

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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事業整理票（２４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

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 3,000 1,695

合　　　　計　（Ａ） 3,000 1,695
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,000 1,695

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 83,638 83,443
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 17,517 3,904
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 4,334 4,516
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 1,041 188
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 5,225 0
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 2,623 2,021
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

合　　　　計　（Ａ） 115,000 94,072
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 115,000 94,072

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 14,700 再掲 14,345
戦略的な企業誘致 外資系企業誘致事業 一般 1,350 再掲 612
戦略的な企業誘致 外資系企業賃料補助事業 一般 9,600 再掲 1,048
戦略的な企業誘致 ちば投資サポートセンター事業 一般 6,963 再掲 6,808
戦略的な企業誘致 企業誘致広報関連事業 企業 2,998 再掲 2,089
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

外国人観光客向けプロモーション事業 一般 30,000 再掲 27,577

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 1,000 再掲 1,681

合　　　　計　（Ａ） 66,611 54,160
再掲事業の計　（Ｂ） 66,611 54,160
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 11,150,000 再掲 14,838,075
北千葉道路の整備推進 国道道路改築事業 一般 590,000 再掲 772,447
北千葉道路の整備推進 社会資本整備総合交付金事業 一般 5,895,000 再掲 6,356,285
北千葉道路の整備推進 地域自主戦略交付金事業（道路） 一般 再掲 1,800,849
北千葉道路の整備推進 県単道路改良事業 一般 3,540,813 再掲 4,022,955

合　　　　計　（Ａ） 21,175,813 27,790,611
再掲事業の計　（Ｂ） 21,175,813 27,790,611
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0
合　　　　計　（Ａ） 21,360,424 27,940,538
再掲事業の計　（Ｂ） 21,242,424 27,844,771
純計　（Ａ）－（Ｂ） 118,000 95,767

一般 118,000 95,767
特別 0 0
企業 0 0
計 118,000 95,767

1 成田空港の機能拡充

4
成田空港への交通アクセスの
強化

事業名 予算事業名

純計の内訳
（会計別）

取組
番号

会計

3
成田空港周辺地域の振興（空
港との共栄策の推進）

施　　　　　策　　　　　計

取組名

2
成田空港周辺の環境対策・地
域共生策の推進

当初予算額
(単位：千円）

決算額
(単位：千円）

再掲

(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 Ⅲ－１－③東京湾アクアラインによるポテンシャルの開花

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 140,000 再掲 101,217
観光関連施設の整備 観光トイレ美化推進事業 一般 0 再掲 0
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 5,000 再掲 4,977
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 8,140 10,972

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）運営事業

一般 18,000 14,029

羽田空港内における観光情報の
発信

訪日観光連携事業の一部（羽田空港観光情報セン
ター運営事業）

一般 600 再掲 600

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 16,756

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推進事業 一般 16,000 再掲 11,920

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 8,150 再掲 5,600

魅力ある地域づくりの推進 魅力ある地域づくり推進事業 一般 0
魅力ある地域づくりの推進 魅力ある地域づくり推進事業 一般 3,000 再掲
その他 ちばアクアラインマラソン開催事業 一般 93,000 再掲 55,171

合　　　　計　（Ａ） 311,890 221,242
再掲事業の計　（Ｂ） 285,750 196,241
純計　（Ａ）－（Ｂ） 26,140 25,001

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 11,748 10,526

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 765,727 767,611

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

0 0

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 453,500 461,323

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 1,082,586 1,245,465

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 908,496 883,835

合　　　　計　（Ａ） 3,222,057 3,368,760
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,222,057 3,368,760

戦略的な企業誘致 戦略的企業誘致推進事業 一般 14,700 再掲 14,345
戦略的な企業誘致 外資系企業誘致事業 一般 1,350 再掲 612
戦略的な企業誘致 外資系企業賃料補助事業 一般 9,600 再掲 1,048
戦略的な企業誘致 ちば投資サポートセンター事業 一般 6,963 再掲 6,808
戦略的な企業誘致 企業誘致広報関連事業 企業 2,998 再掲 2,089
立地企業への助成 立地企業補助金 一般 741,000 再掲 708,204
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 16,900 再掲 10,112

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 0 再掲 0
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 0 再掲 0

