
（単位：千円、再掲除き）

大項目
（基本目標）

中項目
（政策分野）

小項目
（施策項目）

一般会計 特別会計 企業会計 総計

①自助・共助・公助が一体となった地域防災力の向上 5,531,964 0 5,531,964

②災害に強いまちづくりの推進 22,576,341 1,006,000 26,194,237 49,776,578

③危機管理対策の推進 5,356,218 0 4,692 5,360,910

①犯罪の起こりにくい、安全で安心して暮らせる社会の構築 1,860,059 0 0 1,860,059

②交通安全県ちばの確立 8,201,674 0 0 8,201,674

③消費生活の安定と向上 432,904 0 0 432,904

①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サービスの提供 9,601,786 0 4,136,691 13,738,477

②生涯を通じた健康づくりの推進 355,496 0 0 355,496

③高齢者が個性豊かに生き生きと、安心して暮らし続けられる地域社会
の実現 13,350,893 0 0 13,350,893

④障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会の構築 9,521,350 0 0 9,521,350

⑤互いに支え合い、安心して心豊かに暮らせる地域社会づくりの推進 912,154 0 0 912,154

①ちば文化の創造と千葉県民のアイデンティティーの醸成 2,191,826 0 0 2,191,826

②「するスポーツ」、「みるスポーツ」、「ささえるスポーツ」の推進 969,593 300,000 0 1,269,593

①地球温暖化対策の推進 575,814 0 0 575,814

②循環型社会の構築 262,175 0 554,249 816,424

③豊かな自然環境と良好な大気・水環境の保全 1,391,131 823,032 0 2,214,163

④野生生物の保護と適正管理 500,611 0 0 500,611

①安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり 10,000,773 467,355 0 10,468,128

②地域による子育て支援の充実 9,855,997 0 0 9,855,997

③子どもの健やかな成長と自立 1,261,272 0 0 1,261,272

①志を持ち、失敗を恐れずチャレンジする人材の育成 1,749,262 0 0 1,749,262

②ちばのポテンシャルを生かした教育立県の土台づくり 40,358,078 0 0 40,358,078

③教育の原点としての家庭の力の向上と人づくりのための連携 825,157 806,851 0 1,632,008

④多様化する青少年問題への取組 117,687 0 0 117,687

①千葉県の「宝」を生かした観光立県の推進と移住・定住の促進 1,639,854 0 0 1,639,854

②国際都市として発展するCHIBAづくり 364,256 2,542,400 0 2,906,656

①県経済の活力を生み出す産業の育成と企業立地促進 3,465,977 1,762,000 459 5,228,436

②中小企業・小規模事業者の経営基盤強化 194,024,531 0 0 194,024,531

③地域の創意工夫による経済活性化の取組の促進 103,736 0 0 103,736

①女性の活躍推進 12,000 0 0 12,000

②雇用対策の推進と産業人材の育成 1,943,698 0 0 1,943,698

①産地の戦略的な競争力強化と高収益型農林水産業への転換 21,323,178 497,430 0 21,820,608

②緑豊かで活力ある農山漁村づくりの推進 2,430,442 0 0 2,430,442

①交流基盤の強化 33,059,448 964,500 0 34,023,948

②成田空港の機能拡充と空港を活用した県経済の活性化 187,901 0 322,427 510,328

③社会資本の適正な維持管理 21,454,898 3,108,172 0 24,563,070

④人や環境にやさしい住まい・まちづくりの推進 20,646,010 21,451,810 1,758,202 43,856,022

448,416,144 33,729,550 32,970,957 515,116,651

４　豊かな生活を支え
る食と緑づくり

平成２９年度計画事業費総括表（９月補正後）

合　　計

５　みんなで守り育て
る環境づくり

Ⅱ
　
千
葉
の
未
来
を
担
う

子
ど
も
の
育
成

１　子どもと子育て世
代への強力サポート
体制づくり

２　世界に通じ未来支
える人づくり

Ⅲ
　
経
済
の
活
性
化
と
交
流
基
盤
の
整
備

１　国内外の多くの
人々が集う魅力ある
県づくり

２　挑戦し続ける産業
づくり

３　経済の活性化を支
える人づくり

５　活力ある県土の基
盤づくり

Ⅰ
　
安
全
で
豊
か
な
く
ら
し
の
実
現

１　自助・共助・公助
が連携した防災先進
県づくり

２　くらしの安全・安心
を実感できる社会づく
り

３　健やかで生き生き
と自分らしく暮らせる
社会づくり

４　文化とスポーツで
輝く社会づくり



施策 Ⅰ－１－①自助・共助・公助が一体となった地域防災力の向上

防災対策広報事業 一般 4,652

防災学習推進事業 一般 1,360

消防学校・防災研修センター整備事業 一般 4,174,527 再掲

ちばっ子安全・安心推進事業 一般 3,798 再掲

災害対策コーディネーターの育成
地域住民による自発的な防災ネットワークづくり支援事業の一
部（災害対策コーディネーター活動支援事業）

一般 100

地域住民による自発的な防災ネットワークづくり支援事業の一
部（自主防災組織等優良事例発表事業）

一般 150

千葉県地域防災力向上総合支援補助金 一般 150,000 本籍

災害時における要配慮者及び避難行動
要支援者対策の推進

千葉県地域防災力向上総合支援補助金 一般 150,000 再掲

生活必需物資等の備蓄促進 千葉県地域防災力向上総合支援補助金 一般 150,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 4,634,587

再掲事業の計　（Ｂ） 4,478,325

純計　（Ａ）－（Ｂ） 156,262

災害情報伝達機能の強化 防災情報システムの更新 一般 207,449

支援物資の供給体制の強化 備蓄物資整備事業 一般 147,600

帰宅困難者対策推進事業 一般 119

帰宅困難者対策の推進 一般 423

市町村の避難所運営に係る支援強化 千葉県地域防災力向上総合支援補助金 一般 150,000 再掲

市町村の災害廃棄物処理計画策定への
支援

災害廃棄物処理計画策定事業 一般 4,000 再掲

九都県市合同防災訓練 一般 16,594 本籍

津波避難訓練 一般 2,489 本籍

土砂災害避難訓練 一般 494 本籍

防災訓練等参加支援事業 一般 9,800

災害医療体制組織連携整備事業 一般 645

大規模災害対策医療チーム派遣・訓練事業 一般 7,608

災害医療体制災害医療従事者養成研修 一般 2,500

災害派遣精神医療チーム体制整備事業 一般 2,592

災害拠点病院施設整備事業 一般 7,114

災害拠点病院設備整備事業 一般 8,944

災害対策装備品及び災害用備蓄品の整備拡充 一般 25,847

検視・身元確認等に係る各種装備資機材の整備・充実 一般 9,546

災害等情報収集システム保守 一般 17,454

災害医療本部等通信環境整備事業 一般 10,627

医療施設防災機能強化事業 一般 520,000

合　　　　計　（Ａ） 1,151,845

再掲事業の計　（Ｂ） 154,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 997,845

県民や訪日外国人を含む観光客の津波
避難対策の推進

千葉県地域防災力向上総合支援補助金 一般 150,000 再掲

市町村の津波避難に関するソフト対策
への支援

千葉県地域防災力向上総合支援補助金 一般 150,000 再掲

液状化メカニズム解明調査・観測事業（地質調査等） 一般 1,843 本籍

液状化メカニズム解明調査・観測事業（地下水観測井の設置） 一般 6,252 本籍

合　　　　計　（Ａ） 308,095

再掲事業の計　（Ｂ） 300,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 8,095

市町村振興資金貸付 特別 400,000 再掲

消防防災施設強化事業 一般 190,000

消防団参画促進事業 一般 2,500

消防学校・防災研修センターの整備 消防学校・防災研修センター整備事業 一般 4,174,527 本籍

合　　　　計　（Ａ） 4,767,027

再掲事業の計　（Ｂ） 400,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 4,367,027

石油コンビナート等防災訓練の実施 石油コンビナート地区における防災体制の強化事業 一般 2,735 本籍

合　　　　計　（Ａ） 2,735

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,735

窓口相談事業（チャレンジ企業支援センター事業） 一般 4,904 再掲

専門家派遣事業（チャレンジ企業支援センター事業） 一般 20,227 再掲

九都県市合同防災訓練 一般 16,594 再掲

津波避難訓練 一般 2,489 再掲

土砂災害避難訓練 一般 494 再掲

石油コンビナート等防災訓練の実施 石油コンビナート地区における防災体制の強化事業 一般 2,735 再掲

生活必需物資等の備蓄促進 千葉県地域防災力向上総合支援補助金 一般 150,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 197,443

再掲事業の計　（Ｂ） 197,443

純計　（Ａ）－（Ｂ） 0

合　　　　計　（Ａ） 11,061,732

再掲事業の計　（Ｂ） 5,529,768

純計　（Ａ）－（Ｂ） 5,531,964

一般 5,531,964

特別 0

企業 0

計 5,531,964

９月補正後予算額
(単位：千円）

防災教育の推進

事業名 予算事業名 会計 再掲
取組
番号

取組名

帰宅困難者対策の推進

施　　　　　策　　　　　計

2 防災連携体制の充実強化

3 津波避難・液状化対策の推進

4 消防・救急救助体制の充実強化

市町村、県民、事業者、自主防災組織
等が連携した実践的な防災訓練の実施

5
石油コンビナート防災対策の推
進

自主防災組織の結成・活動促進自助・共助の取組の強化1

純計の内訳
（会計別）

災害派遣医療チーム（DMAT）及び災害
派遣精神医療チーム（DPAT）の体制強
化

災害用装備品の整備拡充

地域における消防防災力の強化

6 事業者による防災対策の推進

災害拠点病院の整備

液状化－流動化現象の調査研究の実施

事業継続計画（BCP）策定の支援

市町村、県民、事業者、自主防災組織
等が連携した実践的な防災訓練の実施

その他

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅰ－１－②災害に強いまちづくりの推進

防災・安全交付金（橋梁補修）（災害防除） 一般 864,000

橋りょう修繕事業 一般 316,000 再掲

災害防止事業 一般 350,000

防災・安全交付金（電共） 一般 200,000 再掲

電線類地中化整備事業 一般 26,000 再掲

耐震強化岸壁の整備の推進 港湾直轄事業負担金 一般 490,000 再掲

特別会計 流域下水道事業 一般 2,009

流域下水道事業 特別 606,000

水道施設耐震性整備 企業 783,938

管路の耐震化 企業 25,410,299

県単河川管理事業（消費） 一般 624,389

県単海岸管理事業 一般 67,421 本籍

県単河川維持事業 一般 578,000

統合河川環境整備事業 一般 112,000 本籍

県単水防事業（消費的経費） 一般 41,560

総合流域防災事業 一般 413,000

広域河川改修事業 一般 4,680,200

住宅市街地基盤整備事業 一般 389,179

河川総合開発事業 一般 113,553 本籍

低地対策河川事業 一般 460,000

都市基盤河川改修事業 一般 9,000

総合治水対策特定河川事業 一般 344,000

河川調査事業 一般 70,000

河川改良事業 一般 605,000

県単河川総合開発事業（投資） 一般 153,562

県単河川総合開発事業（消費） 一般 528,524

地盤沈下対策事業補助 一般 32,000

河川総合開発関連地域活性化対策事業 一般 24,800

河川構造物緊急改築事業 一般 77,400

海岸高潮対策事業（三番瀬以外） 一般 2,775,000

海岸高潮対策事業（三番瀬） 一般 175,000

海岸侵食対策事業 一般 105,000

海岸環境整備事業 一般 72,000

海岸老朽化対策緊急事業 一般 80,000 本籍

海岸整備事業 一般 268,000

海岸管理事業 一般 780

防災・安全交付金・港湾海岸事業（高潮対策事業） 一般 345,000

防災・安全交付金・港湾海岸事業（津波・高潮危機管理対策緊
急事業）

一般 100,000

防災・安全交付金・港湾海岸事業（港湾海岸環境整備事業） 一般 15,000

県単砂防管理事業 一般 35,852

土砂災害警戒対策事業 一般 500,000

砂防改良事業 一般 268,000

地すべり対策事業 一般 329,800

急傾斜地崩壊対策事業 一般 432,667

砂防整備事業 一般 145,000

砂防調査事業 一般 37,000

急傾斜地崩壊対策事業補助 一般 70,000

緊急急傾斜地崩壊対策事業 一般 92,000

公共公園整備事業 一般 492,900 再掲

県単公園整備事業 一般 46,500 再掲

県単水防事業（投資的経費） 一般 205,100

高潮浸水対策事業 一般 30,000

洪水浸水想定区域図作成事業 一般 49,000

鉄道施設耐震対策事業補助 一般 595,525 本籍

社会資本整備総合交付金・港湾事業（港湾環境整備事業） 一般 132,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 45,768,958

再掲事業の計　（Ｂ） 1,703,400

純計　（Ａ）－（Ｂ） 44,065,558

被災宅地危険度判定士の養成 被災宅地危険度判定 一般 431

被災建築物応急危険度判定士の養成 応急危険度判定士講習会開催業務委託 一般 560

耐震診断・耐震改修技術者の養成 耐震診断技術者等講習会開催業務委託 一般 1,690

無料耐震相談会の開催 わが家の耐震相談会開催業務委託 一般 1,000

市町村振興資金貸付 特別 400,000 本籍

私立学校耐震化緊急促進事業 一般 931,000 本籍

健康福祉センター耐震化整備事業 一般 20,434

医療施設等耐震整備事業 一般 0

住宅・建築物の耐震化サポート事業 一般 103,000

非構造部材対策事業 一般 1,130,000 再掲

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
模改修事業）

一般 70,000 再掲

警察施設整備計画事業（耐震改修事業） 一般 183,409

その他 耐震化普及啓発 一般 693

合　　　　計　（Ａ） 2,842,217

再掲事業の計　（Ｂ） 1,200,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,642,217

2 建築物・宅地の地震対策の推進
庁舎・学校・文化施設等の耐震化の推
進

河川・海岸整備の推進

土砂災害対策の推進

1 災害に強い社会資本の整備

取組
番号

取組名 事業名

県立都市公園の整備推進

流域下水道施設の耐震化の推進

県営水道施設の耐震化の推進

その他

防災対策情報の提供

予算事業名 会計

橋りょう耐震補強・道路法面の防災対
策・無電柱化の推進

９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲



施策 Ⅰ－１－②災害に強いまちづくりの推進
取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲

農地防災事業 一般 1,817,000

県単農地防災事業 一般 200,000

森林の整備や防災施設の設置による防
災対策の実施

山地治山事業 一般 490,279

海岸県有林管理事業 一般 33,322

保安林管理事業 一般 3,546

保安林整備事業 一般 1,285,056

拠点漁港整備事業等 一般 1,425,700 再掲

水産基盤ストックマネジメント事業等 一般 1,101,835 再掲

漁港漁村基盤整備事業(海岸保全施設整備) 一般 239,600

合　　　　計　（Ａ） 6,596,338

再掲事業の計　（Ｂ） 2,527,535

純計　（Ａ）－（Ｂ） 4,068,803

合　　　　計　（Ａ） 55,207,513

再掲事業の計　（Ｂ） 5,430,935

純計　（Ａ）－（Ｂ） 49,776,578

一般 22,576,341

特別 1,006,000

企業 26,194,237

計 49,776,578

純計の内訳
（会計別）

施　　　　　策　　　　　計

3
農山漁村における自然災害対策
の推進

農村におけるたん水防除や地すべり等
の防災対策の実施

海岸県有保安林の整備・管理

災害に強い漁港整備の実施

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅰ－１－③危機管理対策の推進

千葉県業務継続計画（BCP）の推進 危機管理推進事業 一般 940

健康危機管理システム整備事業 一般 847

健康危機対策パワーアップ事業 一般 809

新型インフルエンザ等対策訓練 一般 246

新型インフルエンザ対策事業 一般 2,153

家畜防疫事業 一般 43,072 本籍

家畜伝染病発生危機特別対策事業 一般 62,430

国民保護法制事業 一般 17,207 再掲

衛生研究所施設整備事業 一般 5,172,011

感染症予防事業 一般 96

合　　　　計　（Ａ） 5,299,811 0

再掲事業の計　（Ｂ） 17,207 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 5,282,604 0

食品の放射性物質検査事業 一般 6,332 再掲

福島第一原子力発電所事故に係る放射線量測定事業 一般 687

放射性物質モニタリング調査（海水中の放射性物質濃度測定事
業）

一般 1,683

放射性物質モニタリング調査（公共用水域放射性物質濃度モニ
タリング調査）

一般 5,319

農林水産物等放射性物質対策事業（野生鳥獣） 一般 173 本籍

農林水産物等放射性物質対策事業 一般 9,278 本籍

畜産物等の放射性物質検査事業 一般 516 本籍

特用林産物放射性物質対策事業 一般 3,186 本籍

シイタケ等特用林産物生産の早期復興支援事業 一般 49,435 本籍

農林水産物等放射性物質対策事業(水産物) 一般 3,087 本籍

水道水等の放射性物質測定事業 企業 4,692 本籍

放射性物質に関する様々な情報の提供 放射線に係る講習会開催事業 一般 250

合　　　　計　（Ａ） 84,638 0

再掲事業の計　（Ｂ） 6,332 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 78,306 0

合　　　　計　（Ａ） 5,384,449 0

再掲事業の計　（Ｂ） 23,539 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 5,360,910 0

一般 5,356,218

特別 0

企業 4,692

計 5,360,910

2 放射性物質への対応

施　　　　　策　　　　　計

予算事業名 会計

家畜伝染病対策を担う家畜保健衛生所
等の防疫体制の強化

県域及び各地域における健康危機管理
体制の確保

新型インフルエンザ等の感染症対策の
充実強化

大気・河川・湖沼・海域・水道水・食
品（農林水産物等）のモニタリングの
実施

1
県民の命やくらしを守る危機管
理対策の推進

取組
番号

取組名 事業名

その他

再掲

純計の内訳
（会計別）

９月補正後予算額
(単位：千円）

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅰ－２－①犯罪の起こりにくい、安全で安心して暮らせる社会の構築

