
事業整理票（２４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

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 300,000 300,654

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 1,460 1,364

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 13,509 11,493

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 980,000 1,078,918

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の品種の開発・定
着促進事業等

一般 8,697 8,053

園芸産地の生産出荷体制整備に
対する支援

ちばの園芸産地活性化支援事業 一般 10,000 4,748

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 0 0

農産物・特産物の機械施設整備
に対する支援

農産産地支援事業 一般 45,000 63,750

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 12,100 9,716

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 6,300 6,298

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 930 383

養豚経営の安定 肉豚生産安定対策事業等 一般 53,853 97,672
その他 肉畜鶏卵生産出荷調整指導事業 一般 1,123 707
その他 家畜防疫事業等 一般 48,251 41,909
その他 野菜価格安定対策事業 一般 150,000 137,519

合　　　　計　（Ａ） 1,632,723 1,764,684
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,632,723 1,764,684

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 122,000 再掲 111,901

水田での飼料用米・麦・大豆等
の生産に対する支援

農産産地支援事業 一般 45,000 再掲 63,750

飼料自給率の向上 水田自給力向上対策事業等 一般 122,000 111,901
飼料自給率の向上 飼料自給率向上総合対策事業 一般 11,840 10,220

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 42,500 再掲 39,138

合　　　　計　（Ａ） 343,340 336,910
再掲事業の計　（Ｂ） 209,500 214,789
純計　（Ａ）－（Ｂ） 133,840 122,121

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 18,500 10,744

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 23,300 10,125

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 5,630 4,173

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 30,000 16,388

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 52,690 43,995

その他 植物防疫推進事業 一般 14,509 11,455
合　　　　計　（Ａ） 144,629 96,880
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 144,629 96,880

計画的な森林整備の推進 森林技術開発事業 一般 3,765 2,794
計画的な森林整備の推進 森林計画推進事業 一般 19,849 20,372
計画的な森林整備の推進 森林災害予防事業 一般 1,617 1,290
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 241,444 769,797

計画的な森林整備の推進
森林整備事業（森林吸収源対策間伐促進事業を除
く）

一般 48,464 40,498

計画的な森林整備の推進 林道事業 一般 182,103 125,323
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 389,924 327,674
県産木材等の利用促進 ちばの木活用促進事業 一般 6,040 2,640
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 770 726

合　　　　計　（Ａ） 893,976 1,291,114
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 893,976 1,291,114

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 2,001 1,091
資源管理型漁業の推進 漁船漁業円滑化促進事業 一般 3,525 2,541
資源管理型漁業の推進 漁獲可能量管理推進事業 一般 695 235
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 8,233 7,699
資源管理型漁業の推進 栽培漁業試験調査事業 一般 5,791 5,035
資源管理型漁業の推進 漁業試験調査指導事業 一般 14,597 12,723

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 306,865 294,662

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 1,520 1,359

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 46,200 139,190

漁場の整備と環境保全 漁場環境総合監視推進事業 一般 898 812
漁場の整備と環境保全 漁場環境調査事業 一般 2,862 2,714

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）

一般 8,600 7,751

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 34,061 37,258

決算額
(単位：千円）

事業名 予算事業名 再掲
当初予算額

(単位：千円）

4 森林資源の循環利用

5
水産資源の維持増大と漁場環
境の保全

2

環境にやさしい農業の推進

水田有効活用による飼料等自
給力の強化

会計

3

取組
番号

取組名

1
マーケット需要に対応した力
強い産地づくり
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事業整理票（２４年度事業費一覧） 様式１－２

決算額
(単位：千円）

事業名 予算事業名 再掲
当初予算額

(単位：千円）
会計

取組
番号

取組名

東京湾漁業の増産対策 のり漁場環境保全対策事業 一般 4,599 3,985
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 6,322 6,229

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 4,969 2,964

合　　　　計　（Ａ） 451,738 526,248
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 451,738 526,248

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 1,563 1,386
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 141,619 126,227
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 100,000 0

