
施策 Ⅰ－４－①ちば文化の創造と千葉県民アイデンティティーの醸成

県民の自主的な文化芸術活動の促
進

千葉・県民芸術祭事業 一般 4,310 4,310

文化芸術団体への支援
ニューフイルハーモニーオーケストラ千葉運営費補
助

一般 20,357 20,247

文化活動ボランティアネットワーク事業 ― ―

主要都道府県文化行政主管課長会議（都道府県・市
町村）

一般 39 22

千葉県無形民俗文化財連絡協議会 ― ―

伝統芸能継承者育成事業 一般 1,800 再掲 1,046

若者の文化芸術活動サポート事業 一般 560 再掲 491

河川・海岸の整備の推進 「ちば文化交流ﾎﾞｯｸｽ」 ― 再掲 ―

文化財の保存整備の支援 文化財保存整備事業 一般 48,480 34,000

合　　　　計　（Ａ） 75,546 60,116
再掲事業の計　（Ｂ） 2,360 1,537
純計　（Ａ）－（Ｂ） 73,186 58,579

優れた芸術鑑賞機会の充実 県民芸術劇場公演事業 一般 20,000 18,211

学校における芸術鑑賞事業（学校音楽鑑賞教室） 一般 16,640 16,158

千葉県少年少女オーケストラ育成事業 一般 35,058 32,889

若者の文化芸術活動の支援 若者の文化芸術活動サポート事業 一般 560 491

高齢者・障害者等の文化芸術活動
機会の充実

学校における芸術鑑賞事業（特別支援学校巡回コン
サート）

一般 9,360 9,360

学校教育における文化芸術活動の
充実

プロに学ぼう「器楽クリニック」 一般 2,000 2,000

県立文化会館管理運営事業 一般 569,829 569,715

県立美術館・博物館・常設展・企画展 一般 815,808 778,081

ちば文化発信プロジェクト 一般 20,000 再掲 17,437

図書館管理費の一部（県立図書館の市町村図書館支
援事業）

一般 13,838 再掲 11,702

図書館管理費の一部（図書購入事業） 一般 70,200 再掲 70,199

合　　　　計　（Ａ） 1,573,293 1,526,243
再掲事業の計　（Ｂ） 104,038 99,338
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,469,255 1,426,905

文化資源活用シンポジウム開催事業 一般 270 128

千葉フィールドミュージアム 一般 6,490 6,379

文化的景観等の保全・活用 文化財探検隊事業 ― 再掲 ―

合　　　　計　（Ａ） 6,760 6,507
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 6,760 6,507

伝統芸能継承者育成事業 一般 1,800 再掲 1,046

千葉県無形民俗文化財連絡協議会 ― 再掲 ―

郷土芸能公開普及事業 一般 1,447 再掲 1,263

プロに学ぼう「器楽クリニック」（邦楽） 一般 800 再掲 800

出土文化財管理活用事業 一般 1,838 再掲 1,597

房総のむら事業 一般 340,686 再掲 340,686

千葉の食文化まるごと体験事業 一般 391 再掲 251

プロに学ぼう「器楽クリニック」（邦楽） 一般 800 再掲 800

伝統芸能継承者育成事業 一般 1,800 1,046

合　　　　計　（Ａ） 349,562 347,489

2 文化にふれ親しむ環境づくり

3
文化資源を活用した地域の活性
化

4 伝統文化の保存・継承

青少年への伝統文化の継承

子どもたちの文化芸術活動の充実

県立文化施設におけるサービスの
向上や機能の拡充

文化資源の活用と地域の活性化

伝統文化の保存と担い手の育成

伝統文化に触れる機会の提供

９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲

1
文化芸術活動を支えるための仕
組みづくり

文化のネットワークの構築

「ちば文化」を担うひとづくりの
推進

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計
決算（見込）額
(単位：千円）

合　　　　計　（Ａ） 349,562 347,489
再掲事業の計　（Ｂ） 347,762 346,443
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,800 1,046

市町村・企業等と連携した県民の
日に係る事業の展開

県民の日事業 一般 23,000 20,891

合　　　　計　（Ａ） 23,000 20,891
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 23,000 20,891
合　　　　計　（Ａ） 2,028,161 1,961,246
再掲事業の計　（Ｂ） 454,160 447,318
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,574,001 1,513,928

一般 1,574,001 1,513,928
特別 0 0
企業 0 0
計 1,574,001 1,513,928

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

5 千葉アイデンティティーの醸成

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅰ－４－②「するスポーツ」、「みるスポーツ」、「ささえるスポーツ」の推進

生涯スポーツの振興に向けた情報提供 ― ―

千葉県体育・スポーツ推進事業 一般 2,650 2,391

高齢者のスポーツ推進 高齢者のスポーツ推進 ― ―

障害のある人のスポーツの推進 障害のある人のスポーツの推進 ― ―

合　　　　計　（Ａ） 2,650 2,391
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,650 2,391

選手の育成・強化・、指導者の養
成確保

千葉県競技力向上推進本部事業 一般 200,000 199,511

競技力向上のための環境整備 千葉県競技力向上推進本部事業 ― ―

スポーツ医・科学の積極的な活用 千葉県競技力向上推進本部事業 ― ―

組織・調査等の充実 千葉県競技力向上推進本部事業 ― ―

合　　　　計　（Ａ） 200,000 199,511
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 200,000 199,511

人づくりの推進 生涯スポーツ指導者養成・活用事業 一般 916 560

総合スポーツセンター施設整備事業 一般 76,156 65,810

総合スポーツセンター施設整備事業の一部（野球場
耐震・大規模改修）

― ―

総合スポーツセンターの中核的スポーツ施設として
の機能充実の検討

― ―

国際総合水泳場費 一般 15,500 728

県立学校体育施設開放事業 一般 1,850 1,695

千葉県広域ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ事業（総合型地域スポーツクラ
ブの設立・活動支援）

一般 628 510

千葉県スポーツ振興基金造成事業 ― ―

千葉県体育・スポーツ推進事業 一般 2,650 再掲 2,391

合　　　　計　（Ａ） 97,700 71,694
再掲事業の計　（Ｂ） 2,650 2,391
純計　（Ａ）－（Ｂ） 95,050 69,303

プロスポーツを活用したスポーツ
の推進

千葉県体育・スポーツ推進事業 一般 2,650 再掲 2,391

豊かな自然を生かしたスポーツイ
ベントの活用による千葉の魅力発
信

ちばアクアラインマラソン開催事業 一般 45,000 44,046

国際千葉駅伝開催事業 一般 22,000 22,000

県民体育大会開催費 一般 6,300 6,300

千葉県体育・スポーツ推進事業 一般 2,650 再掲 2,391

合　　　　計　（Ａ） 78,600 77,128
再掲事業の計　（Ｂ） 5,300 4,782
純計　（Ａ）－（Ｂ） 73,300 72,346
合　　　　計　（Ａ） 378,950 350,724
再掲事業の計　（Ｂ） 7,950 7,173
純計　（Ａ）－（Ｂ） 371,000 343,551

一般 371,000 343,551
特別 0 0
企業 0 0
計 371,000 343,551

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名

1 生涯スポーツの推進

健康・体力づくりを意識したス
ポーツ活動の推進

再掲
決算（見込）額
(単位：千円）

会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

2
人々に感動を与える競技力の向
上

3 スポーツ環境の整備

施設の再整備と有効活用

システム作りの推進

4
スポーツを活用した地域の活力
づくり

国体開催のノウハウ等を生かした
スポーツの拠点づくり

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。

計 371,000 343,551
計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。