防犯ボックス運営事業 一般 42,340

防犯ボックスを核とした地域防犯力・コミュニティ力向上事業 一般 39,100

地域防犯力の向上に関する交流大会等事業 一般 1,502 本籍

地域の防犯力アップ補助事業 一般 8,000

ヤング防犯ボランティアへの支援 地域防犯力の向上に関する交流大会等事業 一般 1,502 再掲

地域防犯力の向上に関する交流大会の
開催

地域防犯力の向上に関する交流大会等事業 一般 1,502 再掲

合　　　　計　（Ａ） 93,946

再掲事業の計　（Ｂ） 3,004

純計　（Ａ）－（Ｂ） 90,942

ひったくり防止広報・啓発事業 一般 1,375

犯罪抑止総合対策に係る広報啓発 一般 1,894

電話de詐欺被害防止広報・啓発事業 一般 30,000

電話de詐欺・悪質商法被害抑止コールセンター事業 一般 116,000 再掲

「電話de詐欺」少年加担抑止事業 一般 3,000 本籍

電話de詐欺・悪質商法被害抑止コール
センターによる県民への注意喚起の実
施

電話de詐欺・悪質商法被害抑止コールセンター事業 一般 116,000 本籍

千葉県警察ホームページ用データセンタ設備等（更新） 一般 54,129

広報戦略の推進（各種広報媒体の活用等） 一般 3,780

安全で安心なまちづくり旬間における
広報啓発活動の推進

安全安心まちづくり広報啓発事業 一般 2,862

「警察ふれあいフェスタ」の開催 広報戦略の推進（警察ふれあいフェスタの開催） 一般 3,274

合　　　　計　（Ａ） 332,314

再掲事業の計　（Ｂ） 116,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 216,314

千葉県安全安心まちづくり推進協議会
の総会、万引き防止対策部会及び高齢
者の安全・安心対策部会の開催

安全で安心なまちづくり推進事業 一般 232

市町村、商店街、自治会等への防犯カ
メラの設置に向けた支援

市町村防犯カメラ等設置事業補助 一般 40,000

犯罪発生マップ等による情報の提供 犯罪情報の提供 一般 843

移動交番車の追加配備による活動の強
化及び東京オリンピック・パラリン
ピックでの効果的な活用

移動交番車配備事業 一般 76,636

合　　　　計　（Ａ） 117,711

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 117,711

警察活動を支える非常勤職員の活用 遺失拾得業務の適正化に向けた補助要員の配置事業 一般 5,668

女性警察官の採用・登用の拡大 治安基盤施設の整備（女性の職域拡大事業） 一般 4,000

訓練基盤の整備 訓練基盤の整備 一般 10,763

通信指令機能の強化 通信指令システム機器更新（PSDとの接続に係る改修部） 一般 512

警察施設整備計画事業（交番・駐在所整備） 一般 149,690

治安基盤施設の整備（印西警察署（仮称）白井分庁舎整備事
業）

一般 9,449

治安基盤施設（交番）の整備（千葉北警察署（仮称）山王交
番）

一般 1,563

交番における女性警察官用拳銃庫の整備 一般 1,322

東京オリンピック・パラリンピックに
向けた装備資機材の整備

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に伴う警備
対策

一般 5,768

死体処理体制の充実強化 一般 16,002

「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法
律」に係る画像検査委託

一般 2,750

警察機動力の充実強化（受傷事故防止用装備品整備） 一般 4,049

警察機動力の充実強化（警察車両等の整備及び維持管理） 一般 20,117

警察基幹業務システム新OS対応改修委託 一般 189,841

文書管理システム改修委託 一般 25,803

警察事務総合システムの構築事業 一般 148,902

警察事務総合システム保守 一般 18,887

警察用船舶係留施設の運営 一般 8,600

船橋分駐隊の移転 一般 1,204

合　　　　計　（Ａ） 624,890

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 624,890

再掲

1 地域の防犯力の向上

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計

防犯ボックス設置の促進

９月補正後予算額
(単位：千円）

2 自主防犯意識の醸成

地域住民の身近で発生する犯罪を防止
するための広報啓発活動の推進

3 犯罪の起こりにくい環境づくり

「電話de詐欺」撲滅のための広報啓発
活動の推進

自主防犯団体の活動の促進

県警ホームページ等を活用した効果的
な広報の推進

4 警察基盤の整備

その他

警察署・交番・駐在所の計画的な整備



施策 Ⅰ－２－①犯罪の起こりにくい、安全で安心して暮らせる社会の構築

再掲
取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

通訳人材の確保等による基盤の整備 来日外国人犯罪対策の強化 一般 792 再掲

合　　　　計　（Ａ） 792

再掲事業の計　（Ｂ） 792

純計　（Ａ）－（Ｂ） 0

テロを想定した訓練の実施 国民保護法制事業 一般 17,207 本籍

極左対策活動 一般 1,822

空港のノンストップゲート化に伴う警備の高度化事業 一般 43,172

合　　　　計　（Ａ） 62,201

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 62,201

サイバー犯罪対策の推進 一般 19,716

サイバー犯罪対策推進事業（オリンピック関連） 一般 499

ネット安全教室等による広報啓発活動
の推進

サイバー犯罪のための広報啓発活動 一般 263 本籍

東京オリンピック・パラリンピックに
向けたサイバー攻撃対策の推進

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたサ
イバー空間への対処に係る基盤の強化

一般 613

合　　　　計　（Ａ） 21,091

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 21,091

相談に係る広報啓発活動の推進 相談業務相互支援ネットワーク広報啓発活動 一般 65

合　　　　計　（Ａ） 65

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 65

若者のためのＤＶ予防セミナー 一般 1,200 本籍

ＤＶ防止に関する広報・啓発 一般 2,786 本籍

性犯罪抑止対策のための「よくし隊レディ「あおぼーし」」活
動に係る整備

一般 774

配偶者暴力相談支援センター 一般 155,418 本籍

ＤＶ職務関係者等研修事業 一般 519 本籍

ＤＶ被害者生活再建支援事業 一般 1,126

ＤＶ被害者等自立サポート事業 一般 235

身元保証人確保対策事業 一般 30

市町村におけるＤＶ対策の促進
男女共同参画促進事業等の一部（アドバイザー派遣、パネルの
巡回展示、市町村担当者研修会）

一般 396 再掲

外国籍ＤＶ被害者等支援事業 一般 216 本籍

ＤＶ職務関係者等研修事業 一般 519 再掲

子どもと女性を性犯罪等の被害から守るための先制、予防的活
動の推進事業

一般 1,804

ストーカー事案の行為者に対する精神医学的・心理学的アプ
ローチに要する経費（地域精神科医療との連携経費）

一般 466

合　　　　計　（Ａ） 165,489

再掲事業の計　（Ｂ） 915

純計　（Ａ）－（Ｂ） 164,574

凶悪犯罪の徹底検挙 重要犯罪等捜査支援システムの充実・強化 一般 394,180

重要窃盗犯及び連続的に発生する窃盗
犯捜査の推進

重要窃盗犯及び窃盗常習者の徹底検挙 一般 10,491

科学捜査力の強化 電子機器の充実強化 一般 45,367

初動捜査体制の充実・強化 一般 2,150

女性捜査官研修制度 一般 240

取調べの録音・録画装置の整備 一般 21,424

画像鮮明化装置借上 一般 1,873

人質立てこもり事件捜査用備品（暗視単眼鏡） 一般 4,445

刑事警察業務の円滑な運営 一般 20,016

写真管理業務の推進 一般 1,372

捜査支援資機材等の運用 一般 1,878

合　　　　計　（Ａ） 503,436

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 503,436

空港等の重要施設に対する警戒警備の
徹底

サイバー犯罪対策の推進

5 急増する訪日外国人等への対応

捜査基盤の整備

6
官民一体となったテロ対策の推
進

ＤＶを許さない社会に向けた啓発・教
育の推進

安全で安心できる相談・一時保護体制
の充実

ＤＶ被害者の自立に向けた支援

ＤＶ被害者支援のための体制強化

8 相談対応の充実

10
県民生活を脅かす犯罪の徹底検
挙

9
ＤＶ・ストーカー防止と被害者
支援の充実

7 サイバー空間の安全確保

ＤＶ・ストーカー事案等への迅速・的
確な対応



施策 Ⅰ－２－①犯罪の起こりにくい、安全で安心して暮らせる社会の構築

再掲
取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

不法ヤードに対する取締りの強化 ヤード対策事業 一般 5,200 再掲

暴力団の弱体化・壊滅に向けた取締り
の強化

暴力団に対する取締りの充実と強化 一般 327

暴力団追放県民会議補助金 一般 3,000

暴力団対策法事業所不当要求防止責任者講習委託 一般 7,147

千葉県暴力団排除条例の制定・施行に伴う各種施策の推進 一般 1,148

保護対策の充実と信頼の確保 一般 346

身辺警戒体制による保護対策の強化と被害者支援の推進 一般 253

総合的な薬物銃器対策の推進 薬物銃器対策の強化 一般 430

来日外国人による犯罪インフラと犯罪
組織ネットワークの実態解明・解体

来日外国人犯罪対策の強化 一般 22,037

合　　　　計　（Ａ） 39,888

再掲事業の計　（Ｂ） 5,200

純計　（Ａ）－（Ｂ） 34,688

経済的・精神的支援の充実による二次
被害の防止・軽減

犯罪被害者支援業務 一般 6,195

社会全体で犯罪被害者を支える意識を
醸成するための広報活動等の推進

被害者等支援に関する広報 一般 180 本籍

犯罪被害者週間「千葉県民のつどい」
の開催

被害者等支援活動の促進事業 一般 2,576

性犯罪・性暴力被害者に対するワンス
トップ支援体制の整備

性犯罪・性暴力被害者支援事業 一般 11,159

犯罪被害者に対する相談体制の充実 犯罪被害者支援教養費 一般 100

市町村・民間団体と連携した犯罪被害
者等への支援

民間被害者相談業務委託 一般 3,937

合　　　　計　（Ａ） 24,147

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 24,147

合　　　　計　（Ａ） 1,985,970

再掲事業の計　（Ｂ） 125,911

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,860,059

一般 1,860,059

特別 0

企業 0

計 1,860,059

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

11 組織犯罪対策の強化

12 犯罪被害者等の支援の充実

社会全体での暴力団排除の推進

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅰ－２－②交通安全県ちばの確立

四季の交通安全運動等の実施をはじめ
とした広報啓発の推進

交通安全県民運動 一般 12,956

県警ホームページ等による交通事故情
報等の提供

交通情報管理システムの運用 一般 3,491

地域に密着した交通安全活動を行う交
通安全推進隊の整備・支援

交通安全推進隊育成支援事業 一般 2,878

飲酒運転根絶対策の推進 飲酒運転根絶環境づくり事業 一般 1,080

合　　　　計　（Ａ） 20,405

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 20,405

交通安全シルバーリーダーの養成 高齢者交通事故防止啓発事業 一般 2,186

合　　　　計　（Ａ） 2,186

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,186

自転車の安全利用に向けた広報啓発活
動の推進

自転車安全利用推進事業 一般 27,845

年齢層に応じた自転車交通安全教育の
推進

自転車交通安全教育推進事業 一般 5,150 本籍

子供自転車免許証の交付による安全利
用の意識の醸成

交通安全思想の高揚に向けた活動の推進 一般 446

自転車道環境整備事業 一般 22,000 本籍

防災・安全交付金（交通安全） 一般 125,705 本籍

合　　　　計　（Ａ） 181,146

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 181,146

年齢層に応じた交通安全教育の推進 自転車交通安全教育推進事業 一般 5,150 再掲

地域や事業所等における交通安全教育
の推進

交通安全教育推進事業 一般 1,688

幼児教育指導者を対象とした交通安全
教育の実施

幼児交通安全教育推進事業 一般 275

流山運転免許センターの運営 一般 1,923

運転免許試験の円滑な運営（運転免許学科試験） 一般 23,616

交通安全教育資機材の導入 一般 162

合　　　　計　（Ａ） 32,814

再掲事業の計　（Ｂ） 5,150

純計　（Ａ）－（Ｂ） 27,664

交通事故多発地点における共同現地診
断の実施

共同現地診断 一般 60

交通事故調査委員会の開催 交通事故防止に向けた交通企画業務の推進 一般 820

交通安全施設の整備 交通安全施設整備事業 一般 2,507,192

防災・安全交付金（交通安全） 一般 3,064,295 本籍

交通安全対策事業 一般 1,300,000 本籍

排水整備事業 一般 227,250

地域排水路整備事業 一般 285,000

合　　　　計　（Ａ） 7,384,617

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 7,384,617

交通事故被害者等に対する相談の実施 交通事故相談所費 一般 43,614

合　　　　計　（Ａ） 43,614

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 43,614

交通事故発生状況の分析による効果的
な指導取締りの推進

交通指導取締りの推進事業 一般 12,825

違法駐車対策の推進 放置駐車対策推進事業 一般 460,576

合　　　　計　（Ａ） 473,401

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 473,401

緻密な交通鑑識活動の推進 交通事故捜査体制の強化 一般 68,641

合　　　　計　（Ａ） 68,641

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 68,641

合　　　　計　（Ａ） 8,206,824

再掲事業の計　（Ｂ） 5,150

純計　（Ａ）－（Ｂ） 8,201,674

一般 8,201,674

特別 0

企業 0

計 8,201,674

９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲

1
県民総参加でつくる交通安全の
推進

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計

4 交通安全教育の充実

その他

自転車通行環境の整備推進

2
高齢者の交通事故防止対策の推
進

3 自転車の安全利用の推進

5 交通安全環境の整備

道路環境の整備と改善

6 交通事故相談の充実

純計の内訳
（会計別）

7 交通指導取締りの強化

8
適正かつ緻密な交通事故事件捜
査の推進

施　　　　　策　　　　　計

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅰ－２－③消費生活の安定と向上

市町村相談体制等への支援 消費者行政推進事業の一部 一般 172

県消費者センター等の相談体制の充実 消費者センター運営事業 一般 62,086

消費者行政の活性化 消費者行政活性化基金（推進交付金）事業 一般 222,423

合　　　　計　（Ａ） 284,681

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 284,681

自立支援講座の実施 消費者教育啓発事業 一般 5,244

合　　　　計　（Ａ） 5,244

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 5,244

事業者指導事業 一般 4,958

貸金業指導事業 一般 5,866

合　　　　計　（Ａ） 10,824

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 10,824

リスクコミュニケーションの開催 食品安全推進事業 一般 595

食品衛生監視事業 一般 9,567

水産物安全対策事業 一般 450

検査機器等の整備及び精度管理の徹底 食品衛生検査事業 一般 42,317

県内で製造・生産・流通する食品等の
検査

食品衛生監視指導体制の強化 一般 50,793 本籍

食品等事業者に対するHACCPによる自主
衛生管理の支援

食品安全推進事業 一般 332

牛海綿状脳症検査事業 一般 18,911

畜産物等の放射性物質検査事業 一般 516 再掲

特用林産物放射性物質対策事業 一般 3,186 再掲

シイタケ等特用林産物生産の早期復興支援事業 一般 49,435 再掲

農林水産物等放射性物質対策事業(水産物) 一般 3,087 再掲

魚類防疫対策事業 一般 3,446

農薬安全使用・リスク管理推進事業 一般 15,917 再掲

農林水産物等放射性物質対策事業 一般 9,278 再掲

農林水産物等放射性物質対策事業（野生鳥獣） 一般 173 再掲

食品表示関係事業 一般 332

食の安全推進事業 一般 2,708

家畜衛生対策の強化 畜産物生産衛生確保事業 一般 2,704

合　　　　計　（Ａ） 213,747

再掲事業の計　（Ｂ） 81,592

純計　（Ａ）－（Ｂ） 132,155

合　　　　計　（Ａ） 514,496

再掲事業の計　（Ｂ） 81,592

純計　（Ａ）－（Ｂ） 432,904

一般 432,904

特別 0

企業 0

計 432,904

９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲

1
誰もが、どこでも安心して相談
できる体制の充実

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

2
ライフステージに応じた学習機
会の確保と消費者教育の推進

3 悪質事業者対策の強化

適正な取引・表示の推進

4 食の安全・安心の確保

食品等営業施設の監視指導

農薬安全使用対策や放射性物質検査、
衛生管理指導による安全な農林水産物
等の供給管理体制の整備

食品の適正表示

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅰ－３－①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サービスの提供

保健医療提供体制構築推進事業（医療審議会開催経費） 一般 7,235

回復期リハビリテーション病棟等整備事業 一般 17,600

がん診療施設設備整備事業 一般 22,764 再掲

院内助産所・助産師外来施設設備整備事業 一般 9,006

地域中核医療機関整備促進事業 一般 1,025,985 再掲

がん患者口腔ケア医療連携事業 一般 1,385

医療情報提供事業 一般 21,061

医療情報提供事業(薬局） 一般 4,693

合　　　　計　（Ａ） 1,109,729

再掲事業の計　（Ｂ） 1,048,749

純計　（Ａ）－（Ｂ） 60,980

在宅医療スタートアップ支援事業 一般 17,000

在宅医療実態調査事業 一般 10,000

在宅医療・介護連携サポート事業 一般 100

訪問看護推進事業 一般 5,389 再掲

患者が望む場所で看取りができる環境
づくりと県民理解の促進

多職種共同によるかかりつけ医・在宅医療等県民啓発事業 一般 14,100

医療情報連携システム整備促進事業 一般 22,000

病院と地域で切れ目のない支援を行うための入退院支援事業 一般 6,000

在宅医療・介護連携サポート事業 一般 9,000 本籍

地域に根ざした薬剤師・薬局定着・養成事業 一般 3,500 本籍

医薬品等適正使用推進事業委託 一般 2,750 本籍

歯科口腔保健法関連事業 一般 4,861

歯科口腔保健法関連事業 一般 30,000

訪問看護ステーションの大規模化等の
支援

地域密着型施設等の開設準備支援等事業 一般 31,000 再掲

地域リハビリテーションの推進 地域リハビリテーション支援体制整備推進事業 一般 10,095 本籍

合　　　　計　（Ａ） 165,795

再掲事業の計　（Ｂ） 36,389

純計　（Ａ）－（Ｂ） 129,406

医師修学資金貸付事業 一般 506,100

保健師等修学資金貸付事業 一般 323,365

医師キャリアアップ・就職支援センター事業 一般 2,500

医師キャリアアップ・就職支援センター事業 一般 47,500

新生児医療担当医確保支援事業 一般 907

産科医等確保支援事業 一般 69,000

産科医等育成支援事業 一般 2,340

医師が不足する自治体病院への医師派
遣

医師不足病院医師派遣促進事業 一般 130,000 本籍

小児救急医療拠点病院の支援 小児救急医療拠点病院運営事業 一般 90,108 再掲

看護師等養成所運営費補助金 一般 332,831

看護学生実習病院確保事業 一般 6,000

看護師等養成学校整備促進事業 一般 1,041,485

病院内保育所運営事業 一般 474,139

病院内保育所施設整備事業 一般 4,148

看護職員の再就業の促進と確保 ナースセンター事業 一般 35,000

看護職員研修事業 一般 24,100

看護関係指導事業 一般 204

新人看護職員研修事業 一般 65,570

訪問看護師育成の推進 訪問看護推進事業 一般 5,389 本籍

保健医療大学における時代のニーズに
合わせた人材育成及び機能充実につい
ての検討

保健医療大学一般運営事業 一般 476,053

外国人看護師候補者就労研修支援事業 一般 4,528

医学部設置支援事業 一般 1,100,000

医療勤務環境改善支援センター事業 一般 1,200

合　　　　計　（Ａ） 4,742,467 0

再掲事業の計　（Ｂ） 90,108 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 4,652,359 0

取組
番号

取組名

在宅歯科診療の実施に必要な設備整備
や在宅歯科医療連携室の設置

事業名 予算事業名 会計

3
医師・看護職員確保・定着対策
と地域医療格差解消に向けた取
組の推進

「ちば医療なび」による医療情報等の
提供

1
医療機関の役割分担と連携の促
進

訪問医療、訪問歯科診療、訪問薬剤管
理指導、訪問看護など在宅医療提供体
制の整備促進

切れ目のない在宅ケアサービスの提供
に係る医療と介護の連携体制の構築支
援

医学生・看護学生への修学資金の貸与

看護師等養成所の支援

病院内保育所の運営支援

看護職員に対する研修の実施

産科医等の処遇改善支援

地域医療構想を踏まえた病床機能の分
化や連携の推進

地域の中核的医療機能や特殊医療機能
を担う医療機関の強化・連携の促進

2 在宅医療の充実

９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲

医療技術研修や地域医療セミナーの開
催及び臨床研修や就業に関する相談支
援

その他



施策 Ⅰ－３－①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サービスの提供
取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲

ドクターヘリの運営 ドクターヘリ運営事業 一般 497,590

救急基幹整備センター運営事業 一般 30,218

病院群輪番制病院施設・設備整備事業 一般 37,734

広域災害・救急医療情報システム 一般 28,662

救命救急センター運営事業 一般 880,564

救命救急センター設備整備事業 一般 70,998

搬送困難事例受入医療機関支援事業 一般 33,842

救急安心電話相談事業 一般 30,240

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）及び心
肺蘇生法の普及促進

ＡＥＤ等普及促進事業 一般 7,700

その他 救急医療コーディネート事業 一般 8,662

合　　　　計　（Ａ） 1,626,210

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,626,210

周産期医療施設運営費補助事業 一般 857,041

周産期医療施設設備整備事業 一般 59,046

母体搬送コーディネート体制（24時
間・365日体制）の確保

周産期医療対策事業 一般 21,002

小児救急医療拠点病院の支援 小児救急医療拠点病院運営事業 一般 90,108 本籍

小児初期救急センター運営事業 一般 8,500

小児救急医療支援事業 一般 32,877

小児救急電話相談事業 一般 82,000

その他 小児医療施設整備事業 一般 75,207

合　　　　計　（Ａ） 1,225,781

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,225,781

東千葉メディカルセンター整備事業 一般 718,300

地域中核医療機関整備促進事業 一般 1,025,985 本籍

医師が不足する自治体病院への医師派
遣

医師不足病院医師派遣促進事業 一般 130,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 1,874,285

再掲事業の計　（Ｂ） 130,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,744,285

安全・安心な質の高い医療 医療安全管理体制の強化事業 企業 3,205

がんセンターの施設整備 がんセンター施設整備事業 企業 1,531,000

精神保健福祉センター整備事業 一般 13,209

救急医療センター・精神科医療センターの一体的整備に係る基
本設計事業

企業 185,000

佐原病院の耐震改修 佐原病院の耐震改修に伴う病院運営影響等調査 企業 10,000

千葉リハビリテーションセンターの施
設整備

千葉リハビリテーションセンター施設整備事業 一般 149,556

安全で質の高い医療提供のための医療
機器や施設等の充実

県立病院施設・機器整備事業 企業 1,554,266

職員のキャリアアップ推進事業（海外出張・資格取得支援・長
期研修）

企業 16,584

千葉県立病院群医師研修事業（初期研修・後期研修） 企業 803,599

医師及び看護師の確保・定着対策事業 企業 26,539

災害派遣医療チーム等整備事業 企業 3,697

病院情報バックアップシステム整備事業 企業 2,801

合　　　　計　（Ａ） 4,299,456

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 4,299,456

合　　　　計　（Ａ） 15,043,723

再掲事業の計　（Ｂ） 1,305,246

純計　（Ａ）－（Ｂ） 13,738,477

一般 9,601,786

特別 0

企業 4,136,691

計 13,738,477

6 自治体病院への支援

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

自治体が行う医療施設整備に対する支
援

7
県立病院の施設整備の推進と良
質な医療サービス提供体制の充
実強化

ハード・ソフト両面における災害医療
の強化

5
周産期及び小児救急医療体制の
整備

4 救急医療体制の整備

周産期母子医療センターの支援

救急医療センター・精神科医療セン
ター等の一体的整備

勤務環境改善や研修等の充実による人
材確保及び育成

救命救急センター（24時間応需体制）
の支援

小児救急医療に係る夜間・休日診療所
運営の支援

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅰ－３－②生涯を通じた健康づくりの推進

たばこ対策の推進 たばこ対策推進事業 一般 1,500 本籍

ロコモティブシンドロームの予防のた
めの普及啓発

健康ちば２１推進事業の一部（県民大会・ロコモ啓発事業） 一般 1,183 本籍

食からはじまる健康づくり事業 一般 2,766 本籍

ちば食育活動促進事業 一般 4,703 再掲

水産物消費・食育対策事業 一般 888 再掲

平成２９年度歯科保健実態調査 一般 1,769 本籍

千葉県口腔保健支援センター事業 一般 6,000 本籍

歯科保健対策事業（「いい歯の日」普及啓発事業） 一般 2,137 本籍

歯科保健対策事業（歯と口の健康週間） 一般 317 本籍

家庭や地域、学校、職場における健康
づくりへの取組の連携推進

地域・職域連携強化事業 一般 5,627

県民に向けた健康づくり情報の発信 健康ちば２１推進事業の一部（県民大会・ロコモ啓発事業） 一般 1,183 再掲

健康ちば２１推進事業の一部（生活習慣アンケート調査事業） 一般 6,674

健康づくりナビゲーター事業 一般 547

合　　　　計　（Ａ） 35,294

再掲事業の計　（Ｂ） 6,774

純計　（Ａ）－（Ｂ） 28,520

健康ちば２１推進事業の一部（県民大会・ロコモ啓発事業） 一般 1,183 再掲

健康ちば２１推進事業の一部（糖尿病性腎症重症化予防対策事
業）

一般 2,000 本籍

一人ひとりに応じた健康支援事業 一般 776

たばこ対策の推進 たばこ対策推進事業 一般 1,500 再掲

食からはじまる健康づくり事業 一般 2,766 再掲

ちば食育活動促進事業 一般 4,703 再掲

水産物消費・食育対策事業 一般 888 再掲

平成２９年度歯科保健実態調査 一般 1,769 再掲

千葉県口腔保健支援センター事業 一般 6,000 再掲

歯科保健対策事業（「いい歯の日」普及啓発事業） 一般 2,137 再掲

歯科保健対策事業（歯と口の健康週間） 一般 317 再掲

特定健診・特定保健指導従事者の人材
育成

生活習慣病予防支援人材育成事業 一般 1,022 本籍

生活習慣病予防支援人材育成事業 一般 1,022 再掲

健康ちば２１推進事業の一部（糖尿病性腎症重症化予防対策事
業）

一般 2,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 28,083

再掲事業の計　（Ｂ） 24,285

純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,798

がんの予防・早期発見の推進 がんの予防・早期発見を推進する事業 一般 4,996

がん診療施設設備整備事業 一般 22,764 本籍

がん医療提供体制の整備事業 一般 158,989 本籍

緩和ケアの推進 緩和ケア推進強化事業 一般 2,795

相談・情報提供・患者の生活支援の推
進

がん医療提供体制の整備事業 一般 3,900 再掲

がん登録の推進及び活用 がん医療提供体制の整備事業 一般 7,786 再掲

合　　　　計　（Ａ） 201,230

再掲事業の計　（Ｂ） 11,686

純計　（Ａ）－（Ｂ） 189,544

自殺予防に関する普及啓発の促進 自殺対策推進事業 一般 133,634

合　　　　計　（Ａ） 133,634

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 133,634

合　　　　計　（Ａ） 398,241

再掲事業の計　（Ｂ） 42,745

純計　（Ａ）－（Ｂ） 355,496

一般 355,496

特別 0

企業 0

計 355,496

予算事業名

歯と口腔の健康づくり

会計

純計の内訳
（会計別）

９月補正後予算額
(単位：千円）

2
生活習慣病の発症予防と重症化
防止対策の推進

食育の推進など食を通じた健康づくり

3 総合的ながん対策の推進

4 総合的な自殺対策の推進

施　　　　　策　　　　　計

1 県民主体の健康づくりの推進

食育の推進など食を通じた健康づくり

取組
番号

取組名 事業名 再掲

地域における健康課題を示す各種統計
情報の提供

生活習慣病予防・重症化防止等のため
の情報提供・普及・連携

歯と口腔の健康づくり

医療保険者、市町村等関係機関への支
援

がん医療提供体制の推進

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅰ－３－③高齢者が個性豊かに生き生きと、安心して暮らし続けられる地域社会の実現