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 4,037 3,819
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 1,732 905

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 3,264 1,922

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 100,399 98,838

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 96,648 96,648
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 0 0
水産業生産関連施設の整備 拠点漁港機能強化事業 一般 337,500 0
漁港施設の整備・保全 拠点漁港整備事業等 一般 1,923,300 2,268,882
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 160,000 206,568
漁港施設の整備・保全 地域自主戦略交付金事業 一般 145,000 113,017
漁港施設の整備・保全 市町村営漁港建設事業 一般 89,250 16,250
その他 内水面養殖業の振興事業 一般 638 623

合　　　　計　（Ａ） 3,104,950 2,935,085
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,104,950 2,935,085

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 3,929 3,202

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 4,534 2,374

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 2,892 1,890

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 18,660 15,925

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

農業大学校研修班運営事業の一部（農業塾の開
催）

一般 795 391

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 119,600 39,480

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 4,000 429

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 139,286 77,542

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

青年就農者確保・育成給付金事業 一般 288,000 83,041

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 9,854

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 20,200 18,097

担い手の経営発展支援による企
業的経営体の育成

農山漁村の担い手のパートナーシップ推進事業 一般 3,834 2,877

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 5,350 3,261

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 229,750 185,121

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 200,662 48,631

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 5,190 3,691

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 3,500 3,368

合　　　　計　（Ａ） 1,060,182 499,174
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,060,182 499,174

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 9,538 8,443

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 44,950 7,019

用排水施設の保全整備 県営用排水改良事業等 一般 2,381,200 1,383,563
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 2,585,920 2,390,806
大区画化など基盤整備の実施 経営体育成促進事業 一般 133,933 133,633

合　　　　計　（Ａ） 5,155,541 3,923,464
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 5,155,541 3,923,464
合　　　　計　（Ａ） 12,787,079 11,373,559
再掲事業の計　（Ｂ） 209,500 214,789
純計　（Ａ）－（Ｂ） 12,577,579 11,158,770

一般 11,847,707 10,704,923
特別 729,872 453,847
企業 0 0
計 12,577,579 11,158,770

6
漁業・水産加工業の生産性向
上

施　　　　　策　　　　　計

7
農林水産業を支える多様な担
い手の確保・育成

8
担い手への農地集積と農地の
基盤整備

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（２４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

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 3,767
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 8,150 5,600
県民の森の管理 県民の森事業 一般 214,000 211,372

合　　　　計　（Ａ） 225,950 220,739
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 225,950 220,739

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 1,200 1,111

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 0

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 28,300 11,909

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 15,000 13,993

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 42,500 39,138

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 一般 222,670 179,166

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 138,620 96,174

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 230,000 216,938

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 20,000 16,706
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 136,000 185,789

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（漁場環境保全推
進事業）

一般 889 882

農山漁村の多面的機能の向上 地域自主戦略交付金事業 一般 65,000 再掲 115,211
農山漁村の多面的機能の向上 農道整備事業 一般 450,000 1,011,911
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 68,858 68,858
農山漁村の多面的機能の向上 漁港管理事業 一般 59,854 68,368
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 2,354 1,799
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 47,896 47,896
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 190,500 167,105
その他 緑化推進事業 一般 16,683 15,097
その他 優良種苗確保事業 一般 26,000 24,569

合　　　　計　（Ａ） 1,762,324 2,282,620
再掲事業の計　（Ｂ） 65,000 115,211
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,697,324 2,167,409
合　　　　計　（Ａ） 1,988,274 2,503,359
再掲事業の計　（Ｂ） 65,000 115,211
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,923,274 2,388,148

一般 1,923,274 2,388,148
特別 0 0
企業 0 0
計 1,923,274 2,388,148

取組
番号

取組名 事業名
当初予算額

(単位：千円）
決算額

(単位：千円）
予算事業名 会計

1
豊かな自然と豊富な食材に恵
まれた「ちば」の体感

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

再掲

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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