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）

0 再掲 0

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）

0 再掲 0

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）

0 再掲 0

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）

0 再掲 0

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）

0 再掲 0

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）

0 再掲 0

取引機会の創出・拡大 下請取引振興事業費補助金 一般 54,036 再掲 43,804

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 0 再掲 0

合　　　　計　（Ａ） 847,547 787,022
再掲事業の計　（Ｂ） 847,547 787,022
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 5,933,000 再掲 7,260,242
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 一般 5,895,000 再掲 3,202,195

国道及び県道のバイパス・現道
拡幅の整備推進

地域自主戦略交付金事業（道路） 一般 0 再掲 1,800,849

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 434,000 再掲 354,973

合　　　　計　（Ａ） 12,262,000 12,618,259
再掲事業の計　（Ｂ） 12,262,000 12,618,259
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0
合　　　　計　（Ａ） 16,643,494 16,995,283
再掲事業の計　（Ｂ） 13,395,297 13,601,522
純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,248,197 3,393,761

一般 2,165,611 2,148,296
特別 1,082,586 1,245,465
企業 0 0
計 3,248,197 3,393,761

2

アクアラインを活用した戦略
的な観光振興

アクアライン着岸地における
拠点地域の整備促進

アクアライン関連道路網の整
備推進

純計の内訳
（会計別）

施　　　　　策　　　　　計

1

3

4

決算額
(単位：千円）

取組
番号

取組名 再掲会計

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

事業名
当初予算額

(単位：千円）
予算事業名

(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 Ⅲ－１－④魅力満載「千葉の観光」

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 140,000 101,217
観光関連施設の整備 観光トイレ美化推進事業 一般 0
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 16,756

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推進事業 一般 16,000 11,920

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 8,150 再掲 5,600

観光客動向の把握 観光統計整備事業 一般 8,000 7,161
合　　　　計　（Ａ） 192,150 142,654
再掲事業の計　（Ｂ） 8,150 5,600
純計　（Ａ）－（Ｂ） 184,000 137,054

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 5,000 4,977
合　　　　計　（Ａ） 5,000 4,977
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 5,000 4,977

全県的観光キャンペーンの展開
や情報発信

観光ちば全国発信事業（観光立県全国キャンペー
ン事業）

一般 96,610 95,662

全県的観光キャンペーンの展開
や情報発信

観光ちば全国発信事業（もっと千葉を売り込もう
事業）

一般 4,700 4,650

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 8,140 再掲 10,972

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）運営事業

一般 18,000 再掲 14,028

修学旅行の誘致 修学旅行誘致事業 一般 2,560 2,118

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 0 再掲 0

全国規模の観光・物産展への出 旅フェア2012出展及び物産展開催事業 一般 28,000 10,500
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 28,443 28,443
その他 海外映画・ドラマ等ロケ誘致事業 一般 3,000 2,990
その他 伝統的工芸品新ブランド検討事業（商品化） 一般 3,400 3,340
その他 「がんばろう千葉」有料道路利用観光振興事業 一般 32,000 28,000

合　　　　計　（Ａ） 224,853 200,703
再掲事業の計　（Ｂ） 26,140 25,000
純計　（Ａ）－（Ｂ） 198,713 175,703

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

外国人観光客向けプロモーション事業 一般 30,000 27,576

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

海外からの個人旅行客に対する県内受入体制強化
事業

一般 30,000 30,000

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

外国人による千葉県体験モニターツアー・情報発
信事業

一般 25,000 2,443

東京国際空港（羽田空港）内に
おける観光情報の発信

羽田空港観光情報センター運営事業 一般 600 600

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 18,000 0

その他
訪日観光連携事業の一部（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 1,000 1,680

合　　　　計　（Ａ） 104,600 62,299
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 104,600 62,299

移住・定住の促進に取り組む地
域への支援

魅力ある地域づくり推進事業 一般 3,000 3,000

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 640 481

合　　　　計　（Ａ） 3,640 3,481
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,640 3,481
合　　　　計　（Ａ） 530,243 414,114
再掲事業の計　（Ｂ） 34,290 30,600
純計　（Ａ）－（Ｂ） 495,953 383,515

一般 495,953 383,515
特別 0 0
企業 0 0
計 495,953 383,515

事業名 会計予算事業名

4

観光を支える人づくり

何度でも訪れたくなる魅力あ
る観光地づくり

2

3 観光地千葉の知名度向上

1

取組
番号

取組名

国際的観光地としての地位の
確保

移住・定住の促進5

純計の内訳
（会計別）

施　　　　　策　　　　　計

決算額
(単位：千円）

再掲
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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