老人クラブ活動等社会活動促進事業 一般 88,000 再掲

千葉県老人クラブ連合会活動促進等事業 一般 24,500 再掲

生涯大学校における健康づくり、生き
がいづくり、地域活動の担い手の育成

生涯大学校管理運営 一般 265,090 再掲

千葉県ジョブサポートセンター事業 一般 35,258 再掲

高年齢者就業機会確保事業 一般 9,100 再掲

高齢者の健康づくりと介護予防の推進 介護予防に関する事業評価・市町村支援事業 一般 581

その他 元気高齢者の活躍サポート事業 一般 10,139

合　　　　計　（Ａ） 432,668

再掲事業の計　（Ｂ） 421,948

純計　（Ａ）－（Ｂ） 10,720

地域包括ケアシステムの推進に向けた
県民の理解の促進

在宅医療・介護連携推進事業 一般 3,136 再掲

地域包括支援センター職員等研修 一般 4,885

地域包括支援センター職員等研修 一般 110

地域人材育成事業 一般 5,813 本籍

在宅医療・介護連携推進事業 一般 3,136 本籍

合　　　　計　（Ａ） 17,080

再掲事業の計　（Ｂ） 3,136

純計　（Ａ）－（Ｂ） 13,944

在宅医療・介護連携サポート事業 一般 9,000 再掲

医薬品等適正使用推進事業委託 一般 2,750 再掲

地域に根ざした薬剤師・薬局定着・養成事業 一般 3,500 再掲

老人短期入所居室整備事業補助 一般 76,800

介護基盤整備交付金事業 一般 1,638,750

地域密着型施設等の開設準備支援等事業 一般 529,955 本籍

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス支援事業 一般 14,220

認知症介護実践者等養成事業 一般 1,855

事業者・指定事務関係経費 一般 6,350

事業者・指定事務関係経費（権限移譲関係） 一般 1,173

介護支援専門員資質向上事業 一般 920

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス普及啓発事業 一般 665

市町村が行う総合事業（介護予防・日
常生活支援総合事業）への支援

介護予防・日常生活支援総合事業移行支援事業 一般 224 本籍

地域リハビリテーション支援体制整備推進事業 一般 10,095 再掲

我がまちシニア応援プロジェクト事業 一般 3,333

合　　　　計　（Ａ） 2,299,590

再掲事業の計　（Ｂ） 25,345

純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,274,245

特別養護老人ホーム建設事業補助 一般 6,145,200

介護基盤整備交付金事業 一般 652,500

広域型施設等の開設準備支援等事業 一般 968,760

地域密着型施設等の開設準備支援等事業 一般 242,190

地域密着型施設等の開設準備支援等事業 一般 144,072

介護老人保健施設の開設準備支援等事業補助 一般 340,000

自立や介護に配慮した住宅の整備促進 サービス付き高齢者向け住宅整備補助事業 一般 280,000 本籍

民間老人福祉施設職員設置費補助 一般 255,000

軽費老人ホームサービス提供費補助 一般 1,640,000

住宅リフォーム促進事業 一般 2,000 再掲

鉄道駅バリアフリー設備の整備支援 鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助 一般 33,333 再掲

ノンステップバスの整備支援 ノンステップバス等整備事業補助 一般 53,200 再掲

福祉タクシーの導入促進 福祉タクシー導入促進事業 一般 70,000 再掲

特定道路のバリアフリー化対策の推進 防災・安全交付金（交通安全） 一般 25,600 再掲

合　　　　計　（Ａ） 10,851,855

再掲事業の計　（Ｂ） 184,133

純計　（Ａ）－（Ｂ） 10,667,722

医療・介護連携の推進と地域生
活を支える介護・生活支援サー
ビスの充実

切れ目のない在宅ケアサービスの提供
に係る医療と介護の連携体制の構築支
援

地域密着型サービス等の介護サービス
の整備・充実

2
地域包括ケアシステムの推進体
制構築への支援

3

地域の個性に応じた体制づくりを進め
る市町村への支援

介護サービスの質の確保・向上の促進

その他

９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲予算事業名 会計

1
生涯現役社会の実現に向けた環
境整備と高齢者の健康づくりの
促進

取組
番号

取組名 事業名

老人クラブ活動への支援

高齢者への就労支援

4
高齢者が暮らしやすい住まい・
まちづくりの推進

特別養護老人ホーム等の整備促進

住まいに関する情報提供など多様な住
まいのニーズへの対応



施策 Ⅰ－３－③高齢者が個性豊かに生き生きと、安心して暮らし続けられる地域社会の実現

９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲予算事業名 会計
取組
番号

取組名 事業名

介護事業所内保育施設運営支援事業 一般 24,154

エルダー・メンター制度等普及啓発事業 一般 671

メンタルヘルスサポート事業 一般 3,000

介護ロボット導入支援事業 一般 8,000

介護人材就業促進事業の一部 一般 17,500

介護福祉イメージアップ事業 一般 4,000

介護人材就業促進事業の一部 一般 17,500

介護人材マッチング機能強化事業 一般 9,000

就業促進のための研修支援事業 一般 38,625

外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業 一般 37,900

ボランティア振興事業（福祉教育） 一般 6,804

潜在有資格者等の就労促進 潜在有資格者等再就業促進事業 一般 9,000

介護人材キャリアアップ研修支援事業 一般 35,000

介護職員対象の喀啖吸引等研修事業 一般 9,200

認知症介護研修事業（千葉市分） 一般 650

認知症介護研修事業 一般 4,400

認知症介護指導者養成研修事業 一般 690

認知症介護指導者養成研修事業等補助金 一般 660

喀啖吸引等登録研修機関整備事業 一般 26,000

介護福祉士試験実務者研修に係る代替職員の確保事業 一般 9,000

福祉人材センターの運営 千葉県福祉人材センター運営事業 一般 40,603

合　　　　計　（Ａ） 302,357

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 302,357

「ちばＳＳＫ（しない・させない・孤
立化）プロジェクト」の推進

高齢者孤立化防止活動「ちばＳＳＫプロジェクト」事業 一般 546 本籍

市町村が行う総合事業（介護予防・日
常生活支援総合事業）への支援

介護予防・日常生活支援総合事業移行支援事業 一般 224 再掲

生涯大学校における地域活動の担い手
の育成

生涯大学校管理運営 一般 265,090 再掲

高齢者虐待防止対策事業 一般 3,266

高齢者権利擁護・身体拘束廃止推進事業 一般 3,483

成年後見制度の周知 成年後見制度利用促進事業 一般 1,040

合　　　　計　（Ａ） 273,649

再掲事業の計　（Ｂ） 265,314

純計　（Ａ）－（Ｂ） 8,335

認知症支援事業の一部（認知症サポーター活用促進事業） 一般 798

認知症支援事業の一部（認知症普及啓発事業） 一般 1,382

認知症支援事業の一部（認知症普及啓テキスト作成事業） 一般 647

子どもへの認知症に対する理解の促進 認知症支援事業の一部（ちば認知症　こどもサポーター事業） 一般 6,500

認知症発症予防の推進 認知症支援事業の一部（認知症施策総合推進事業） 一般 3,136

認知症支援事業の一部（認知症地域医療支援事業） 一般 7,819

認知症支援事業の一部（認知症疾患医療センター運営事業） 一般 35,617

認知症支援事業の一部（認知症初期集中支援チーム員研修事
業）

一般 3,440

認知症支援事業の一部（医療と介護の地域支援体制強化事業
（人づくり））

一般 2,350

認知症支援事業の一部（認知症地域支援推進研修事業） 一般 1,893

本人と介護者への支援 認知症支援事業の一部（認知症相談支援事業） 一般 5,969

認知症支援事業の一部（若年性認知症支援コーディネーター事
業）

一般 3,345

認知症支援事業の一部（若年性認知症普及啓発） 一般 674

合　　　　計　（Ａ） 73,570

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 73,570

合　　　　計　（Ａ） 14,250,769

再掲事業の計　（Ｂ） 899,876

純計　（Ａ）－（Ｂ） 13,350,893

一般 13,350,893

特別 0

企業 0

計 13,350,893

純計の内訳
（会計別）

6
高齢者の尊厳を守りながら地域
で支え合う仕組みづくりの推進

7
認知症の方や家族の方などに対
する総合的な支援の推進

施　　　　　策　　　　　計

認知症に対する正しい理解の普及・啓
発とやさしいまちづくりの推進

早期診断と適切な医療・介護連携体制
の整備、多職種協働の推進

高齢者虐待防止対策の充実

若年性認知症施策の推進

認知症支援に携わる人材の養成

5
福祉・介護人材確保・定着対策
の推進

福祉・介護人材の負担軽減・処遇改善
など、働きやすい労働環境づくりの促
進

福祉・介護の仕事の魅力の発信

若者等新規就業者の拡大

キャリアアップのための現職者研修の
促進

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅰ－３－④障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会の構築

社会福祉施設等施設整備費補助金（障害保健福祉）事業 一般 324,800

社会福祉施設等施設整備費補助金（障害保健福祉）事業 一般 33,000

社会福祉施設等施設整備費補助金（障害保健福祉）事業 一般 97,400

障害者グループホーム運営費等補助（運営費、開設支援費） 一般 172,000

障害者グループホーム等支援事業（支援ワーカー） 一般 60,300

障害者グループホーム等支援事業（家賃補助、職員研修） 一般 169,248

重度・重複障害のある人等の地域生活
移行の推進

強度行動障害のある方の支援者に対する研修事業 一般 6,100 本籍

袖ヶ浦福祉センター利用者受入等支援事業 一般 225,000

袖ヶ浦福祉センター利用者受入等支援事業 一般 79,239

袖ヶ浦福祉センター利用者受入等支援事業 一般 19,150

合　　　　計　（Ａ） 1,186,237

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,186,237

精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステムの構築

精神障害者地域移行支援事業 一般 13,475

精神障害のある人が自らの体験をもと
に相談支援等を行うピアサポートの推
進

障害者ピアサポーター養成研修事業 一般 525 本籍

精神科救急医療体制の充実 精神科救急医療システム整備事業 一般 119,501

合　　　　計　（Ａ） 133,501

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 133,501

ヘルプカード普及・啓発事業 一般 810

障害者条例、障害者差別解消法関連事業 一般 57,470

地域における権利擁護体制の構築 障害者虐待防止対策支援事業 一般 12,308

地域における相談支援体制の充実 相談支援体制整備事業（相談支援アドバイザー派遣事業） 一般 660 本籍

手話通訳者･要約筆記者等養成事業 一般 12,070

点訳・朗読奉仕員養成事業 一般 892

盲ろう者向け通訳･介助員養成研修事業 一般 2,264

情報・コミュニケーションバリアフ
リーのための普及啓発

手話等普及啓発事業 一般 9,321

合　　　　計　（Ａ） 95,795

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 95,795

発達障害者支援体制整備事業 一般 900

障害児等療育支援事業 一般 99,000 本籍

障害児通所給付費等県負担金 一般 3,294,000 本籍

小児等在宅医療連携拠点事業 一般 2,957

合　　　　計　（Ａ） 3,396,857

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,396,857

相談支援体制整備事業（相談支援アドバイザー派遣事業） 一般 660 再掲

障害者ピアサポーター養成研修事業 一般 525 再掲

相談支援従事者研修 一般 4,234

相談支援従事者等研修事業（専門コース別等） 一般 1,272

障害のある子どもと家族への在宅支援
機能の強化

障害児等療育支援事業 一般 99,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 105,691

再掲事業の計　（Ｂ） 100,185

純計　（Ａ）－（Ｂ） 5,506

5
障害のある人の相談支援体制の
充実

地域における相談支援従事者の研修の
充実

地域における相談支援体制の充実

4
障害のある子どもの療育支援体
制の充実

障害のある子どもと家族への在宅支援
機能の強化

９月補正後予算額
(単位：千円）

2
精神障害のある人の地域生活の
推進

3
障害のある人への理解を広げ権
利を擁護する取組の推進

1
入所施設から地域生活への移行
の推進

取組
番号

取組名

手話通訳者等の人材育成、手話等の普
及促進

事業名

グループホームの整備促進・質的向上

その他

障害のある人への理解の促進

再掲予算事業名 会計



施策 Ⅰ－３－④障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会の構築
９月補正後予算額
(単位：千円）

取組
番号

取組名 事業名 再掲予算事業名 会計

障害者雇用サポート事業 一般 35,000 再掲

障害者就業支援キャリアセンター事業 一般 29,950 再掲

障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業 一般 82,050 再掲

職場適応訓練事業 一般 227 再掲

企業支援員（障害者雇用アドバイザー）事業 一般 49,555 再掲

障害者雇用促進合同面接会事業 一般 570 再掲

障害者就労促進チャレンジ事業 一般 2,625 再掲

障害者就業・生活支援センターの運営
（地域生活支援事業）強化

障害者就業・生活支援センター事業 一般 98,656

障害者雇用サポート事業 一般 35,000 再掲

障害者就業支援キャリアセンター事業 一般 29,950 再掲

障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業 一般 82,050 再掲

職場適応訓練事業 一般 227 再掲

企業支援員（障害者雇用アドバイザー）事業 一般 49,555 再掲

障害者雇用促進合同面接会事業 一般 570 再掲

障害者就労促進チャレンジ事業 一般 2,625 再掲

支援機関や関係機関のネットワークの
構築及び情報共有化

障害者就業支援キャリアセンター事業 一般 29,950 再掲

福祉施設等で生産活動・福祉的就労を
行う障害のある人の賃金向上への取組
の推進

障害者の工賃アップのための事業 一般 36,431

障害者雇用サポート事業 一般 35,000 再掲

障害者就業支援キャリアセンター事業 一般 29,950 再掲

障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業 一般 82,050 再掲

職場適応訓練事業 一般 227 再掲

企業支援員（障害者雇用アドバイザー）事業 一般 49,555 再掲

障害者雇用促進合同面接会事業 一般 570 再掲

障害者就労促進チャレンジ事業 一般 2,625 再掲

合　　　　計　（Ａ） 764,968

再掲事業の計　（Ｂ） 629,881

純計　（Ａ）－（Ｂ） 135,087

発達障害者支援センター運営事業 一般 48,000

発達障害者支援地域協議会 一般 142

強度行動障害者等県単加算事業 一般 22,000

高次脳機能障害支援事業 一般 18,000

摂食障害治療支援センター事業 一般 2,512

通所サービスだけでは支援が困難な障
害に対する支援の推進

重症心身障害短期入所特別支援事業 一般 3,000

障害のある子どもと家族への在宅支援
機能の強化

障害児通所給付費等県負担金 一般 3,294,000 再掲

重度・重複障害のある人の負担軽減の
推進

重度心身障害者（児）医療給付改善事業 一般 4,468,000

重度・重複障害のある人等の地域生活
移行の推進

強度行動障害のある方の支援者に対する研修事業 一般 6,100 再掲

ひきこもりに対するアウトリーチ型支
援の推進

ひきこもり地域支援センター事業 一般 6,713

合　　　　計　（Ａ） 7,868,467

再掲事業の計　（Ｂ） 3,300,100

純計　（Ａ）－（Ｂ） 4,568,367

合　　　　計　（Ａ） 13,551,516

再掲事業の計　（Ｂ） 4,030,166

純計　（Ａ）－（Ｂ） 9,521,350

一般 9,521,350

特別 0

企業 0

計 9,521,350

7
障害のある人一人ひとりに着目
した支援の充実

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

6
障害のある人の一般就労の促進
と福祉的就労の充実

地域の支援施設等のみでは支援が困難
な障害に対する支援の推進

障害のある人を自らの価値観に基づい
た働き方の選択を尊重した支援

就労支援・定着支援の体制強化

障害のある人を雇用する企業等への支
援

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅰ－３－⑤互いに支え合い、安心して心豊かに暮らせる地域社会づくりの推進

ボランティア活動支援体制整備事業 一般 6,540

県民活動広報事業 一般 2,716

外国人おもてなし語学ボランティア育成事業 一般 5,220

千葉県県民活動施策の推進 一般 877

生涯大学校における地域活動の担い手
の養成

生涯大学校管理運営 一般 265,090 本籍

老人クラブ活動等社会活動促進事業 一般 88,000 本籍

千葉県老人クラブ連合会活動促進等事業 一般 24,500 本籍

その他 骨髄移植におけるドナー支援事業 一般 2,000

合　　　　計　（Ａ） 394,943

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 394,943

市民活動団体マネジメント事業 一般 870

千葉県市民活動支援組織ネットワーク 一般 366

特定非営利活動法人認証等事務 一般 132

地域の様々な主体と市民活動団体との連携促進事業 一般 635 再掲

合　　　　計　（Ａ） 2,003

再掲事業の計　（Ｂ） 635

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,368

協働によるコミュニティづくりの普及・促進 一般 1,563

地域の様々な主体と市民活動団体との連携促進事業 一般 635 本籍

優れた協働事例の表彰や周知 ちばコラボ大賞の実施 一般 534

水産多面的機能発揮対策事業 一般 30,052 再掲

多面的機能支払交付金事業 一般 1,560,400 再掲

商業者等による高齢者福祉に資する取
組の促進

高齢者孤立化防止活動「ちばＳＳＫプロジェクト」事業 一般 546 再掲

地域福祉の推進体制の設置促進 地域福祉フォーラム設置支援事業 一般 25,172

中核地域生活支援センター事業 一般 259,549

高齢者相談事業 一般 4,562

コミュニティソーシャルワーカー育成事業 一般 3,725

地域人材育成事業 一般 5,813 再掲

生活困窮者自立支援制度の推進 生活困窮者自立支援事業 一般 42,978 本籍

合　　　　計　（Ａ） 1,935,529

再掲事業の計　（Ｂ） 1,596,811

純計　（Ａ）－（Ｂ） 338,718

さわやかちば県民プラザ文化・創作事業 一般 783 本籍

さわやかちば県民プラザ施設管理費 一般 171,413 再掲

さわやかちば県民プラザ交流事業 一般 596 再掲

社会教育専門講座 一般 68 再掲

県立学校開放講座 一般 506

中央図書館電算管理費 一般 73,686 再掲

図書購入事業 一般 49,848 再掲

県立学校文化施設及び交流施設開放事業 一般 2,334

生涯学習システム整備事業 一般 1,895 再掲

さわやかちば県民プラザ学習・研修事業 一般 1,091 再掲

さわやかちば県民プラザ交流事業 一般 596 再掲

生涯学習システム整備事業 一般 1,895 本籍

まなびシステム事業 一般 126 本籍

さわやかちば県民プラザ学習・研修事業 一般 1,091 再掲

さわやかちば県民プラザ施設管理費 一般 171,413 本籍

市町村図書館等支援費 一般 16,994 再掲

地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 一般 35,408 再掲

図書館施設整備事業 一般 8,565 再掲

社会教育専門講座 一般 68 本籍

図書購入事業 一般 49,848 再掲

生涯学習システム整備事業 一般 1,895 再掲

まなびシステム事業 一般 126 再掲

さわやかちば県民プラザ学習・研修事業 一般 1,091 再掲

柏の葉アカデミア講座 一般 144 再掲

合　　　　計　（Ａ） 591,480

再掲事業の計　（Ｂ） 414,355

純計　（Ａ）－（Ｂ） 177,125

合　　　　計　（Ａ） 2,923,955

再掲事業の計　（Ｂ） 2,011,801

純計　（Ａ）－（Ｂ） 912,154

一般 912,154

特別 0

企業 0

計 912,154

予算事業名 会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

1
若者、高齢者、地元企業等の地
域活動への参加促進

県民の地域活動への参加促進

老人クラブ活動への支援

取組
番号

取組名 事業名

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

3
地域に関わる多様な主体による
連携・協働の促進

4
生涯学習社会を目指した取組の
推進

地域住民に対する学習活動の場の提供

生涯学習の成果を生かす仕組みづくり

市民活動団体への基盤強化等の支援

総合相談・生活支援を行う体制の整備

地域づくりを総合的にコーディネート
する人材の育成

再掲

2
地域活動を支える市民活動団体
等の支援

市民活動団体等への支援及び支援体制
の整備

協働による地域コミュニティづくりの
普及促進

農地等の保全、森林再生や漁場改善

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅰ－４－①ちば文化の創造と千葉県民のアイデンティティーの醸成

千葉・県民芸術祭事業 一般 4,050

さわやかちば県民プラザ文化・創作事業 一般 783 再掲

千葉交響楽団運営費補助 一般 22,008

県民芸術劇場公演事業 一般 19,843

若者の文化芸術活動育成支援事業 一般 1,200 再掲

学校における芸術鑑賞事業（学校音楽鑑賞教室） 一般 16,016

千葉県少年少女オーケストラ育成事業 一般 36,734

伝統芸能・洋楽～ふれあい体験事業 一般 2,708 本籍

高齢者・障害のある人等の文化芸術活
動の充実

千葉交響楽団関連事業 一般 13,333

合　　　　計　（Ａ） 116,675

再掲事業の計　（Ｂ） 1,983

純計　（Ａ）－（Ｂ） 114,692

伝統芸能・洋楽～ふれあい体験事業（伝統芸能） 一般 1,884 再掲

郷土芸能公開普及事業 一般 1,457 再掲

出土文化財管理活用事業 一般 7,470 再掲

房総のむら事業 一般 412,400

千葉の食文化まるごと体験事業 一般 276 再掲

伝統芸能・洋楽～ふれあい体験事業（伝統芸能） 一般 1,884 再掲

郷土芸能公開普及事業 一般 1,457 再掲

文化財保存整備事業 一般 42,400 本籍

県有文化財管理活用事業 一般 1,587 再掲

出土文化財管理活用事業 一般 7,470 再掲

文化的景観等の保全・活用 県有文化財管理活用事業 一般 1,587 本籍

千葉フィールドミュージアム 一般 6,188 本籍

出土文化財管理活用事業 一般 7,470 再掲

合　　　　計　（Ａ） 493,530

再掲事業の計　（Ｂ） 30,955

純計　（Ａ）－（Ｂ） 462,575

多様な文化の発展 若者の文化芸術活動育成支援事業 一般 1,200 再掲

「ちば文化」の魅力の発掘と情報の収
集・提供

ちば文化発信プロジェクト 一般 18,070 再掲

県立博物館情報システム事業（デジタルミュージアム） 一般 22,943 再掲

ふさの国文化財ナビゲーション 一般 587 再掲

博物館における多言語対応・公衆無線LAN整備事業 一般 953 本籍

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 60,000 本籍

合　　　　計　（Ａ） 103,753

再掲事業の計　（Ｂ） 42,800

純計　（Ａ）－（Ｂ） 60,953

「ちば文化」を担う人づくりの促進 若者の文化芸術活動育成支援事業 一般 1,200 本籍

文化のネットワークの構築 市町村図書館等支援費 一般 16,994 再掲

県立文化会館管理運営事業 一般 596,147 本籍

県立美術館・博物館・常設展・企画展 一般 942,641

ちば文化発信プロジェクト 一般 18,070 再掲

千葉フィールドミュージアム 一般 6,188 再掲

博物館における多言語対応・公衆無線LAN整備事業 一般 953 再掲

市町村図書館等支援費 一般 16,994 再掲

図書購入事業 一般 49,848 再掲

さわやかちば県民プラザ施設管理費 一般 171,413 再掲

合　　　　計　（Ａ） 1,820,448

再掲事業の計　（Ｂ） 280,460

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,539,988

新しい文化と古くからの文化が織りな
す「ちば文化」の世界への発信

オリンピック・パラリンピック文化プログラムを契機とした千
葉の文化力向上事業

一般 13,618

障害のある人、高齢者、青少年、外国
人等、国内外のあらゆる人々が参加・
交流できる機会の創出

県民の日事業 一般 60,000 再掲

観光等様々な分野との連携による文化
資源の活用

県民の日事業 一般 60,000 再掲

文化プログラム関連イベントの実施に
より得られた資源の活用

県立文化会館管理運営事業 一般 596,147 再掲

合　　　　計　（Ａ） 729,765

再掲事業の計　（Ｂ） 716,147

純計　（Ａ）－（Ｂ） 13,618

合　　　　計　（Ａ） 3,264,171

再掲事業の計　（Ｂ） 1,072,345

純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,191,826

一般 2,191,826

特別 0

企業 0

計 2,191,826

「ちば文化」の魅力を発信する文化事
業の充実

様々な場における文化芸術にふれ親し
む機会の提供

伝統文化にふれる機会の提供

伝統文化の保存・継承・担い手の育成

文化財の保存整備の支援

文化資源の活用と地域の活性化

純計の内訳
（会計別）

4
ちば文化の総合的な推進のため
の支援・連携体制の構築

5
東京オリンピック・パラリン
ピックを契機としたちばの文化
力向上

文化発信拠点としての文化施設等の機
能の充実

取組
番号

3
ちば文化の多様性と発信力強化
による新たな価値の創出

施　　　　　策　　　　　計

2
地域文化の保存・継承・活用に
よる地域づくり

1
文化芸術を鑑賞・参加・創造す
る環境づくり

県民の自主的な文化芸術活動の促進

子どもたちの文化芸術活動の充実

取組名 事業名 予算事業名 再掲会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策

ライフステージに応じた運動・スポー
ツの推進

千葉県体育・スポーツ推進事業 一般 2,900 本籍

障害のある人の運動・スポーツの推進 東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業 一般 15,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 17,900

再掲事業の計　（Ｂ） 15,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,900

生涯スポーツ指導者養成・活用事業 一般 910

体育功労者顕彰 一般 375

市町村振興資金貸付 特別 300,000

総合スポーツセンター施設整備事業 一般 267,000

総合スポーツセンター施設整備事業 一般 0

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
模改修事業）

一般 70,000 本籍

国際総合水泳場施設整備事業 一般 43,000

県立学校体育施設開放事業 一般 2,000

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

一般 400

千葉県体育・スポーツ推進事業 一般 2,900 再掲

千葉県スポーツ推進委員連合会事業補助金 一般 2,382

千葉県体育協会事業補助金 一般 7,383

合　　　　計　（Ａ） 696,350

再掲事業の計　（Ｂ） 2,900

純計　（Ａ）－（Ｂ） 693,450

東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業 一般 15,000 再掲

千葉県競技力向上推進本部事業 一般 200,000 本籍

東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業 一般 100,000 再掲

国民体育大会事業 一般 123,443

東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業 一般 15,000 再掲

千葉県競技力向上推進本部事業 一般 200,000 再掲

東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業 一般 100,000 再掲

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 一般 200,000 再掲

競技力向上のための各競技団体の組織
体制強化

千葉県競技力向上推進本部事業 一般 200,000 再掲

競技人口拡大や国際交流などを意識し
た競技会やイベントの開催

千葉県競技力向上推進本部事業 一般 200,000 再掲

トップアスリートと地域スポーツの連
携・協働

千葉県競技力向上推進本部事業 一般 200,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 1,553,443

再掲事業の計　（Ｂ） 1,230,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 323,443

トップ・プロスポーツと連携したス
ポーツの推進

千葉県体育・スポーツ推進事業 一般 2,900 再掲

スポーツイベントを活用した千葉の魅
力発信

ちばアクアラインマラソン開催準備事業 一般 47,000

県民体育大会開催費 一般 6,300

千葉県体育・スポーツ推進事業 一般 2,900 再掲

合　　　　計　（Ａ） 59,100

再掲事業の計　（Ｂ） 5,800

純計　（Ａ）－（Ｂ） 53,300

東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業 一般 15,000 本籍

オリンピック・パラリンピックを活用した教育推進事業 一般 9,900 再掲

東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業 一般 100,000 本籍

オリンピック・パラリンピック教育の
推進

オリンピック・パラリンピック普及・教育推進事業 一般 25,500 本籍

誰もが参加できるスポーツの推進 オリンピック・パラリンピック普及・教育推進事業 一般 25,500 再掲

千葉県スポーツコンシェルジュ運営事業 一般 24,500 再掲

キャンプ・国際大会誘致・受入事業 一般 5,500 本籍

パラリンピック選手のキャンプ受入体制整備事業補助金 一般 6,000 本籍

国際スポーツ競技大会支援事業 一般 20,000

千葉県スポーツコンシェルジュ運営事業 一般 24,500 再掲

キャンプ・国際大会誘致・受入事業 一般 5,500 再掲

スポーツコンシェルジュによる誘致に
関する情報の一元化

千葉県スポーツコンシェルジュ運営事業 一般 24,500 本籍

合　　　　計　（Ａ） 286,400

再掲事業の計　（Ｂ） 89,900

純計　（Ａ）－（Ｂ） 196,500

合　　　　計　（Ａ） 2,613,193

再掲事業の計　（Ｂ） 1,343,600

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,269,593

一般 969,593

特別 300,000

企業 0

計 1,269,593

2 スポーツ環境の整備

スポーツ指導者の養成・資質向上等の
推進

施設の再整備と有効活用

誰もがスポーツに親しみ、参加しやす
いシステムづくりの推進

９月補正後予算額
(単位：千円）

1
人生を豊かにするための運動・
スポーツの推進

取組
番号

取組名 事業名

純計の内訳
（会計別）

3 競技力の向上

選手の発掘・育成・強化・支援及び指
導者の養成・資質向上

4
スポーツによる地域づくりの推
進

身近なスポーツ環境を活用した地域づ
くりの推進

5
東京オリンピック・パラリン
ピックを契機としたスポーツの
推進

施　　　　　策　　　　　計

競技力向上のための環境整備

オリンピック・パラリンピックアス
リート強化・支援

事前キャンプの誘致

国際大会等の誘致

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

再掲予算事業名 会計

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅰ－５－①地球温暖化対策の推進

住宅用太陽光発電設備や太陽熱、地中
熱利用システムの導入促進

住宅用省エネルギー設備等導入促進事業の一部（太陽光、太陽
熱、地中熱）

一般 147,500 本籍

地域と連携した再生可能エネルギー等
の活用に向けた取組に対する支援

地域主導型新エネルギー活用プロジェクト支援事業 一般 3,000 再掲

海洋再生可能エネルギーの導入促進 海洋再生可能エネルギー導入・産業創出研究事業 一般 2,500 再掲

住宅用省エネルギー設備等導入促進事業の一部（エネファーム） 一般 150,000 再掲

千葉県水素エネルギー関連産業振興プラットフォーム運営事業 一般 1,900 再掲

バイオマスの利活用の推進 バイオマス活用推進事業 一般 586 再掲

合　　　　計　（Ａ） 305,486

再掲事業の計　（Ｂ） 157,986

純計　（Ａ）－（Ｂ） 147,500

エネファームなど家庭における省エネ
ルギー設備の導入促進

住宅用省エネルギー設備等導入促進事業の一部（エネファームほ
か）

一般 225,000 本籍

中小企業振興資金（環境保全資金）利子補給 一般 5,100 本籍

CO2CO2スマート推進事業の一部 一般 1,428

次世代自動車等の導入とエコドライブ
の推進

次世代自動車普及啓発事業 一般 3,031

CO2CO2スマート推進事業の一部 一般 272

温暖化対策普及啓発事業 一般 865

地球温暖化防止活動推進センター運営費 一般 3,335 本籍

千葉県庁エコオフィスプラン改定基礎調査事業 一般 10,086

環境保全対策調整事業（環境マネジメントシステム推進事業） 一般 1,520

合　　　　計　（Ａ） 250,637

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 250,637

都市等の緑の保全と緑化推進 都市の緑の保全・創出 一般 1,080 本籍

森林吸収源対策としての間伐の推進 森林整備事業の一部（森林吸収源対策間伐促進事業） 一般 160,774

合　　　　計　（Ａ） 161,854

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 161,854

環境学習における連携・協働の推進 環境学習・環境保全活動促進事業の一部 一般 380

環境学習・環境保全活動促進事業の一部 一般 2,340

地球温暖化防止活動推進センター運営費 一般 3,335 再掲

環境学習・環境保全活動促進事業の一部 一般 1,159 本籍

環境教育推進事業 一般 6,445 再掲

「ちば環境再生基金」の活用による環
境保全活動の支援

環境学習・環境保全活動促進事業の一部一部 一般 11,944

合　　　　計　（Ａ） 25,603

再掲事業の計　（Ｂ） 9,780

純計　（Ａ）－（Ｂ） 15,823

合　　　　計　（Ａ） 743,580

再掲事業の計　（Ｂ） 167,766

純計　（Ａ）－（Ｂ） 575,814

一般 575,814

特別 0

企業 0

計 575,814

水素社会の構築に向けた取組の推進

事業者の自主的取組の推進

省エネルギー促進に係る普及啓発

県自らが実施する省エネルギーの取組

環境保全に取り組む人づくり

取組名 事業名 予算事業名 会計

純計の内訳
（会計別）

3
温暖化対策に資する地域環境の
整備・改善

4 環境学習の推進

施　　　　　策　　　　　計

環境学習に関する機会・情報の提供及
び調査・研究

1 再生可能エネルギー等の活用

2 省エネルギーの促進

再掲
９月補正後予算額
(単位：千円）

取組
番号

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅰ－５－②循環型社会の構築

産業廃棄物減量化・再資源化促進事業 一般 579

循環産業活性化支援事業 一般 170

バイオマスの利活用の推進 バイオマス活用推進事業 一般 586 本籍

合　　　　計　（Ａ） 1,335

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,335

３Ｒを推進する環境学習の機会・情報
の提供

環境学習・環境保全活動促進事業の一部 一般 1,159 再掲

その他 ３Ｒ推進事業 一般 1,897

合　　　　計　（Ａ） 3,056

再掲事業の計　（Ｂ） 1,159

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,897

産業廃棄物処理実態調査事業 一般 2,565

産業廃棄物処理実態調査事業（マニフェスト報告） 一般 1,349

ＰＣＢ廃棄物保管・処分状況届出書データ入力委託事業 一般 1,499 本籍

産業廃棄物分析検査事業 一般 20,811 再掲

廃棄物処理施設設置等審議会 一般 980

県内産業廃棄物処理業者育成事業 一般 20,500 本籍

産業廃棄物情報管理システム事業 一般 4,055

優良な排出事業者・処理業者の育成 県内産業廃棄物処理業者育成事業 一般 20,500 再掲

千葉県PCB廃棄物処理基金造成事業補助金 一般 32,684

PCB廃棄物保管・処分状況届出書データ管理業務 一般 1,499 再掲

県内PCB使用製品及びPCB廃棄物に係る掘り起こし調査事業 一般 11,500

再生土の適正利用の推進 産業廃棄物分析検査事業 一般 20,811 再掲

海岸漂着物対策推進事業 一般 40,420

県単海岸管理事業 一般 4,810 再掲

市町村の災害廃棄物処理計画策定への
支援

災害廃棄物処理計画策定事業 一般 4,000 本籍

合　　　　計　（Ａ） 187,983

再掲事業の計　（Ｂ） 68,431

純計　（Ａ）－（Ｂ） 119,552

警察等関係機関と連携したヤードへの
立入りの実施

ヤード対策事業 一般 5,200 本籍

ヤード適正化条例に基づく義務履行の
指導・徹底

ヤード対策事業 一般 5,200 再掲

合　　　　計　（Ａ） 10,400

再掲事業の計　（Ｂ） 5,200

純計　（Ａ）－（Ｂ） 5,200

産業廃棄物不法投棄監視等事業 一般 69,847

産業廃棄物運搬車両に係る標章作成 一般 0

産業廃棄物分析検査事業 一般 20,811 本籍

産業廃棄物不法投棄監視員制度等市町村補助事業 一般 22,614

市町村併任職員等立入検査業務交付金交付事業 一般 2,103

不法投棄等不適正処理箇所調査事業 一般 7,380 本籍

産業廃棄物不適正処理箇所応急対策事業 一般 4,000

環境事犯に対する取締りの推進 生活安全捜査隊活動の推進 一般 1,732

大規模不法投棄箇所の定期的な環境調
査

不法投棄等不適正処理箇所調査事業 一般 7,380 再掲

合　　　　計　（Ａ） 135,867

再掲事業の計　（Ｂ） 7,380

純計　（Ａ）－（Ｂ） 128,487

建設廃棄物の再資源化や縮減の推進 建設副産物対策事業 一般 5,704

上水道浄水発生土の再資源化の推進 浄水発生土処理等 企業 405,087

工業用水道浄水発生土の再資源化の推
進

浄水場発生土収集運搬及び処分業務委託 企業 149,162

合　　　　計　（Ａ） 559,953

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 559,953

合　　　　計　（Ａ） 898,594

再掲事業の計　（Ｂ） 82,170

純計　（Ａ）－（Ｂ） 816,424

一般 262,175

特別 0

企業 554,249

計 816,424

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

5
産業廃棄物の不法投棄の根絶に
向けた監視・取締りの強化

監視・指導の強化

市町村等との連携による監視体制の強
化

不適正処理箇所における被害の拡大防
止

6
再資源化に向けた県の取組の推
進

９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲

1
資源循環の基盤となる産業づく
り

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計

4 不法ヤード対策の強化

先進的なリサイクル技術の普及促進

ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進

海岸漂着物の適正処理

2
３Ｒを推進するためのライフス
タイルづくり

3 廃棄物の適正処理の推進

産業廃棄物排出事業者への適切な指導
の実施

産業廃棄物処理業者・施設への適切な
指導の実施

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅰ－５－③豊かな自然環境と良好な大気・水環境の保全

国定公園・県立自然公園・自然環境保
全地域などの保全

自然環境保全事業 一般 4,836

自然公園施設等管理事業 一般 72,238

自然公園施設等整備事業 一般 109,735

首都圏自然歩道管理事業 一般 10,397

首都圏自然歩道整備事業 一般 8,784

合　　　　計　（Ａ） 205,990

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 205,990

光化学スモッグ低減対策事業 一般 4,195

大気汚染自動測定機器整備事業 一般 48,005

大気環境常時測定局保守管理事業 一般 103,303

大気情報管理システム運用事業 一般 49,330

大気汚染発生源対策の推進 ばい煙等排出基準確認立入検査事業 一般 11,771

PM2.5の監視体制の整備 PM2.5自動測定機器整備事業 一般 16,050

自動車交通公害監視指導事業 一般 9,385

自動車交通環境問題に係る協議会等運営事業 一般 786

九都県市広域交通公害対策事業 一般 2,200

アスベスト対策の推進 アスベスト対策調査事業 一般 6,779

化学物質総合対策事業 一般 723

ダイオキシン類その他の化学物質調査研究事業 一般 19,560

化学物質大気環境調査事業 一般 11,157

ダイオキシン類に係る大気環境調査事業 一般 4,301

合　　　　計　（Ａ） 287,545

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 287,545

航空機騒音対策の推進 航空機騒音監視システム運用管理事業 一般 32,649

自動車騒音の常時監視 自動車騒音常時監視事業 一般 4,148

騒音・振動・悪臭対策事業(機器整備） 一般 4,282

騒音・振動・悪臭対策事業 一般 1,087

合　　　　計　（Ａ） 42,166

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 42,166

海水浴場水質監視事業 一般 3,139

公共用水域水質監視業務 一般 88,643

公共用水域浄化啓発事業（水生生物による水質調査） 一般 130

工場・事業場排水の水質規制 特定事業場等排水監視事業 一般 19,356

生活排水対策浄化槽推進事業 一般 260,000

浄化槽総合管理推進事業 一般 3,686

下水道事業 一般 0

湖沼水質保全計画推進事業 一般 1,094

東京湾の総量削減対策事業 一般 1,468

手賀沼水環境保全協議会負担金 一般 14,832

湖沼水質保全計画策定事業 一般 3,471

印旛沼水質保全協議会負担金 一般 271

統合河川環境整備事業 一般 267,000

地下水汚染防止対策事業 一般 18,416

地下水質調査事業 一般 12,903

土壌ダイオキシン類調査事業 一般 1,969

地下水における硝酸・亜硝酸性窒素の汚染状況調査・負荷削減
対策事業

一般 5,448

土壌汚染対策事業 一般 500

地盤変動調査精密水準測量事業 一般 115,049

地下水位及び地盤沈下観測井管理事業 一般 19,952

地盤沈下防止対策推進業務 一般 899

特別会計 流域下水道事業 一般 11

流域下水道事業 特別 823,032

合　　　　計　（Ａ） 1,661,269

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,661,269

下水の高度処理化の推進

4 良好な水環境・地質環境の保全

河川・湖沼・海域の水質監視

生活排水対策の推進

東京湾・印旛沼・手賀沼の浄化対策の
推進

地下水の水質監視、汚染未然防止対策
及び浄化対策の推進

地盤変動状況の監視と地下水・天然ガ
スかん水の揚水規制等

2 良好な大気環境の確保

3 騒音の少ないくらしの確保

光化学スモッグの低減対策の推進

自動車排出ガス対策の推進

化学物質総合対策の推進

騒音・振動・悪臭対策の推進

1
豊かな自然環境の保全と快適な
利用促進

国定公園・県立自然公園内の自然公園
施設の整備

首都圏自然歩道の整備

取組
番号

取組名 事業名 再掲予算事業名 会計
９月補正後予算額
(単位：千円）



施策 Ⅰ－５－③豊かな自然環境と良好な大気・水環境の保全
取組
番号

取組名 事業名 再掲予算事業名 会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

大気・特殊公害調査研究事業（大気汚染物質のモニタリング調
査）

一般 2,224

微小粒子状物質の汚染実態と発生源寄与の解明に関する研究 一般 2,710

環境保全対策推進関連事業の一部（ヒートアイランド実態調査
事業）

一般 246

環境保全対策推進関連事業の一部（ヒートアイランド対策普及
啓発事業）

一般 106

液状化メカニズム解明調査・観測事業（地質調査等） 一般 1,843 再掲

液状化メカニズム解明調査・観測事業（地下水観測井の設置） 一般 6,252 再掲

地質環境調査研究事業（地質環境保全に係る地震・液状化及び
地盤変動に関する調査研究）

一般 4,690

大気中の空間放射線量率や公共用水域
の水・底質等の放射能調査の実施

放射能汚染詳細調査 一般 632

環境講座の開催及び環境研究セン
ター・環境だよりの発行

環境教育推進事業 一般 6,445 本籍

三番瀬再生・保全のための広報活動 三番瀬ミーティング開催事業 一般 140

合　　　　計　（Ａ） 25,288

再掲事業の計　（Ｂ） 8,095

純計　（Ａ）－（Ｂ） 17,193

合　　　　計　（Ａ） 2,222,258

再掲事業の計　（Ｂ） 8,095

純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,214,163

一般 1,391,131

特別 823,032

企業 0

計 2,214,163

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

5
多様な環境問題に関する調査・
研究及び環境情報の提供

PM2.5等に関する調査研究の実施

液状化-流動化現象の調査研究の実施

ヒートアイランド現象に関する調査研
究の実施

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅰ－５－④野生生物の保護と適正管理

生物多様性と生態系の保全の推進 生物多様性保全に係る普及啓発事業等 一般 4,139

野生鳥獣保護施設整備事業 一般 2,142

絶滅危惧種対策事業等 一般 17,847

合　　　　計　（Ａ） 24,128

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 24,128

生息状況調査等の実施 野生鳥獣総合対策事業の一部（野生鹿等調査事業） 一般 10,439 再掲

県による特定外来生物の防除 外来種特別対策事業 一般 100,750

合　　　　計　（Ａ） 111,189

再掲事業の計　（Ｂ） 10,439

純計　（Ａ）－（Ｂ） 100,750

野生鳥獣総合対策事業 一般 358,500 本籍

野生鳥獣保護関連事業の一部（カワウ被害対策事業） 一般 2,363 本籍

鳥獣捕獲の担い手の確保・育成 千葉県射撃場管理運営事業 一般 14,870 本籍

防護・捕獲・生息環境管理対策の推進 イノシシ等有害獣被害防止対策事業 一般 260,780 再掲

房総ジビエなど有害鳥獣の有効利用推
進

「房総ジビエ」活用普及事業 一般 3,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 639,513

再掲事業の計　（Ｂ） 263,780

純計　（Ａ）－（Ｂ） 375,733

合　　　　計　（Ａ） 774,830

再掲事業の計　（Ｂ） 274,219

純計　（Ａ）－（Ｂ） 500,611

一般 500,611

特別 0

企業 0

計 500,611

取組名 事業名 予算事業名 会計

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

2 特定外来生物の早期防除

3 有害鳥獣対策の強化

生息状況調査の実施

９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲

1
生態系の保全と希少な野生生物
の保護・回復

絶滅のおそれのある希少な野生生物の
保護・回復

取組
番号

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅱ－１－①安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり

保健師等による妊婦全戸訪問事業 一般 6,000 再掲

産後ケア推進事業 一般 2,500 再掲

「ちば　マイ　スタイル　ダイアリー
事業」による各ライフステージに応じ
た情報提供

ちば　マイ　スタイル　ダイアリー事業 一般 19,000

人口減少に関するセミナー 一般 500

妊娠・出産に関する正しい知識を普及するためのセミナー 一般 500

不妊相談センター事業 一般 1,335

特定不妊治療費助成事業 一般 820,840

妊婦や乳幼児等の健康を守る体制づく
り

母子保健指導事業 一般 5,628 再掲

合　　　　計　（Ａ） 856,303

再掲事業の計　（Ｂ） 14,128

純計　（Ａ）－（Ｂ） 842,175

「子育て世代包括支援センター」の設
置促進

保健師等による妊婦全戸訪問事業 一般 6,000 本籍

母子保健指導事業 一般 5,628 再掲

産後ケア推進事業 一般 2,500 本籍

母子家庭等就業・自立支援センター事業の一部（就業支援講習
会事業）

一般 8,276 本籍

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 一般 6,666 本籍

特別会計 母子父子寡婦福祉資金貸付事業繰出金 一般 5,741 本籍

母子父子寡婦福祉資金貸付事業 特別 467,355 本籍

児童扶養手当支給事業 一般 699,000 本籍

ひとり親家庭等医療費助成事業 一般 333,000 本籍

子ども医療費の助成 子ども医療費助成事業 一般 6,700,000

私立高等学校等奨学のための給付金 一般 378,000 本籍

私立高等学校等授業料減免事業補助 一般 790,000 本籍

私立高等学校入学金軽減事業補助 一般 89,000 本籍

私立学校経常費補助 一般 34,715,728 再掲

私立中学校等修学支援実証事業 一般 60,000 本籍

生活困窮者自立支援事業（子どもの学習支援事業） 一般 2,700 本籍

生活福祉資金貸付事業推進費補助金 一般 62,351 本籍

生活福祉資金貸付償還金利子補給事業 一般 39 本籍

特別会計　奨学資金繰出金 一般 0 再掲

千葉県奨学資金 特別 806,851 再掲

合　　　　計　（Ａ） 45,138,835

再掲事業の計　（Ｂ） 35,528,207

純計　（Ａ）－（Ｂ） 9,610,628

「働き方改革」推進事業 一般 16,500 再掲

多様な働き方普及推進事業 一般 1,256 再掲

労働分野における正しい理解を進める
ためのセミナー等の実施

労働教育講座 一般 813 再掲

事業所内保育の促進 事業所内保育所整備緊急促進事業 一般 10,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 28,569

再掲事業の計　（Ｂ） 28,569

純計　（Ａ）－（Ｂ） 0

企業などとの連携による男女共同参画
の意識の普及・啓発

男女共同参画推進連携会議 一般 646 本籍

男女共同参画センター事業（相談事業、DV被害者自立サポート
事業以外）と男女共同参画促進事業の一部（地域推進員）

一般 14,283 本籍

男女共同参画促進事業等の一部（アドバイザー派遣、パネルの
巡回展示、市町村担当者研修会）

一般 396

企業向けセミナーの開催 「働き方改革」推進事業 一般 16,500 再掲

仕事と家庭の両立支援に取り組む企業
等の表彰

男女共同参画推進事業所表彰 一般 49 再掲

合　　　　計　（Ａ） 31,874

再掲事業の計　（Ｂ） 16,549

純計　（Ａ）－（Ｂ） 15,325

合　　　　計　（Ａ） 46,055,581

再掲事業の計　（Ｂ） 35,587,453

純計　（Ａ）－（Ｂ） 10,468,128

一般 10,000,773

特別 467,355

企業 0

計 10,468,128

会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

若者のライフデザインの設計に向けた
意識の醸成

施　　　　　策　　　　　計

不妊治療への助成や相談体制の充実

1
結婚や妊娠・出産の希望をかな
えるための支援

取組
番号

取組名 事業名

「子育て世代包括支援センター」の設
置促進

予算事業名

純計の内訳
（会計別）

2
健康で安心な子育て環境づくり
と経済的負担の軽減

4
男女が協力して子育てできる環
境づくり

男女共同参画に関する啓発講座等の実
施

3
働きながら生み育てやすい環境
づくり

ワーク・ライフ・バランスの推進

妊婦や乳幼児等の健康を守る体制づく
り

ひとり親世帯への経済的支援

子どもの修学への支援

再掲

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅱ－１－②地域による子育て支援の充実

保育所緊急整備事業 一般 1,607,000

保育対策総合支援事業の一部（民有地マッチング事業） 一般 5,000

保育所整備促進事業 一般 1,000,000

保育対策総合支援事業の一部（都市部における保育所等への賃
借料支援事業）

一般 250,000

認定こども園の普及促進 認定こども園整備事業 一般 910,000

小規模保育、家庭的保育等、多様な待
機児童対策の推進

地域型保育給付費 一般 1,340,000

事業所内保育の促進 事業所内保育所整備緊急促進事業 一般 10,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 5,122,000

再掲事業の計　（Ｂ） 10,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 5,112,000

ちば保育士・保育所支援センターの活
用による潜在保育士等への就職支援

保育対策総合支援事業の一部（保育士・保育所支援センター運
営事業）

一般 11,376

保育対策総合支援事業の一部（保育士修学資金等貸付事業） 一般 62,143

子ども・子育て支援体制整備総合推進事業の一部（新規卒業者
の確保、就業継続支援事業）

一般 2,278

保育対策総合支援事業の一部（保育教諭確保のための保育士資
格取得支援事業）

一般 688

保育対策総合支援事業の一部（保育士養成施設に対する就職促
進支援事業）

一般 10,145

保育対策総合支援事業の一部（保育士試験による資格取得支援
事業）

一般 11,100

保育士配置改善事業 一般 447,000 本籍

千葉県保育士処遇改善事業 一般 550,000 本籍

保育対策総合支援事業の一部（保育補助者雇用強化事業） 一般 85,277

子ども・子育て支援体制整備総合事業の一部（保育士等キャリ
アアップ研修事業）

一般 12,080

子ども・子育て支援体制整備総合事業の一部（保育の質の向上
のための研修事業）

一般 4,850

認可外保育施設処遇向上事業の一部（認可外保育施設研修事
業）

一般 1,125

保育等専門指導員事業 一般 1,750

合　　　　計　（Ａ） 1,199,812

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,199,812

地域子ども・子育て支援事業の一部（延長保育事業、病児保育
事業）

一般 650,115

保育士配置改善事業 一般 447,000 再掲

地域子ども・子育て支援事業の一部（地域子育て支援拠点事
業）

一般 728,326

子ども・子育て支援整備交付金事業の一部（病児保育施設整備
事業）

一般 49,640

千葉県保育士処遇改善事業 一般 550,000 再掲

保育対策総合支援事業の一部（医療的ケア児保育支援モデル事
業実施）

一般 19,168

地域子育て支援拠点施設等への助成
地域子ども・子育て支援事業の一部（放課後児童健全育成事業
のうち放課後児童健全育成事業）

一般 1,814,006

放課後児童クラブへの助成
子ども・子育て支援整備交付金事業の一部（放課後児童クラブ
整備事業）

一般 247,930

合　　　　計　（Ａ） 4,506,185

再掲事業の計　（Ｂ） 997,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,509,185

企業参画型子育て支援事業（子育て応
援！チーパス事業や『チーバくん』を
活用した子育て応援事業）の推進

企業参画型子育て支援事業（子育て応援！チーパス事業） 一般 35,000

事業所内保育の促進 事業所内保育所整備緊急促進事業 一般 10,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 45,000

再掲事業の計　（Ｂ） 10,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 35,000

合　　　　計　（Ａ） 10,872,997

再掲事業の計　（Ｂ） 1,017,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 9,855,997

一般 9,855,997

特別 0

企業 0

計 9,855,997

2 保育人材の確保と資質の向上

4 企業参画による子育て支援

施　　　　　策　　　　　計

3
多様な子育て支援サービスの充
実

学生等に対する保育士への就業促進

保育士の処遇改善と配置改善

保育士等の資質の向上

再掲

純計の内訳
（会計別）

延長保育や病児保育など多様な保育
ニーズへの対応

予算事業名 会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

1
待機児童の解消に向けた保育所
整備等の促進

取組
番号

取組名 事業名

保育所の整備促進

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策

妊婦や乳幼児等の健康を守る体制づく
り

母子保健指導事業 一般 5,628 本籍

預かり保育推進事業 一般 316,000

私立学校経常費補助（幼稚園等特別支援教育経費） 一般 433,000

私立幼稚園特別支援教育振興事業補助 一般 7,900

子育て支援活動推進事業 一般 100,000

幼稚園教員の人材確保支援事業 一般 200,000

保育士配置改善事業 一般 447,000 再掲

千葉県保育士処遇改善事業 一般 550,000 再掲

思春期保健相談事業 一般 2,241

家庭教育支援事業 一般 2,030 再掲

子どもの読書推進事業 一般 912 再掲

家庭教育支援事業 一般 2,030 再掲

さわやかちば県民プラザ交流事業 一般 596 再掲

キャリア教育推進事業 一般 2,374 再掲

家庭教育支援事業 一般 2,030 再掲

家庭教育支援チーム設置推進事業 一般 3,000 再掲

家庭教育支援事業 一般 2,030 再掲

家庭教育支援チーム設置推進事業 一般 3,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 2,079,771

再掲事業の計　（Ｂ） 1,015,002

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,064,769

ジョブカフェちば事業 一般 139,082 再掲

離職者等再就職訓練事業 一般 1,150,308 再掲

デュアルシステム訓練事業 一般 6,757 再掲

職業訓練校管理費 一般 390,508 再掲

若年無業者等の職業的自立支援 ちば地域若者サポートステーション事業 一般 7,605 再掲

離職者等再就職訓練事業 一般 1,150,308 再掲

デュアルシステム訓練事業 一般 6,757 再掲

職業訓練校管理費 一般 390,508 再掲

合　　　　計　（Ａ） 3,241,833

再掲事業の計　（Ｂ） 3,241,833

純計　（Ａ）－（Ｂ） 0

産後ケア推進事業 一般 2,500 再掲

児童保護措置費の一部（児童自立生活援助事業） 一般 5,514

児童相談所の体制・機能強化
児童相談所虐待防止体制強化事業の一部（子ども家庭110番事
業）

一般 17,603

児童養護施設等のケア単位の小規模化
の推進

次世代育成支援対策施設整備交付金事業 一般 32,478

里親委託の推進 里親委託を推進する事業 一般 34,208

社会的養護自立支援事業 一般 89,416

児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業 一般 12,200

児童虐待対策関係機関強化事業の一部（市町村等児童虐待相談
職員研修・児童虐待防止等担当管理職員研修）

一般 5,084

合　　　　計　（Ａ） 199,003

再掲事業の計　（Ｂ） 2,500

純計　（Ａ）－（Ｂ） 196,503

再掲予算事業名 会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

1
子どもの成長の支援と家庭教育
力の向上

取組
番号

取組名 事業名

Ⅱ－１－③子どもの健やかな成長と自立

2 若者の経済的自立と就労支援

就職に結びつく効果的な職業訓練の実
施

3
児童虐待の防止と社会的養護が
必要な子どもへの支援の充実

市町村の体制・機能強化の促進

保育や幼児教育等の充実

系統的なキャリア教育の推進

人間形成の土台となる家庭教育への支
援

学校・家庭・地域が連携した家庭教育
の推進

正規雇用での就労を希望する若年者に
対する支援

児童養護施設退所者等の自立支援



施策

再掲予算事業名 会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

取組
番号

取組名 事業名

Ⅱ－１－③子どもの健やかな成長と自立

私立高等学校等授業料減免事業補助 一般 790,000 再掲

私立学校経常費補助 一般 34,715,728 再掲

私立高等学校等奨学のための給付金 一般 378,000 再掲

私立高等学校入学金軽減事業補助 一般 89,000 再掲

私立中学校等修学支援実証事業 一般 60,000 再掲

特別会計　奨学資金繰出金 一般 0 再掲

千葉県奨学資金 特別 806,851 再掲

特別支援教育就学奨励費 一般 652,000 再掲

生活福祉資金貸付事業推進費補助金 一般 62,351 再掲

生活福祉資金貸付償還金利子補給事業 一般 39 再掲

生活困窮者自立支援事業（子どもの学習支援事業） 一般 2,700 再掲

保護者の就労への支援 千葉県ジョブサポートセンター事業 一般 35,258 再掲

母子家庭等就業・自立支援センター事業の一部（就業支援講習
会事業）

一般 8,276 再掲

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 一般 6,666 再掲

特別会計 母子父子寡婦福祉資金貸付事業繰出金 一般 5,741 再掲

母子父子寡婦福祉資金貸付事業 特別 467,355 再掲

児童扶養手当支給事業 一般 699,000 再掲

ひとり親家庭等医療費助成事業 一般 333,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 39,111,965

再掲事業の計　（Ｂ） 39,111,965

純計　（Ａ）－（Ｂ） 0

合　　　　計　（Ａ） 44,632,572

再掲事業の計　（Ｂ） 43,371,300

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,261,272

一般 1,261,272

特別 0

企業 0

計 1,261,272

施　　　　　策　　　　　計

子どもの貧困対策の推進

生活困窮者世帯等の子どもへの就学支
援

ひとり親世帯への経済的支援

純計の内訳
（会計別）

4

学校を核とした子どもへの支援

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅱ－２－①志を持ち、失敗を恐れずチャレンジする人材の育成

千葉フィールドミュージアム 一般 6,188 再掲

学校図書館の有効な活用方法に関する調査研究 一般 800 再掲

市町村図書館等支援費 一般 16,994 再掲

図書購入事業 一般 49,848 再掲

学習サポーター派遣事業 一般 140,651

放課後子供教室推進事業 一般 122,530 再掲

地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 一般 35,408 再掲

特別支援学校教育用コンピュータ整備事業 一般 63,430 再掲

校務用パソコン整備事業 一般 142,491 本籍

合　　　　計　（Ａ） 578,340

再掲事業の計　（Ｂ） 295,198

純計　（Ａ）－（Ｂ） 283,142

心の教育推進キャンペーン 一般 2,178 本籍

道徳教育推進プロジェクト事業（心の教育、情報モラル教育除
く）

一般 27,866

林業普及指導事業の一部(教育の森) 一般 150

心の教育推進キャンペーン 一般 2,178 再掲

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 469,832

若者のためのDV予防セミナー 一般 1,200 再掲

デートＤＶ相談カード等の作成・配付 一般 448 再掲

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 1,020

被害者等支援に関する広報 一般 180 再掲

その他 サイバー犯罪のための広報啓発活動 一般 263 再掲

合　　　　計　（Ａ） 505,315

再掲事業の計　（Ｂ） 4,269

純計　（Ａ）－（Ｂ） 501,046

体育･保健体育科教科主任等研修会の一部（体育の授業マイス
ター認定事業）

一般 45

いきいきちばっ子健康・体力づくり推進事業の一部「遊・友ス
ポーツランキングちば」

一般 35

いきいきちばっ子健康・体力づくり推進事業の一部運動能力証
交付事業

一般 357

武道等指導充実・資質向上支援事業 一般 1,446

スポーツエキスパート活用事業 一般 2,954

千葉県体育・スポーツ推進事業 一般 2,900 再掲

薬物乱用防止対策事業 一般 589

「性に関する教育」普及指導事業 一般 593

水産物消費・食育対策事業 一般 888 本籍

ちば食育活動促進事業 一般 4,703 再掲

いきいきちばっ子食育推進事業 一般 2,900

学校給食指導事業 一般 4,207

合　　　　計　（Ａ） 21,617

再掲事業の計　（Ｂ） 7,603

純計　（Ａ）－（Ｂ） 14,014

ちば新農業人サポート事業（農家後継ぎ等就農促進） 一般 1,540 再掲

キャリア支援事業 一般 960 本籍

スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール 一般 4,000 本籍

地域を支える人材の育成 新規漁業者確保定着支援事業（水産業インターンシップ） 一般 653

障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の一部（特別支援学
校早期訓練コース）

一般 3,888 再掲

キャリア教育推進事業 一般 2,374 本籍

「お兄さん、お姉さんと学ぼう」事業 一般 336

県立学校教育用コンピュータの整備 一般 587,716

さわやかちば県民プラザ施設管理費 一般 171,413 再掲

さわやかちば県民プラザ学習・研修事業 一般 1,091 本籍

さわやかちば県民プラザ交流事業 一般 596 本籍

合　　　　計　（Ａ） 774,567

再掲事業の計　（Ｂ） 176,841

純計　（Ａ）－（Ｂ） 597,726

予算事業名 会計 再掲

子どもたちの主体的な学びを支える取
組の充実

1
人生を主体的に切り拓くための
学びの確立

取組
番号

取組名 事業名
９月補正後予算額
(単位：千円）

授業力の向上による学びの深化

読書活動や体験活動を通じた学習意欲
の向上

2
道徳性を高める実践的人間教育
の推進

自他共に尊重し命を大切にする心の教
育の推進

4
社会的・職業的に自立し地域で
活躍する人材の育成

3
生きる力の基本となる健康・体
力づくりの推進

体力向上を主体的に目指す子どもの育
成

子どもの健康を守る学校保健の充実

食を通じた健康づくりの推進

豊かな人間性を育む千葉ならではの道
徳教育の展開

五感を通して学ぶ体験活動の推進

系統的なキャリア教育の推進

企業や大学・研究機関等との連携によ
る職場体験等の充実

子どもや若者の社会参加の促進



施策 Ⅱ－２－①志を持ち、失敗を恐れずチャレンジする人材の育成

予算事業名 会計 再掲
取組
番号

取組名 事業名
９月補正後予算額
(単位：千円）

学校体育実技の一部（武道）認定・指導者養成講習会等 一般 150

ふさの国文化財ナビゲーション 一般 587 本籍

県立博物館情報システム事業（デジタルミュージアム） 一般 22,943 本籍

授業に役立つ県立博物館プロジェクト 一般 400

出土文化財管理活用事業 一般 7,470 本籍

千葉の食文化まるごと体験事業 一般 276 本籍

郷土芸能公開普及事業 一般 1,457 本籍

管理指導事業 一般 2,563

文化財保存整備事業 一般 42,400 再掲

県有文化財管理活用事業 一般 1,587 再掲

ちば文化発信プロジェクト 一般 18,070 本籍

アジア経済研究所負担金（幕張アジアアカデミー） 一般 172 再掲

オリンピック・パラリンピックを活用した教育推進事業 一般 9,900 本籍

国際教育交流推進事業 一般 16,000

高校生海外留学助成事業 一般 15,000 本籍

グローバル人材育成事業 一般 29,505 本籍

語学指導等を行う外国青年招致事業 一般 1,619 再掲

英語教育強化推進事業 一般 2,540 本籍

語学指導等を行う外国青年招致事業 一般 217,282

外国語による情報提供 一般 1,645 再掲

外国人児童生徒等教育相談員派遣事業 一般 9,142 本籍

外国人児童生徒等の教育に関する協議会 一般 49

合　　　　計　（Ａ） 400,757

再掲事業の計　（Ｂ） 47,423

純計　（Ａ）－（Ｂ） 353,334

合　　　　計　（Ａ） 2,280,596

再掲事業の計　（Ｂ） 531,334

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,749,262

一般 1,749,262

特別 0

企業 0

計 1,749,262

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

5
郷土と国を愛する心と世界を舞
台に活躍する能力の育成

外国人児童生徒等の受入体制の整備

郷土と国の歴史や伝統文化等について
学ぶ教育の推進

多様な文化を認め合う国際社会の担い
手の育成

外国語教育の充実

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅱ－２－②ちばのポテンシャルを生かした教育立県の土台づくり

高等学校再編事業 一般 602,500

工業高校企業等連携推進事業 一般 3,384

県立高等学校再編事業 一般 2,000

夜間定時制高等学校夕食費補助事業 一般 8,100

私立幼稚園教育振興事業補助 一般 117,292

私立学校経常費補助 一般 34,715,728 本籍

私学教育振興財団退職資金事業補助 一般 609,000

幼稚園等初任者研修 一般 5,196 再掲

幼児教育の推進体制構築事業 一般 5,158 再掲

地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 一般 35,408 再掲

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 4,929

県立学校における「コミュニティ・スクール」設置事業 一般 629 本籍

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）実践研究事業 一般 612

地域連携アクティブスクールの設置 一般 10,508 本籍

豊かな学びを支える学校・学習環境づ
くり

小中一貫教育推進事業 一般 1,871

合　　　　計　（Ａ） 36,122,315

再掲事業の計　（Ｂ） 45,762

純計　（Ａ）－（Ｂ） 36,076,553

熱意あふれる人間性豊かな教員の採用 教職インターンシップ（ちば！教職たまごプロジェクト） 一般 627

学校職員等に対するDV対応研修 一般 60 再掲

「魅力ある授業づくりの達人」認定事業 一般 390

「若手教員育成推進員」活用事業 一般 2,715

教職員の研修事業 一般 18,960

子どもの多様化に対応したきめ細かい
教育の推進

きめ細かな指導等のための非常勤講師配置事業 一般 462,588

校務用パソコン整備事業 一般 142,491 再掲

地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 一般 35,408 再掲

特別非常勤講師配置事業 一般 16,043

県立学校校務用コンピュータの整備 一般 4,970

学校問題解決支援対策事業 一般 652

合　　　　計　（Ａ） 684,904

再掲事業の計　（Ｂ） 177,959

純計　（Ａ）－（Ｂ） 506,945

地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 一般 35,408 再掲

放課後子供教室推進事業 一般 122,530 再掲

いじめ防止対策等推進事業の一部（いじめ問題対策推進に関す
る有識者会議等）

一般 529

いじめ防止対策等推進事業の一部（教育相談事業） 一般 61,247 本籍

いじめ防止対策等推進事業の一部（スクールアドバイザー派遣
事業）

一般 10,595

いじめ防止対策等推進事業の一部（スクールカウンセラー等配
置事業）

一般 624,034

いじめ防止対策等推進事業の一部（スクールアドバイザー派遣
事業）

一般 6,321

いじめ防止等のための啓発活動の推進 いじめ防止対策等推進事業の一部（いじめ関連啓発資料作成） 一般 2,838

インターネットを通じて行われるいじ
めへの対策の推進

道徳教育プロジェクトの一部（情報モラル教育研修会への講師
派遣）

一般 2,400

合　　　　計　（Ａ） 865,902

再掲事業の計　（Ｂ） 157,938

純計　（Ａ）－（Ｂ） 707,964

教職員の専門性の向上をはじめとした
幼児教育の質の向上

幼稚園等初任者研修 一般 5,196 本籍

小学校就学前教育から初等教育への円
滑な接続

幼児教育の推進体制構築事業 一般 5,158 本籍

合　　　　計　（Ａ） 10,354

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 10,354

4
人格形成の基礎を培う幼児教育
の充実

3

９月補正後予算額
(単位：千円）

2
教育現場の重視と教職員の質・
教育力の向上

いじめ防止対策の推進

公立学校と私立学校の連携の推進

地域に開かれた魅力ある学校づくり

信頼される質の高い教員の養成

教職員の負担軽減と学校問題解決のた
めの支援

いじめの予防や早期発見のための取組
の推進

いじめ防止等のための人材の確保と資
質の向上

予算事業名 会計

私立学校の振興

1
人間形成の場としての活力ある
学校づくり

魅力ある高等学校づくり

取組
番号

取組名 事業名 再掲



施策 Ⅱ－２－②ちばのポテンシャルを生かした教育立県の土台づくり
９月補正後予算額
(単位：千円）

予算事業名 会計
取組
番号

取組名 事業名 再掲

さわやかちば県民プラザ学習・研修事業 一般 1,091 再掲

千葉県教育支援委員会 一般 902 本籍

教育相談事業（総合教育センター） 一般 5,766 本籍

地域子ども・子育て支援事業の一部（放課後児童健全育成事業
のうち障害児受入推進事業)

一般 207,222

特別支援学校教育用コンピュータ整備事業 一般 63,430 本籍

特別支援学校校務用コンピュータ整備事業 一般 3,240

特別支援アドバイザー事業 一般 59,286 本籍

特別支援学校非常勤講師配置事業 一般 3,089

高等学校特別支援教育支援員配置事業 一般 22,122

高等学校特別支援教育専門家チーム派遣事業 一般 291

特別支援教育体制整備事業 一般 847

医療的ケア運営会議 一般 92

修学旅行等安全対策事業 一般 7,887

特別支援学校高等部入学選考業務 一般 421

特別支援学校自立活動運営事業 一般 1,656 再掲

特別支援学校看護師等指導事業 一般 2,527

特別支援学校整備事業 一般 52,450

特別支援学校スクールバス運行業務委託 一般 398,000

看護師配置事業 一般 179,328

特別支援学校自立活動運営事業 一般 1,656 再掲

障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の一部（特別支援学
校早期訓練コース）

一般 3,888 再掲

特別支援学校就労支援等教員研修事業 一般 1,015

特別支援学校職業指導委嘱講師配置事業 一般 4,746

研究指定校（教育課程）の指定事業 一般 222 再掲

特別支援アドバイザー事業 一般 59,286 再掲

医療的ケア担当者の専門性向上研修 一般 802

特別支援学校自立活動運営事業 一般 1,656 本籍

特別支援学校新教育課程研究協議会 一般 25

特別支援教育研究推進会議 一般 1,845

特別支援学校教諭免許法認定講習 一般 2,140

研究指定校（教育課程）の指定事業 一般 222 本籍

合　　　　計　（Ａ） 1,087,150

再掲事業の計　（Ｂ） 67,799

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,019,351

市町村図書館等支援費 一般 16,994 再掲

さわやかちば県民プラザ交流事業 一般 596 再掲

おはなし夢空間 一般 19

家庭教育支援事業 一般 2,030 再掲

子どもの読書推進事業 一般 912 本籍

放課後子供教室推進事業 一般 122,530 再掲

図書購入事業 一般 49,848 再掲

学校図書館の有効な活用方法に関する調査研究 一般 800 本籍

読み聞かせ講座 一般 30

子どもの読書推進事業 一般 912 再掲

市町村図書館等支援費 一般 16,994 本籍

子どもの読書推進事業 一般 912 再掲

中央図書館電算管理費 一般 73,686 本籍

図書購入事業 一般 49,848 本籍

「千葉県立図書館の今後の在り方」検討事業 一般 5,700

図書館施設整備事業 一般 8,565 本籍

合　　　　計　（Ａ） 350,376

再掲事業の計　（Ｂ） 193,822

純計　（Ａ）－（Ｂ） 156,554

6 読書県「ちば」の推進

家庭や地域における子どもの読書活動
への支援

学校等における読書活動の推進

県立図書館を核とする県内図書館ネッ
トワークの再構築・充実

5
一人一人の教育的ニーズに応じ
た特別支援教育の推進

早期からの教育相談と支援体制の充実

連続性のある「多様な学びの場」と支
援の充実

特別支援学校の整備と機能の充実

卒業後の豊かな生活に向けた支援の充
実

特別支援教育に関する教員の専門性の
向上



施策 Ⅱ－２－②ちばのポテンシャルを生かした教育立県の土台づくり
９月補正後予算額
(単位：千円）

予算事業名 会計
取組
番号

取組名 事業名 再掲

私立学校耐震化緊急促進事業 一般 931,000 再掲

非構造部材対策事業 一般 1,130,000 本籍

県立学校老朽化対策事業 一般 366,000

県立学校総合安全対策事業 一般 227,819

県立学校空調設備整備事業 一般 144,000

博物館施設整備事業 一般 3,960

地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 一般 35,408 再掲

ちばっ子安全・安心推進事業 一般 3,958 本籍

学校安全教育推進事業 一般 1,262 再掲

交通安全教育の充実 一般 3,358

学校安全教育推進事業 一般 1,262 本籍

合　　　　計　（Ａ） 2,848,027

再掲事業の計　（Ｂ） 967,670

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,880,357

合　　　　計　（Ａ） 41,969,028

再掲事業の計　（Ｂ） 1,610,950

純計　（Ａ）－（Ｂ） 40,358,078

一般 40,358,078

特別 0

企業 0

計 40,358,078

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

7
安全・安心な学びの場づくりの
推進

自転車等の交通安全教育、通学路等で
の防犯教育の充実

校舎等の計画的な整備、バリアフリー
化の促進

東日本大震災を教訓とした防災教育の
充実

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅱ－２－③教育の原点としての家庭の力の向上と人づくりのための連携

家庭教育支援事業 一般 2,030 本籍

家庭教育支援チーム設置推進事業 一般 3,000 本籍

家庭教育支援事業 一般 2,030 再掲

家庭教育支援チーム設置推進事業 一般 3,000 再掲

親となってかけがえのない子育てを行
うための教育の推進

家庭教育支援事業 一般 2,030 再掲

合　　　　計　（Ａ） 12,090

再掲事業の計　（Ｂ） 7,060

純計　（Ａ）－（Ｂ） 5,030

地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 一般 35,408 本籍

県立学校における「コミュニティ・スクール」設置事業 一般 629 再掲

放課後子供教室推進事業 一般 122,530 本籍

教育振興基本計画推進事業 一般 235

高等教育機関との連携 柏の葉アカデミア講座 一般 144 本籍

キャリア支援事業 一般 960 再掲

スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール 一般 4,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 163,906

再掲事業の計　（Ｂ） 5,589

純計　（Ａ）－（Ｂ） 158,317

生活困窮者自立支援事業 一般 42,978 再掲

特別支援教育就学奨励費 一般 652,000 本籍

いじめ防止対策等推進事業の一部（教育相談事業） 一般 61,247 再掲

いじめ防止対策等推進事業の一部（不登校支援事業等） 一般 9,810

千葉県教育支援委員会 一般 902 再掲

学び直しなどの再チャレンジに対する
支援の充実

地域連携アクティブスクールの設置 一般 10,508 再掲

私立高等学校等授業料減免事業補助 一般 790,000 再掲

私立高校入学金軽減事業補助 一般 89,000 再掲

私立中学校等修学支援実証事業 一般 60,000 再掲

家庭教育支援事業 一般 2,030 再掲

家庭教育支援チーム設置推進事業 一般 3,000 再掲

地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 一般 35,408 再掲

特別会計　奨学資金繰出金 一般 0 本籍

千葉県奨学資金 特別 806,851 本籍

合　　　　計　（Ａ） 2,563,734

再掲事業の計　（Ｂ） 1,095,073

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,468,661

合　　　　計　（Ａ） 2,739,730

再掲事業の計　（Ｂ） 1,107,722

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,632,008

一般 825,157

特別 806,851

企業 0

計 1,632,008

９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲

1 親の学びと家庭教育への支援

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計

純計の内訳
（会計別）

3 学びのネットワークの構築

施　　　　　策　　　　　計

子どもや家庭に対する相談支援体制の
充実

人間形成の土台となる家庭教育への支
援

学校・家庭・地域が連携した家庭教育
の推進

経済的・家庭的理由など様々な困難へ
の支援

2
子どもを育む学校・家庭・地域
の連携

県教育委員会と市町村、私学等との連
携強化

学校を核とした地域コミュニティの構
築と子どもの学びへの支援

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅱ－２－④多様化する青少年問題への取組

困難を有する子ども・若者支援のため
の関係機関との連携強化

子ども・若者育成支援推進事業（子ども・若者支援協議会等） 一般 275 本籍

千葉県子ども・若者総合相談センター
の相談体制の充実

子ども・若者育成支援推進事業（子ども・若者総合相談セン
ター事業）

一般 15,605

青少年総合対策本部事業 一般 1,124

千葉県青少年総合プラン推進事業 一般 246

合　　　　計　（Ａ） 17,250

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 17,250

非行防止に関する広報啓発事業 青少年非行防止対策事業 一般 892

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 4,979 本籍

少年補導員活動の推進 少年補導員活動 一般 4,709

タッチヤング活動の推進 タッチヤング活動 一般 334

少年サポート活動 一般 88

非行少年を生まない社会づくりの推進 一般 232

「電話de詐欺」少年加担抑止事業 一般 3,000 再掲

広報啓発活動の推進 一般 376

少年補導専門員委託教養 一般 316

少年事件及び福祉犯罪の取締りの推進 少年事件及び福祉犯罪の取締まり 一般 101

危険ドラッグ対策事業 一般 1,893

薬物乱用防止等広報啓発活動 一般 326

合　　　　計　（Ａ） 17,246

再掲事業の計　（Ｂ） 3,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 14,246

青少年相談員活動の充実 青少年相談員設置事業 一般 22,870

青少年育成関係団体等との連携 千葉県青少年協会助成事業 一般 27,994

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 4,979 再掲

困難を有する子ども・若者支援のため
の関係機関との連携強化

子ども・若者育成支援推進事業 一般 275 再掲

その他 青少年女性会館運営事業 一般 29,002

合　　　　計　（Ａ） 85,120

再掲事業の計　（Ｂ） 5,254

純計　（Ａ）－（Ｂ） 79,866

子ども・若者にとって有害な環境の浄
化

青少年の社会環境づくり事業 一般 774

青少年ネット被害防止対策事業 一般 4,946

少年を取り巻くインターネット環境浄化活動 一般 55

インターネット等の適切な利用に向け
た広報啓発の推進

青少年ネット被害防止対策事業 一般 550

合　　　　計　（Ａ） 6,325

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 6,325

合　　　　計　（Ａ） 125,941

再掲事業の計　（Ｂ） 8,254

純計　（Ａ）－（Ｂ） 117,687

一般 117,687

特別 0

企業 0

計 117,687

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

3
多様な主体による取組と関係機
関の機能強化

4
子どもを守る環境の整備と情報
化社会への対応

スマートフォン・インターネット被害
防止対策の推進

2 非行・犯罪防止と立直り支援
少年サポート活動の推進

薬物乱用防止等広報啓発活動の推進

1
困難な状況や、特に配慮を要す
る子ども・親の支援 その他

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅲ－１－①千葉の「宝」を生かした観光立県の推進と移住・定住の促進

観光地魅力アップ整備事業 一般 300,000

東京オリンピック・パラリンピックに向けた受入体制の整備
（多言語観光案内板整備事業）

一般 10,000 本籍

千葉県スポーツコンシェルジュ運営事業 一般 24,500 再掲

宿泊・滞在型観光推進事業 一般 40,000 本籍

大規模イベント支援事業 一般 30,000

ちばの観光掘り起こし隊を活用した地域観光振興事業 一般 1,000 再掲

新たな観光地域づくりに係る調査検討事業 一般 8,000 本籍

千葉県フィルムコミッション運営事業 一般 29,700 本籍

千葉県映画・テレビ等撮影支援事業 一般 20,000

食のおもてなし力向上事業 一般 8,000 本籍

宿泊・滞在型観光推進事業 一般 40,000 再掲

関東観光広域連携キャンペン事業負担金 一般 600

県内発着バスツアー優待プロモーション事業 一般 10,000

鉄道を活用した周遊観光プロモーション事業 一般 25,000 本籍

印旛沼流域かわまちづくりの推進 統合河川環境整備事業 一般 112,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 658,800

再掲事業の計　（Ｂ） 177,500

純計　（Ａ）－（Ｂ） 481,300

「観光地経営」の視点に立った観光地
づくりの促進

ちばの観光掘り起こし隊を活用した地域観光振興事業 一般 1,000 本籍

観光統計調査事業 一般 8,500

新たな観光地域づくりに係る調査検討事業 一般 8,000 再掲

期間限定アンテナショップ事業 一般 24,000 本籍

オール千葉おもてなし推進事業 一般 7,000

海外観光ゲストへのおもてなし力向上事業 一般 10,000

東京オリンピック・パラリンピックに向けた受入体制の整備
（外国語による観光ボランティア養成事業）

一般 2,000

観光事業者の経営基盤の強化 中小企業振興資金事業 一般 190,000,000 再掲

千葉県観光振興事業補助金 一般 69,545

千葉県優良県産品推奨協議会負担金 一般 1,000

伝統工芸品産業振興事業 一般 4,664

県産農林水産物販路拡大支援事業 一般 7,955

地域発ブランド化推進事業 一般 7,700

水産物産地づくり対策事業 一般 1,691 再掲

合　　　　計　（Ａ） 190,153,055

再掲事業の計　（Ｂ） 190,009,691

純計　（Ａ）－（Ｂ） 143,364

観光ちば全国発信事業の一部 一般 57,575

鉄道を活用した周遊観光プロモーション事業 一般 25,000 再掲

期間限定アンテナショップ事業 一般 24,000 再掲

観光ちば全国発信事業の一部 一般 28,925

観光商談会事業 一般 10,000

千葉県観光物産情報ラジオPR事業 一般 7,000

北関東・南東北や近都県からの観光誘客プロモーション事業 一般 14,200

千葉県観光情報館「チーバくんプラザ」運営事業 一般 14,256

ICT活用による効果的な情報発信の推進 観光情報発信ウェブサイトの管理・運営事業 一般 10,000

修学旅行や自然体験学習など団体旅行
の誘致

教育旅行誘致事業 一般 3,000

「グリーン・ブルーツーリズムinちば」推進事業 一般 8,651 再掲

「千葉の海」丸ごと満喫事業 一般 2,740 再掲

千葉の魅力発信推進事業 一般 184,000 本籍

新聞紙面購入 一般 11,907

紙面広報委託 一般 13,259

テレビ広報事業 一般 102,858

ラジオ広報事業 一般 42,404

県民だよりの発行 一般 269,937

千葉県ホームページ運営事業 一般 5,466

第２期WEBコンテンツマネジメントシステム（ＣＭＳ）導入事
業（第2期千葉県ホームページリニューアル事業）

一般 9,982

千葉の魅力発信推進事業の一部 一般 4,746 再掲

千葉の魅力発信推進事業の一部 一般 32,454 再掲

合　　　　計　（Ａ） 882,360

再掲事業の計　（Ｂ） 97,591

純計　（Ａ）－（Ｂ） 784,769

アクアライン・圏央道を活用した観光
の情報発信

農林水産物直売所や大規模集客施設と
連携した県産農林水産物の販売促進

その他

再掲

2 観光産業の競争力強化

3
戦略的な国内観光プロモーショ
ンの展開

ICTの活用等による観光マーケティン
グ・リサーチの強化

観光産業に携わる質の高い人材の確
保・育成

県産品の開発・ブランド化・販路開拓
等の支援

季節やテーマに応じた観光キャンペー
ンの実施

旅行会社・メディア等への積極的なプ
ロモーションの展開

1
何度でも訪れたくなる魅力ある
観光地づくり

観光関連施設の整備

地域資源を活用した新たな観光需要の
開拓

周遊型観光・宿泊型観光の推進

鉄道事業者やバス事業者等と連携した
新たな観光メニューづくり及び二次交
通活用の仕組みづくり

９月補正後予算額
(単位：千円）

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計



施策 Ⅲ－１－①千葉の「宝」を生かした観光立県の推進と移住・定住の促進

再掲
９月補正後予算額
(単位：千円）

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計

外国人観光客向けプロモーション事業 一般 44,454 再掲

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 20,000 再掲

海外メディアを活用した観光情報発信事業 一般 10,600 再掲

訪日教育旅行誘致事業 一般 34,986 再掲

外国人観光客の受入体制整備事業 一般 9,000 再掲

訪日外国人観光客誘致キャンペーン事業 一般 18,295

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 40,600 再掲

パラリンピック選手のキャンプ受入体制整備事業補助金 一般 6,000 再掲

キャンプ・国際大会誘致・受入事業 一般 5,500 再掲

外国人観光客向け千葉県周遊コースＰＲ事業 一般 5,000 本籍

千葉県フィルムコミッション運営事業 一般 29,700 再掲

成田空港・羽田空港を中心とした広域
連携による誘客促進

訪日観光連携事業 一般 2,640 本籍

外国人観光客の受入体制整備事業 一般 9,000 再掲

港湾直轄事業負担金 一般 490,000 再掲

訪日教育旅行の推進 訪日教育旅行誘致事業 一般 34,986 本籍

東京オリンピック・パラリンピックCHIBA推進会議事業 一般 18,500

パラリンピック選手のキャンプ受入体制整備事業補助金 一般 6,000 再掲

外国人観光客誘致のための公衆無線ＬＡＮ環境整備事業 一般 100,000

東京オリンピック・パラリンピックに向けた受入体制の整備
（多言語観光案内板整備事業）

一般 10,000 再掲

外国人観光客の受入体制整備事業 一般 9,000 本籍

市町村や関係団体等との連携による
MICEの誘致

国際会議開催補助金 一般 20,000 再掲

公益財団法人ちば国際コンベンション
ビューローを通じたMICEの誘致・開催
支援

（公財）ちば国際コンベンションビューロー事業費補助金 一般 94,356 再掲

合　　　　計　（Ａ） 1,018,617

再掲事業の計　（Ｂ） 830,196

純計　（Ａ）－（Ｂ） 188,421

市町村の移住関連情報や地域で実現で
きるライフスタイルの発信

移住・定住促進事業の一部 一般 10,057

移住・定住促進事業の一部 一般 4,943

地域しごと支援センターちば事業 一般 27,000 再掲

県外からの就職希望者への仕事やくら
し情報の一元的な提供

地域しごと支援センターちば事業 一般 27,000 本籍

合　　　　計　（Ａ） 69,000

再掲事業の計　（Ｂ） 27,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 42,000

合　　　　計　（Ａ） 192,781,832

再掲事業の計　（Ｂ） 191,141,978

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,639,854

一般 1,639,854

特別 0

企業 0

計 1,639,854

クルーズ船誘致に向けた環境整備

ICT等を活用した訪日外国人の受入体制
の整備

東アジア・東南アジア等を重点市場と
した観光プロモーションの強化

情報発信を含めた効果的な外国人観光
客の誘致促進

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

4
東京オリンピック・パラリン
ピックを契機としたインバウン
ドの推進

5
地域の特性を生かした移住・定
住の促進

市町村と連携した県外での移住相談
会・セミナー等の開催や、地域に訪
れ、その暮らしを実際に体験できるモ
ニターツアーの実施

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅲ－１－②国際都市として発展するＣＨＩＢＡづくり

国際交流員設置事業 一般 5,482

姉妹州との交流支援事業 一般 2,408

知事トップセールス（国際課分） 一般 1,800

デュッセルドルフ市との交流事業 一般 4,158

在外千葉県人会活動支援 一般 1,444

世界に向けた千葉の魅力発信推進事業 一般 58,406

草の根情報発信推進事業 一般 1,688

外国プレスを活用した海外への情報発信事業 一般 906

アジア経済研究所負担金（幕張アジアアカデミー） 一般 172 本籍

語学指導等を行う外国青年招致事業 一般 1,619 本籍

高校生海外留学助成事業 一般 15,000 再掲

英語教育強化推進事業 一般 2,540 再掲

グローバル人材育成事業 一般 29,505 再掲

合　　　　計　（Ａ） 125,128

再掲事業の計　（Ｂ） 47,045

純計　（Ａ）－（Ｂ） 78,083

多文化共生社会づくり推進事業 一般 2,730

外国語による情報提供 一般 1,645 本籍

外国人県民の地域社会への参加促進と支援
体制整備

通訳ボランティア養成事業 一般 6,000

外国人児童生徒等の受入体制の整備 外国人児童生徒等教育相談員派遣事業 一般 9,142 再掲

その他 外国籍DV被害者等支援事業 一般 216 再掲

合　　　　計　（Ａ） 19,733

再掲事業の計　（Ｂ） 9,358

純計　（Ａ）－（Ｂ） 10,375

中小企業海外販路拡大支援事業 一般 7,311 本籍

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 40,600 本籍

日本貿易振興機構千葉貿易情報センター支援事業 一般 18,963 本籍

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 40,600 再掲

中小企業海外販路拡大支援事業 一般 7,311 再掲

産業支援技術研究所運営費の一部 一般 684 再掲

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 40,600 再掲

トップセールス戦略的フォローアップ事業 一般 6,664 本籍

千葉の"食"産業海外販路拡大支援事業 一般 2,784 本籍

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 40,600 再掲

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 40,600 再掲

県産水産物加工・流通・輸出拠点施設整備事業 一般 30,360 再掲

合　　　　計　（Ａ） 277,077

再掲事業の計　（Ｂ） 200,755

純計　（Ａ）－（Ｂ） 76,322

外国人観光客向けプロモーション事業 一般 44,454 本籍

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 20,000 本籍

訪日教育旅行誘致事業 一般 34,986 再掲

外国人観光客の受入体制整備事業 一般 9,000 再掲

海外メディアを活用した観光情報発信事業 一般 10,600 本籍

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 40,600 再掲

成田空港・羽田空港を中心とした広域連携
による誘客促進

訪日観光連携事業 一般 2,640 再掲

情報発信を含めた効果的な外国人観光客の
誘致促進

外国人観光客向け千葉県周遊コースＰＲ事業 一般 5,000 再掲

東京オリンピック・パラリンピックに向けた受入体制の整備
（多言語観光案内板整備事業）

一般 10,000 再掲

外国人観光客の受入体制整備事業 一般 9,000 再掲

訪日教育旅行の推進 訪日教育旅行誘致事業 一般 34,986 再掲

その他 世界に向けた千葉の魅力知事トップセールス 一般 10,066

合　　　　計　（Ａ） 231,332

再掲事業の計　（Ｂ） 146,212

純計　（Ａ）－（Ｂ） 85,120

公益財団法人ちば国際コンベンション
ビューローを通じたMICEの誘致・開催支援

（公財）ちば国際コンベンションビューロー事業費補助金 一般 94,356 本籍

市町村や関係団体等との連携によるMICEの
誘致

国際会議開催補助金 一般 20,000 本籍

幕張メッセの機能向上と展示会・イベント
等の積極的誘致

日本コンベンションセンター国際展示場事業 特別 2,542,400

合　　　　計　（Ａ） 2,656,756

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,656,756

合　　　　計　（Ａ） 3,310,026

再掲事業の計　（Ｂ） 403,370

純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,906,656

一般 364,256

特別 2,542,400

企業 0

計 2,906,656

再掲

2
外国人県民にも暮らしやすい県
づくり

3
県内企業の海外取引と県産農林
水産物の輸出の促進

海外販路拡大セミナー等の開催

外国人県民向けの多言語による情報提供と
相談体制の充実

貿易・投資相談の実施

国際展開に係る実務支援の実施

海外に向けたPRと商談機会の創出

輸出に取り組む団体への支援

純計の内訳
（会計別）

4
海外プロモーション等による観
光客の誘致促進

東アジア・東南アジア等を重点市場とした
観光プロモーションの強化

5
ＭＩＣＥの誘致促進と幕張メッ
セの競争力強化

施　　　　　策　　　　　計

ICT等を活用した訪日外国人の受入体制の
整備

1 国際交流、国際協力の活発化

姉妹州・友好都市との国際交流の推進

海外に向けた本県の魅力等の情報発信

多様な文化を認め合う国際社会の担い手の
育成

９月補正後予算額
(単位：千円）

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅲ－２－①県経済の活力を生み出す産業の育成と企業立地の促進

京葉臨海コンビナートの生産性の向上や事業
環境の改善

立地企業補助金 一般 500,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 500,000

再掲事業の計　（Ｂ） 500,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 0

健康・医療ものづくり産業等への新規参入支
援

地域連携による健康・医療ものづくり推進事業 一般 66,700 本籍

ものづくり中小企業におけるIoT等の活用に
向けた支援

産業振興課運営費の一部 一般 312

多様な産業集積や豊富な地域資源を生かした
地域産業の育成

千葉のポテンシャルを活かした地域産業活性化事業 一般 36,000 再掲

かずさＤＮＡ研究所修繕事業 一般 19,000 本籍

かずさＤＮＡ研究所研究促進事業 一般 1,073,209 本籍

海洋再生可能エネルギーの導入促進 海洋再生可能エネルギー導入・産業創出研究事業 一般 2,500 本籍

本県の特色を生かした水素の利活用の検討 千葉県水素エネルギー関連産業振興プラットフォーム運営事業 一般 1,900 本籍

合　　　　計　（Ａ） 1,199,621

再掲事業の計　（Ｂ） 36,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,163,621

専門人材を活用した産学官・企業間連携の促
進

新事業・新産業創出支援事業の一部 一般 27,435 本籍

新事業・新産業創出支援事業の一部 一般 27,435 再掲

東葛テクノプラザ管理運営事業の一部 一般 160

ネットワーク活動による産学官連携の推進 新事業・新産業創出支援事業の一部 一般 857

健康・医療ものづくり産業等への新規参入支
援

地域連携による健康・医療ものづくり推進事業 一般 66,700 再掲

かずさＤＮＡ研究所修繕事業 一般 19,000 再掲

かずさＤＮＡ研究所研究促進事業 一般 1,073,209 再掲

東葛テクノプラザ管理運営事業の一部 一般 242,417

東葛テクノプラザ設備整備事業 一般 3,500

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
ター管理事業）

一般 27,200

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 6,110 本籍

東京大学連携型起業家育成支援事業 一般 3,450

民間団体と連携したベンチャー企業の育成
「ベンチャークラブちば」によるリーディングカンパニーの育
成支援事業

一般 2,300

合　　　　計　（Ａ） 1,499,773

再掲事業の計　（Ｂ） 1,186,344

純計　（Ａ）－（Ｂ） 313,429

地域産業実用化技術研究事業 一般 5,800

産業支援技術研究所運営費の一部 一般 79,995

産業振興センター運営事業 一般 100,793

受託研究事業 一般 18,589

中小企業等技術力高度化支援研修事業（中小企業等技術高度化
支援研修）

一般 585

中小企業等技術力高度化支援研修事業（中小企業等支援担当者
研修）

一般 287

産業支援技術研究所施設設備整備事業 一般 38,419

海外製品規格への対応の支援 産業支援技術研究所運営費の一部 一般 684 本籍

知的財産の保護及び活用支援 新事業・新産業創出支援事業の一部 一般 2,454

職業訓練校管理費 一般 390,508 再掲

ちば企業人スキルアップセミナー事業 一般 6,674 再掲

合　　　　計　（Ａ） 644,788

再掲事業の計　（Ｂ） 397,182

純計　（Ａ）－（Ｂ） 247,606

戦略的企業誘致推進事業 一般 18,562 本籍

空き公共施設等を活用した企業進出支援事業 一般 18,000 本籍

立地企業補助金 一般 500,000 本籍

企業誘致広報関連事業 企業 459

マザー工場化や事業の高度化に伴う県内企業
の再投資への支援

立地企業補助金 一般 500,000 再掲

外資系企業誘致事業 一般 3,240 本籍

外資系企業賃料補助事業 一般 4,280 本籍

ちば投資サポートセンター事業 一般 9,300 本籍

工業団地整備事業 一般 2,000

工業団地整備事業 特別 1,762,000

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 6,110 再掲

関連施設整備等事業 一般 7,634

公的施設等用地確保事業 一般 751,805

かずさアカデミアホール事業 一般 426,500

合　　　　計　（Ａ） 4,009,890

再掲事業の計　（Ｂ） 506,110

純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,503,780

合　　　　計　（Ａ） 7,854,072

再掲事業の計　（Ｂ） 2,625,636

純計　（Ａ）－（Ｂ） 5,228,436

一般 3,465,977

特別 1,762,000

企業 459

計 5,228,436

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

4 ものづくり基盤技術の高度化

5
地域の特性に応じた戦略的な企
業誘致の推進

「茂原にいはる」「袖ケ浦椎の森」の2つの
工業団地の整備と分譲促進

かずさアカデミアパーク及び周辺地域への企
業誘致

地域の特性に応じた戦略的な企業誘致

産業支援技術研究所等による中小企業等への
技術支援

地域の企業等のニーズに応じたものづくり若
手技術者の育成

外資系企業の誘致

取組
番号

取組名 事業名

3
産学官連携やベンチャー企業の
育成によるイノベーションの促
進

2
千葉の未来を支える新産業の振
興

1
千葉県経済をけん引する京葉臨
海コンビナートの競争力強化

かずさDNA研究所を核としたバイオ産業の振
興

大学等のシーズと企業ニーズとのマッチング
の促進

かずさDNA研究所を核としたバイオ産業の振
興

インキュベーション施設によるベンチャー企
業の育成

予算事業名 会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅲ－２－②中小企業・小規模事業者の経営基盤強化

産業情報ヘッドライン提供事業 一般 900

窓口相談事業（チャレンジ企業支援センター事業） 一般 4,904 本籍

専門家派遣事業（チャレンジ企業支援センター事業） 一般 20,227 本籍

セミナー開催事業（チャレンジ企業支援センター事業） 一般 1,130

経営革新等普及促進事業 一般 916

小規模事業経営支援事業費等補助金 一般 2,250,206

中小企業連携組織対策事業費補助金 一般 171,537

プロフェッショナル人材戦略拠点事業 一般 69,800 本籍

プロフェッショナル人材確保事業補助金 一般 10,000 本籍

クラウドファンディング等の普及促進
による創業等支援

「千葉ふるさと投資」活用支援事業 一般 1,900 再掲

合　　　　計　（Ａ） 2,531,520

再掲事業の計　（Ｂ） 1,900

純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,529,620

動産担保融資手数料補助 一般 9,200

中小企業振興資金事業 一般 190,000,000 本籍

千葉県信用保証協会に対する損失補て
ん

中小企業融資損失てん補金 一般 1,200,000

クラウドファンディング等の普及促進
による創業等支援

「千葉ふるさと投資」活用支援事業 一般 1,900 本籍

合　　　　計　（Ａ） 191,211,100

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 191,211,100

専門家による総合的なアドバイスの実
施

中小企業販路開拓総合支援事業 一般 8,000

千葉県ものづくりの魅力発信事業の一部 一般 685

千葉県ものづくりの魅力発信事業の一部 一般 690

ものづくり技術展示・商談会の開催 下請取引振興事業費補助金の一部（商談会開催事業） 一般 3,482

クラウドファンディング等の普及促進
による創業等支援

「千葉ふるさと投資」活用支援事業 一般 1,900 再掲

下請取引の振興 下請取引振興事業費補助金の一部（その他） 一般 50,724

合　　　　計　（Ａ） 65,481

再掲事業の計　（Ｂ） 1,900

純計　（Ａ）－（Ｂ） 63,581

ジョブカフェちば事業 一般 139,082 再掲

中小企業人材採用サポート事業 一般 20,000

離職者等再就職訓練事業 一般 1,150,308 再掲

デュアルシステム訓練事業 一般 6,757 再掲

職業訓練校管理費 一般 390,508 再掲

ちば企業人スキルアップセミナー事業 一般 6,674 再掲

技能検定実施団体助成事業 一般 76,290 再掲

技能振興事業 一般 1,741 再掲

認定職業訓練助成事業 一般 39,920 再掲

認定職業訓練校施設整備事業 一般 2,445 再掲

障害者雇用サポート事業 一般 35,000 本籍

障害者就業支援キャリアセンター事業 一般 29,950 本籍

障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業 一般 82,050 本籍

職場適応訓練事業 一般 227 本籍

企業支援員（障害者雇用アドバイザー）事業 一般 49,555 本籍

障害者雇用促進合同面接会事業 一般 570 本籍

障害者就労促進チャレンジ事業 一般 2,625 本籍

プロフェッショナル人材戦略拠点事業 一般 69,800 再掲

プロフェッショナル人材確保事業補助金 一般 10,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 2,113,502

再掲事業の計　（Ｂ） 1,893,525

純計　（Ａ）－（Ｂ） 219,977

BCPセミナー開催（チャレンジ企業支援センター事業） 一般 253

窓口相談事業（チャレンジ企業支援センター事業） 一般 4,904 再掲

専門家派遣事業（チャレンジ企業支援センター事業） 一般 20,227 再掲

合　　　　計　（Ａ） 25,384

再掲事業の計　（Ｂ） 25,131

純計　（Ａ）－（Ｂ） 253

合　　　　計　（Ａ） 195,946,987

再掲事業の計　（Ｂ） 1,922,456

純計　（Ａ）－（Ｂ） 194,024,531

一般 194,024,531

特別 0

企業 0

計 194,024,531

5
災害等のリスクマネジメント支
援

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

2 資金調達の円滑化

中小企業振興資金による金融支援

3 販路開拓の促進

4
中小企業等の人材確保・育成支
援

プロフェッショナル人材の採用に向け
た支援

事業継続計画（BCP）策定の支援

ものづくり認定制度など優れた技術・
製品に関する情報の集約・発信

中小企業の魅力など情報発信等による
人材確保への支援

雇用に結びつく効果的な職業訓練の実
施

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲

1
中小企業・小規模事業者の経営
力の向上

チャレンジ企業支援センターにおける
経営革新計画作成等の支援

商工会・商工会議所等への支援

プロフェッショナル人材の採用に向け
た支援

在職者への能力開発支援（人材育成支
援）

障害者雇用の促進と定着支援

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅲ－２－③地域の創意工夫による経済活性化の取組の促進

商店街のにぎわいづくりへの支援 千葉県地域商業活性化事業 一般 35,000

商店街若手リーダーの育成 商店街若手リーダー養成事業 一般 1,700

商店街連合組織の機能強化 商店街県連合組織機能強化事業 一般 3,000

「商業者の地域貢献に関するガイドラ
イン」による取組促進

地域貢献ガイドラインの運用 一般 36

商店街における訪日観光客へのおもて
なし力向上の促進

訪日観光客商店街おもてなし事業 一般 10,000

合　　　　計　（Ａ） 49,736

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 49,736

農商工連携や６次産業化等の支援 付加価値向上技術総合対策事業 一般 6,239 再掲

地域資源を活用した新商品・新サービ
スの開発等の支援

千葉のポテンシャルを活かした地域産業活性化事業 一般 36,000 本籍

クラウドファンディング等の普及促進
による創業等支援

「千葉ふるさと投資」活用支援事業 一般 1,900 再掲

合　　　　計　（Ａ） 44,139

再掲事業の計　（Ｂ） 8,139

純計　（Ａ）－（Ｂ） 36,000

窓口相談事業（チャレンジ企業支援センター事業） 一般 4,904 再掲

専門家派遣事業（チャレンジ企業支援センター事業） 一般 20,227 再掲

イベント等の開催による起業機運の醸
成

ちば起業家応援事業 一般 15,000 本籍

起業家の育成・経営支援、起業家同士
による交流の促進

ちば起業家応援事業 一般 15,000 再掲

中小企業振興資金による金融支援 中小企業振興資金事業 一般 190,000,000 再掲

クラウドファンディング等の普及促進
による創業等支援

「千葉ふるさと投資」活用支援事業 一般 1,900 再掲

合　　　　計　（Ａ） 190,057,031

再掲事業の計　（Ｂ） 190,042,031

純計　（Ａ）－（Ｂ） 15,000

民間事業者の太陽光発電や風力発電等
の導入に係るワンストップ窓口での相
談や情報提供

中小企業振興資金（環境保全資金）利子補給 一般 5,100 再掲

地域と連携した再生可能エネルギー等
の活用に向けた取組に対する支援

地域主導型新エネルギー活用プロジェクト支援事業 一般 3,000 本籍

その他
住宅用省エネルギー設備等導入促進事業の一部（太陽光、太陽
熱、地中熱）

一般 147,500 再掲

合　　　　計　（Ａ） 155,600

再掲事業の計　（Ｂ） 152,600

純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,000

合　　　　計　（Ａ） 190,306,506

再掲事業の計　（Ｂ） 190,202,770

純計　（Ａ）－（Ｂ） 103,736

一般 103,736

特別 0

企業 0

計 103,736

事業名 予算事業名 会計

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

4
再生可能エネルギー等の活用を
通じた地域経済の活性化

2
地域資源の活用、ブランド化の
推進

3 起業・創業の促進

チャレンジ企業支援センターにおける
ワンストップ支援

９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲

1 商店街の活性化支援

取組
番号

取組名

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅲ－３－①女性の活躍推進

女性の活躍推進に取り組む企業の登
録・公表

「働き方改革」推進事業 一般 16,500 再掲

仕事と家庭の両立支援に取り組む企業
等の表彰

男女共同参画推進事業所表彰 一般 49 再掲

企業向けセミナーの開催 「働き方改革」推進事業 一般 16,500 再掲

企業へのアドバイザーの派遣 「働き方改革」推進事業 一般 16,500 再掲

幅広く悩みに対応する相談体制の充実
男女共同参画センター相談事業の一部（女性相談、専門相談、
スーパービジョン）

一般 16,712 再掲

事業所内保育の促進 事業所内保育所整備緊急促進事業 一般 10,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 76,261

再掲事業の計　（Ｂ） 76,261

純計　（Ａ）－（Ｂ） 0

中小企業振興資金事業 一般 190,000,000 再掲

「千葉ふるさと投資」活用支援事業 一般 1,900 再掲

ちば起業家応援事業 一般 15,000 再掲

千葉県ジョブサポートセンター事業 一般 35,258 再掲

輝く女性応援事業 一般 12,000 本籍

職業訓練校管理費 一般 390,508 再掲

離職者等再就職訓練事業 一般 1,150,308 再掲

合　　　　計　（Ａ） 191,604,974

再掲事業の計　（Ｂ） 191,592,974

純計　（Ａ）－（Ｂ） 12,000

女性の活躍を推進する地域協議会の設
立と産業界等と連携した取組の推進

男女共同参画推進連携会議 一般 646 再掲

女性の活躍推進に向けた広報・啓発
男女共同参画センター事業（相談事業、DV被害者自立サポート
事業以外）と男女共同参画促進事業の一部（地域推進員）

一般 14,283 再掲

千葉県男女共同参画地域推進員制度の
充実

千葉県男女共同参画地域推進員制度 一般 1,951 再掲

女性リーダー養成講座等の様々な自己
啓発講座の開催

男女共同参画センター学習研修事業 一般 954 再掲

男女共同参画の視点に立った教育・学
習の充実

男女共同参画センター学習研修事業 一般 954 再掲

合　　　　計　（Ａ） 18,788

再掲事業の計　（Ｂ） 18,788

純計　（Ａ）－（Ｂ） 0

合　　　　計　（Ａ） 191,700,023

再掲事業の計　（Ｂ） 191,688,023

純計　（Ａ）－（Ｂ） 12,000

一般 12,000

特別 0

企業 0

計 12,000

予算事業名 会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

1
女性が個性と能力を発揮できる
環境づくり

取組
番号

取組名 事業名

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

2 女性の起業・創業と就労の促進

3
女性の活躍に向けた意識の変革
と情報発信

女性の起業・創業支援

女性のための再就職支援

女性のための職業能力開発支援

再掲

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅲ－３－②雇用対策の推進と産業人材の育成

離職者等再就職訓練事業 一般 1,150,308 再掲

デュアルシステム訓練事業 一般 6,757 再掲

職業訓練校管理費 一般 390,508 再掲

ジョブカフェちば事業 一般 139,082 本籍

要請文書による雇用促進事業 一般 451

生活困窮者自立支援事業 一般 42,978 再掲

ちば地域若者サポートステーション事業 一般 7,605 本籍

高年齢者就業機会確保事業 一般 9,100 本籍

千葉県ジョブサポートセンター事業 一般 35,258 本籍

障害者雇用サポート事業 一般 35,000 再掲

障害者就業支援キャリアセンター事業 一般 29,950 再掲

障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業 一般 82,050 再掲

職場適応訓練事業 一般 227 再掲

企業支援員（障害者雇用アドバイザー）事業 一般 49,555 再掲

障害者雇用促進合同面接会事業 一般 570 再掲

障害者就労促進チャレンジ事業 一般 2,625 再掲

中小企業振興資金事業 一般 190,000,000 再掲

「千葉ふるさと投資」活用支援事業 一般 1,900 再掲

ちば起業家応援事業 一般 15,000 再掲

その他 輝く女性応援事業 一般 12,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 192,010,924

再掲事業の計　（Ｂ） 191,819,428

純計　（Ａ）－（Ｂ） 191,496

デュアルシステム訓練事業 一般 6,757 本籍

職業訓練校管理費 一般 390,508 本籍

離職者等再就職訓練事業 一般 1,150,308 本籍

就職支援事業 一般 16,259

ちば企業人スキルアップセミナー事業 一般 6,674 本籍

技能検定実施団体助成事業 一般 76,290 再掲

認定職業訓練助成事業 一般 39,920 本籍

認定職業訓練校施設整備事業 一般 2,445 本籍

技能振興事業 一般 1,741 再掲

高等技術専門校と地域等との連携強化 職業訓練校管理費 一般 390,508 再掲

技能検定実施団体助成事業 一般 76,290 本籍

技能振興事業 一般 1,741 本籍

ちば企業人スキルアップセミナー事業 一般 6,674 再掲

合　　　　計　（Ａ） 2,166,115

再掲事業の計　（Ｂ） 475,213

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,690,902

「働き方改革」推進事業 一般 16,500 本籍

多様な働き方普及推進事業 一般 1,256 本籍

労働災害の防止 一般 100

（一社）千葉県労働者福祉協議会労働福祉事業補助金 一般 3,200

仕事と家庭の両立支援に取り組む企業
等の表彰

男女共同参画推進事業所表彰 一般 49 本籍

事業所内保育の促進 事業所内保育所整備緊急促進事業 一般 10,000 本籍

労働分野における正しい理解を進める
ためのセミナー等の実施

労働教育講座 一般 813 本籍

メンタルヘルス相談も含めた労働相談
の実施

労働相談事業 一般 9,620

幅広く悩みに対応する相談体制の充実 男女共同参画センター相談事業 一般 19,762 本籍

合　　　　計　（Ａ） 61,300

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 61,300

合　　　　計　（Ａ） 194,238,339

再掲事業の計　（Ｂ） 192,294,641

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,943,698

一般 1,943,698

特別 0

企業 0

計 1,943,698

再掲

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

2
産業を支える職業能力開発と技
能振興

3
多様な働き方の実現に向けた環
境の整備

就職に結びつく効果的な職業訓練の実
施

在職者への能力開発支援

ワーク・ライフ・バランスの推進

ものづくり分野等における技能の振
興・継承

正規雇用での就労を希望する若年者に
対する支援

1
若年者・高齢者・障害のある人
等の就労の促進と起業・創業支
援

取組
番号

取組名 事業名

若年無業者等の職業的自立支援

中高年齢者の就労支援

障害のある人に対する就労・定着支援

起業家の育成・経営支援、起業家同士
による交流の促進

予算事業名 会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅲ－４－①産地の戦略的な競争力強化と高収益型農林水産業への転換

園芸振興運営事業 一般 12,000

「ちばの花植木産地」パワーアップ事業 一般 2,899

ケブカトラカミキリ被害拡大防止事業 一般 1,500

ちばの植木生産拡大事業 一般 2,000

新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業 一般 300,000

園芸産地競争力強化総合対策事業 一般 919,000

千葉県園芸産地パワーアップ事業 一般 807,000

果樹（びわ・かんきつ）園を活用した地域活性化事業 一般 7,600

野菜価格安定対策事業 一般 165,000

ちばの園芸産地活性化支援事業（園芸協会機能強化） 一般 25,000

農林総合研究センター機能強化事業（千葉県新たな時代を切り
開くオリジナル品種の開発・定着促進事業）

一般 9,400 再掲

プロジェクト研究事業 一般 13,583 再掲

新品種落花生生産産地支援事業 一般 1,140

農産産地支援事業 一般 61,000

千葉県農産産地パワーアップ事業 一般 202,000

新品種落花生生産産地支援事業 一般 5,560

農産振興運営事業 一般 17,014

千葉県経営所得安定対策等推進事業 一般 131,000

飼料用米等拡大支援事業 一般 341,000

飼料用米・加工用米等流通加速化事業 一般 15,000

乳牛改良促進事業 一般 7,704 本籍

ちばの酪農増産支援事業 一般 24,000

肉用牛ブランド力向上対策事業 一般 11,150 本籍

肉豚生産安定対策事業等 一般 82,751

肉畜鶏卵生産出荷調整指導事業 一般 650

飼料自給率向上総合対策事業 一般 8,598 再掲

飼料生産拡大整備支援事業 一般 55,100 再掲

畜産競争力強化対策整備事業 一般 954,000 本籍

家畜防疫事業 一般 43,072 再掲

森林技術開発事業 一般 5,768 再掲

森林計画推進事業 一般 85,887 本籍

森林整備事業（森林吸収源対策間伐促進事業を除く） 一般 77,667 本籍

優良種苗確保事業 一般 17,133 本籍

林道事業 一般 112,174 本籍

特別会計 営林事業繰出金 一般 210,089 本籍

県有林事業（県行造林事業を含む） 特別 263,631 本籍

水産業構造改善施設整備事業 一般 1,530

県産水産物加工・流通・輸出拠点施設整備事業 一般 30,360 本籍

栽培漁業試験調査事業 一般 6,206 再掲

漁業試験調査指導事業 一般 2,216 再掲

漁場環境調査事業 一般 3,692 再掲

漁船漁業操業支援事業 一般 140,617

漁船漁業経営改善指導事業 一般 3,800

東京湾漁業総合対策事業（ノリ養殖振興事業を除く） 一般 50,206

資源管理型漁業普及推進総合対策事業(サザエ増産体制促進事
業を除く）

一般 5,451 再掲

漁獲可能量管理推進事業 一般 399 再掲

栽培漁業総合推進事業 一般 216,332 再掲

アワビ増産総合対策事業 一般 118,389 再掲

貧酸素水塊対策実証事業 一般 7,208 再掲

海域環境に配慮した漁場の整備事業 一般 63,000 再掲

漁場環境総合監視推進事業 一般 2,083 再掲

水産多面的機能発揮対策事業 一般 30,052 再掲

東京内湾二枚貝資源増大総合対策事業 一般 25,461 再掲

ノリ種苗供給施設管理事業 一般 6,000 再掲

資源管理型漁業普及推進総合対策事業の一部（サザエ増産体制
促進事業）

一般 5,451 再掲

のり漁場油濁監視事業 一般 4,567 再掲

内水面資源の維持造成事業 一般 6,633 再掲

内水面漁場環境･漁業調整事業 一般 2,326 再掲

内水面養殖業支援事業 一般 2,821

ノリ養殖振興事業 一般 20,769

浜の活力再生プラン推進支援事業 一般 209,379

ちばの農林水産物品質向上推進事業 一般 10,000

農薬安全使用・リスク管理推進事業 一般 15,917 本籍

合　　　　計　（Ａ） 5,988,935

再掲事業の計　（Ｂ） 640,987

純計　（Ａ）－（Ｂ） 5,347,948

農業生産工程管理（GAP）の推進

「オール千葉」体制による園芸農業の生産
力強化と販路拡大

力強い水田農業経営の確立と畑作経営の効
率化

家畜の生産性向上・飼料自給力の強化と経
営安定対策の推進

森林整備の集約化・低コスト化の推進

漁業生産の安定化・効率化の推進

1
国内外の競争に打ち勝つ力強い産
地づくり

会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲
取組
番号

取組名 事業名 予算事業名



施策 Ⅲ－４－①産地の戦略的な競争力強化と高収益型農林水産業への転換

会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲
取組
番号

取組名 事業名 予算事業名

水産物販売力強化対策事業 一般 4,825 本籍

県産農林水産物魅力発信事業 一般 18,833

県産畜産物販売促進事業 一般 5,117

県産米需要拡大促進支援事業 一般 3,000

千葉のポテンシャルを活かした地域産業活性化事業 一般 36,000 再掲

水産物販売力強化対策事業 一般 4,825 再掲

水産物産地づくり対策事業 一般 1,691 本籍

付加価値向上技術総合対策事業 一般 6,239 再掲

農業経営多角化支援事業 一般 8,000 本籍

ちば6次産業化ネットワーク活動事業 一般 144,000 本籍

ちばの木活用促進事業 一般 10,450 本籍

林業普及指導事業の一部（木育の推進） 一般 680

中小企業海外販路拡大支援事業 一般 7,311 再掲

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 40,600 再掲

日本貿易振興機構千葉貿易情報センター支援事業 一般 18,963 再掲

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 40,600 再掲

中小企業海外販路拡大支援事業 一般 7,311 再掲

産業支援技術研究所運営費の一部 一般 684 再掲

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 40,600 再掲

トップセールス戦略的フォローアップ事業 一般 6,664 再掲

千葉の"食"産業海外販路拡大支援事業 一般 2,784 再掲

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 40,600 再掲

県産水産物加工・流通・輸出拠点施設整備事業 一般 30,360 再掲

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 40,600 再掲

合　　　　計　（Ａ） 520,737

再掲事業の計　（Ｂ） 324,141

純計　（Ａ）－（Ｂ） 196,596

特別会計　就農支援資金繰出金 一般 636

特別会計　就農支援資金 特別 71,141

ちば新農業人サポート事業 一般 15,780 本籍

地域で育てる新農業人研修事業 一般 5,100

農業大学校機能拡充事業 一般 28,675

農業次世代人材投資事業 一般 581,254

酪農経営労働補完促進事業 一般 2,000

森林・林業担い手確保育成対策事業 一般 36,590

林業普及指導事業（木育の推進・教育の森を除く） 一般 3,454

漁業の担い手確保・育成総合対策事業 一般 4,455

畜産競争力強化対策整備事業 一般 954,000 再掲

農林水産関係資金利子補給事業等 一般 180,834

特別会計　沿岸漁業、林業・木材産業改善資金 一般 2,652

特別会計　沿岸漁業、林業・木材産業改善資金 特別 162,658

プロジェクト研究事業 一般 13,583 再掲

経営体育成支援事業 一般 46,000 本籍

力強い担い手育成事業 一般 20,200

普及活動強化推進事業の一部（産地課題解決に係る普及活動支
援）

一般 7,000

農山漁村の担い手のパートナーシップ推進事業 一般 3,400

集落営農加速化事業 一般 7,000

ちばの次世代農業経営体育成事業 一般 20,000

特別会計 営林事業繰出金 一般 208,589 再掲

人・農地プラン作成等事業 一般 6,000

農地集積加速化促進事業 一般 440,000

ICT等を活用した生産性の高い農林水産業
の推進

経営体育成支援事業 一般 46,000 再掲

農協及び漁協等の経営の健全化対策 漁協組織再編・経営強化対策事業 一般 1,950

合　　　　計　（Ａ） 2,868,951

再掲事業の計　（Ｂ） 1,222,172

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,646,779

県産農林水産物のプロモーションの実施

多様な地域資源を生かした商品開発や販路
開拓への支援

６次産業化・農商工連携の推進

県産木材の利用促進

海外に向けたPRと商談機会の創出

輸出に取り組む団体への支援

3
農林水産業を支える多様な担い手
の確保・育成

担い手の確保・育成に対する研修制度等の
充実・強化

地域農林水産業をけん引する企業的経営
体・法人等の育成

農地中間管理機構を活用した担い手への農
地集積の促進

2
県産農林水産物の販売促進と戦略
的な輸出拡大

海外販路拡大セミナー等の開催

貿易・投資相談の実施

国際展開に係る実務支援の実施



施策 Ⅲ－４－①産地の戦略的な競争力強化と高収益型農林水産業への転換

会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲
取組
番号

取組名 事業名 予算事業名

県営用排水改良事業 一般 2,413,000

直轄事業負担金 一般 3,755,300

経営体育成基盤整備事業 一般 2,980,000

経営体育成促進換地等調整事業 一般 8,320

農道整備事業 一般 340,000

拠点漁港整備事業等 一般 1,007,200 本籍

水産業強化支援事業 一般 60,000

市町村営漁港建設事業 一般 504,335

水産基盤ストックマネジメント事業 一般 1,016,000 本籍

基幹水利施設管理事業 一般 1,043,797

地域農業水利施設ストックマネジメント事業 一般 178,500

土地改良施設維持管理適正化事業 一般 237,200

農業水利施設保全合理化事業 一般 116,000

耕作放棄地総合対策事業（園芸生産拡大支援事業） 一般 12,000

耕作放棄地総合対策事業（耕作放棄地活用推進事業） 一般 26,400 本籍

飼料生産拡大整備支援事業 一般 55,100 本籍

合　　　　計　（Ａ） 13,753,152

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 13,753,152

栽培漁業試験調査事業 一般 6,206 本籍

漁業試験調査指導事業 一般 2,216 本籍

資源管理型漁業推進調査受託事業 一般 13,954 本籍

プロジェクト研究事業の一部　① 一般 6,862 本籍

緊急技術開発促進事業① 一般 2,521

農林総合研究センター機能強化事業（露地野菜経営における落
花生との輪作体系の確立）

一般 8,586

乳牛改良促進事業 一般 7,704 再掲

肉用牛ブランド力向上対策事業 一般 11,150 再掲

飼料自給率向上総合対策事業 一般 8,598 本籍

付加価値向上技術総合対策事業 一般 6,239 本籍

農林総合研究センター機能強化事業（千葉県の新たな時代を切
り開くオリジナル品種の開発・定着促進事業）

一般 9,400 本籍

緊急技術開発促進事業② 一般 1,379

プロジェクト研究事業の一部　② 一般 1,600 本籍

漁場環境調査事業 一般 3,692 本籍

プロジェクト研究事業の一部　③ 一般 5,121 本籍

畜産環境保全対策推進事業 一般 7,702

森林技術開発事業 一般 5,768 本籍

貧酸素水塊対策実証事業 一般 7,208 再掲

効率的な研究体制の再構築と研究施設の再
編整備

農作物等原種配付対策事業 一般 64,521

合　　　　計　（Ａ） 180,427

再掲事業の計　（Ｂ） 26,062

純計　（Ａ）－（Ｂ） 154,365

試験研究の充実5

生産力を強化するための技術開発

多様なニーズに対応したブランド化を推進
する技術開発

環境への調和と資源の維持増大に関する技
術開発

4 生産基盤の充実・強化

用排水施設の整備

大区画化など基盤整備の推進

漁港施設の整備推進

農業水利施設や漁港施設の長寿命化

耕作放棄地の発生防止及び再生に対する支
援



施策 Ⅲ－４－①産地の戦略的な競争力強化と高収益型農林水産業への転換

会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲
取組
番号

取組名 事業名 予算事業名

「環境にやさしい農業」推進事業 一般 17,700

環境保全型農業直接支援対策事業 一般 50,800

土壌保全・省資源型施肥体系推進事業 一般 3,141

植物防疫推進事業 一般 13,301

畜産環境保全総合整備事業 一般 16,000

農業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 33,424

森林技術開発事業 一般 5,768 再掲

森林計画推進事業 一般 85,887 再掲

森林整備事業（森林吸収源対策間伐促進事業を除く） 一般 77,667 再掲

優良種苗確保事業 一般 17,133 再掲

林道事業 一般 112,174 再掲

県有林事業（県行造林事業を含む） 特別 262,131 再掲

林地利用調整事業 一般 10,276

森林病害虫防除事業 一般 61,140

サンブスギ林再生・資源循環促進事業 一般 37,946

漁業操業円滑化促進事業 一般 5,436

栽培漁業試験調査事業 一般 6,206 再掲

漁業試験調査指導事業 一般 2,216 再掲

漁船管理事業 一般 2,251

海面利用調整指導事業 一般 2,214

水産多面的機能発揮対策事業 一般 30,052 再掲

資源管理型漁業推進調査受託事業 一般 13,954 再掲

資源管理型漁業普及推進総合対策事業(サザエ増産体制促進事
業を除く）

一般 5,451 本籍

内水面漁場環境保全･漁業調整事業の一部（漁業指導調整） 一般 2,326 本籍

漁獲可能量管理推進事業 一般 399 本籍

栽培漁業総合推進事業 一般 216,332 本籍

アワビ増産総合対策事業 一般 118,389 本籍

内水面資源の維持造成事業 一般 6,633 本籍

内水面漁場環境保全・漁業調整事業 一般 2,326 本籍

東京湾北部浅海漁場再生支援事業 一般 464

貧酸素水塊対策実証事業 一般 7,208 本籍

海域環境に配慮した漁場の整備事業 一般 63,000 本籍

漁場環境総合監視推進事業 一般 2,083 本籍

東京内湾二枚貝資源増大総合対策事業 一般 25,461 本籍

水産多面的機能発揮対策事業 一般 30,052 再掲

藻場面積調査事業 一般 15,000 再掲

東京湾海洋観測設備整備事業 一般 7,500

ノリ種苗供給施設管理事業 一般 6,000 本籍

資源管理型漁業普及推進総合対策事業の一部（サザエ増産体制
促進事業）

一般 5,451 再掲

のり漁場油濁監視事業 一般 4,567 本籍

合　　　　計　（Ａ） 1,385,459

再掲事業の計　（Ｂ） 663,691

純計　（Ａ）－（Ｂ） 721,768

合　　　　計　（Ａ） 24,697,661

再掲事業の計　（Ｂ） 2,877,053

純計　（Ａ）－（Ｂ） 21,820,608

一般 21,323,178

特別 497,430

企業 0

計 21,820,608

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

6
環境や資源に配慮した農林水産業
の推進

環境にやさしい農業の推進

森林整備の集約化・低コスト化の推進

病害虫防除対策や林地開発の適正化による
健全な森林の保全

水産資源の適切な管理と維持増大

漁場環境の変化に対応した漁業・養殖業の
推進

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅲ－４－②緑豊かで活力ある農山漁村づくりの推進

「千葉の海」丸ごと満喫事業 一般 2,740 本籍

ちば・いちご産地活性化事業 一般 8,000

「グリーン・ブルーツーリズムinちば」推進事業 一般 8,651 本籍

南房総地域の果樹（かんきつ・びわ）観光による地域活性化事
業

一般 1,000

食のおもてなし力向上事業 一般 8,000 再掲

ちば６次産業化ネットワーク活動事業 一般 144,000 再掲

農業経営多角化支援事業 一般 8,000 再掲

付加価値向上技術総合対策事業 一般 6,239 再掲

県民の森の利用推進 県民の森事業 一般 188,829

ちば食育活動促進事業 一般 4,703 本籍

水産物消費・食育対策事業 一般 888 再掲

合　　　　計　（Ａ） 381,050

再掲事業の計　（Ｂ） 167,127

純計　（Ａ）－（Ｂ） 213,923

水産多面的機能発揮対策事業 一般 30,052 本籍

藻場面積調査事業 一般 15,000 本籍

漁場環境保全推進事業 一般 814

国庫土地改良基礎調査事業 一般 100

国営造成施設県管理事業 一般 30,498

県単土地改良基礎調査事業 一般 70,000

土地改良施設管理事業 一般 8,000

国営造成施設管理体制整備促進事業 一般 55,728

多面的機能支払交付金事業 一般 1,560,400 本籍

中山間地域等直接支払交付金事業 一般 92,700

漁港管理事業 一般 71,411

法人の森事業 一般 628

緑化推進事業 一般 15,308

森林・山村多面的機能発揮対策事業 一般 2,100

森林整備事業（森林吸収源対策間伐促進事業を除く） 一般 77,667 再掲

ちばの木活用促進事業 一般 10,450 再掲

合　　　　計　（Ａ） 2,040,856

再掲事業の計　（Ｂ） 88,117

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,952,739

耕作放棄地の発生防止及び再生に対す
る支援

耕作放棄地総合対策事業（耕作放棄地活用推進事業） 一般 26,400 再掲

防護・捕獲・生息環境管理対策の推進 イノシシ等有害獣被害防止対策事業 一般 260,780 本籍

房総ジビエなど有害鳥獣の有効利用推
進

「房総ジビエ」活用普及事業 一般 3,000 本籍

野生鳥獣総合対策事業 一般 358,500 再掲

野生鳥獣保護関連事業の一部（カワウ被害対策事業） 一般 2,363 再掲

鳥獣捕獲の担い手の確保・育成 千葉県射撃場管理運営事業 一般 14,870 再掲

合　　　　計　（Ａ） 665,913

再掲事業の計　（Ｂ） 402,133

純計　（Ａ）－（Ｂ） 263,780

合　　　　計　（Ａ） 3,087,819

再掲事業の計　（Ｂ） 657,377

純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,430,442

一般 2,430,442

特別 0

企業 0

計 2,430,442

再掲会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

純計の内訳
（会計別）

2
多様な人々の参画による農山漁
村の多面的機能の維持・発揮

3
耕作放棄地と有害鳥獣被害への
対策強化

施　　　　　策　　　　　計

1
地域資源を活用した農山漁村の
活性化

予算事業名

グリーン・ブルーツーリズムの推進

６次産業化・農商工連携の推進

食と農のつながりを伝える食育の推進

農地等の保全、森林再生や漁場改善

生息状況調査の実施

取組
番号

取組名 事業名

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅲ－５－①交流基盤の強化

つくばエクスプレスの利便性向上に向け
た検討

鉄道関係期成同盟等負担金の一部 一般 100

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 57,689

いすみ鉄道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 102,004

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 17,250

鉄道駅バリアフリー設備の整備支援 鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助 一般 33,333 再掲

ノンステップバスの整備支援 ノンステップバス等整備事業補助 一般 53,200 再掲

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 76,522

その他 鉄道施設耐震対策事業補助 一般 595,525 再掲

合　　　　計　（Ａ） 935,623

再掲事業の計　（Ｂ） 682,058

純計　（Ａ）－（Ｂ） 253,565

道路直轄事業負担金 一般 14,040,000 本籍

道路諸費 一般 15,183

交通調査事業 一般 15,000

県単道路改良事業 一般 287,500

社会資本整備総合交付金事業 一般 7,997,000 再掲

国道道路改築事業 一般 1,350,000 本籍

社会資本整備総合交付金事業（住宅） 一般 565,000

社会資本整備総合交付金事業 一般 7,997,000 本籍

県単道路改良事業 一般 5,091,200 本籍

県単橋りょう架換事業 一般 310,000

県単耐震橋りょう緊急架換事業 一般 430,000

県単道路調査事業 一般 8,000

ふさのくに観光道路ネットワーク事業(広域連携） 一般 972,000

南房総地域交通円滑化対策事業 一般 176,000

アクアラインの料金引下げの継続 東京湾アクアライン料金割引事業 一般 500,000

合　　　　計　（Ａ） 39,753,883

再掲事業の計　（Ｂ） 7,997,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 31,756,883

大型船舶に対応した整備促進 港湾直轄事業負担金 一般 490,000 本籍

社会資本整備総合交付金・港湾事業（みなと振興交付金事業） 一般 162,000

社会資本整備総合交付金・港湾事業（港湾環境整備事業） 一般 132,000 本籍

県単港湾整備事業 一般 74,000

県単港湾調査事業（港湾） 一般 77,000

港湾整備事業 特別 964,500

港湾施設運営費（千葉中央ふ頭コンテナターミナル利用拡大事
業）

一般 15,000

社会資本整備総合交付金・港湾事業（統合補助事業 一般 24,000

社会資本整備総合交付金・港湾事業（港湾改修事業 一般 75,000

合　　　　計　（Ａ） 2,013,500

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,013,500

合　　　　計　（Ａ） 42,703,006

再掲事業の計　（Ｂ） 8,679,058

純計　（Ａ）－（Ｂ） 34,023,948

一般 33,059,448

特別 964,500

企業 0

計 34,023,948

純計の内訳
（会計別）

2
交流を支える道路ネットワーク
の整備・有効活用

高規格幹線道路等の整備促進

国道及び県道のバイパス・現道拡幅の整
備推進

3 港湾の整備・振興

その他

施　　　　　策　　　　　計

観光地へのアクセスを強化する道路の整
備推進

港湾緑地・緑地プロムナード・旅客船ふ
頭やクルーズ船受入環境の整備

1

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 再掲
９月補正後予算額
(単位：千円）

公共交通網の充実・確保

会計

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅲ－５－②成田空港の機能拡充と空港を活用した県経済の活性化

成田空港活用協議会等の関係団体と連携し
た成田空港の利活用の促進

成田空港活用協議会負担金 一般 25,000

空き公共施設等を活用した企業進出支援事業 一般 18,000 再掲

戦略的企業誘致推進事業 一般 18,562 再掲

外資系企業誘致事業 一般 3,240 再掲

外資系企業賃料補助事業 一般 4,280 再掲

ちば投資サポートセンター事業 一般 9,300 再掲

外国人観光客向けプロモーション事業 一般 44,454 再掲

海外メディアを活用した観光情報発信事業 一般 10,600 再掲

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 40,600 再掲

成田空港・羽田空港を中心とした広域連携
による誘客促進

訪日観光連携事業 一般 2,640 再掲

合　　　　計　（Ａ） 176,676

再掲事業の計　（Ｂ） 151,676

純計　（Ａ）－（Ｂ） 25,000

共同利用施設整備事業補助 一般 5,883

通勤農業補完事業補助 一般 400

全室防音改築工事資金利子補給 一般 130

住宅防音工事事業補助 一般 14,533

防音住宅空調機器更新事業補助 一般 4,801

住宅再防音工事事業補助 一般 849

基準日後住宅防音工事事業補助 一般 4,600

後継者住宅防音工事事業補助 一般 3,037

公益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強力

成田空港周辺地域共生財団出えん金 一般 128,668

合　　　　計　（Ａ） 162,901

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 162,901

成田国際物流複合基地（南側二期）の整備
の推進

物流用地造成整備事業 企業 322,427

合　　　　計　（Ａ） 322,427

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 322,427

高規格幹線道路等の整備促進 道路直轄事業負担金 一般 10,193,000 再掲

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 7,997,000 再掲

合　　　　計　（Ａ） 18,190,000

再掲事業の計　（Ｂ） 18,190,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 0

合　　　　計　（Ａ） 18,852,004

再掲事業の計　（Ｂ） 18,341,676

純計　（Ａ）－（Ｂ） 510,328

一般 187,901

特別 0

企業 322,427

計 510,328

再掲予算事業名 会計
９月補正後予算額
(単位：千円）

純計の内訳
（会計別）

2
成田空港周辺地域の環境対策・
地域共生策の推進

4
成田空港への交通アクセスの強
化

施　　　　　策　　　　　計

3 成田空港周辺地域の振興

住宅防音工事などへの取組

1
成田空港を活用した県経済の活
性化

取組
番号

取組名 事業名

地域の特性に応じた戦略的な企業誘致

東アジア・東南アジア等を重点市場とした
観光プロモーションの強化

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅲ－５－③社会資本の適正な維持管理

橋りょう修繕事業 一般 1,810,000

防災・安全交付金（橋梁補修） 一般 590,000

舗装道路修繕事業 一般 4,596,000

道路維持修繕費 一般 1,673,430

道路管理費 一般 905,352

道路掘さく復旧事業 一般 186,009

道路維持事業 一般 393,900

道路調査事業 一般 55,800

防災・安全交付金（道路施設点検） 一般 720,000

舗装道補修事業 一般 31,474 本籍

防災・安全交付金（沿道環境） 一般 20,000 本籍

防災・安全交付金（舗装修繕） 一般 1,454,000

防災・安全交付金（道路付属物修繕） 一般 210,000

道路諸費 一般 1,154

河川施設の維持管理と長寿命化 河川管理施設機能確保事業 一般 656,000

海岸老朽化対策緊急事業 一般 80,000 再掲

長寿命化計画策定事業（港湾及び海岸） 一般 40,000

公共公園整備事業 一般 402,530

県単公園整備事業 一般 428,699

特別会計 流域下水道事業 一般 9,574

流域下水道事業 特別 2,537,694

県営住宅の維持管理と長寿命化 公営住宅建設事業 一般 2,029,226 再掲

砂防施設長寿命化計画策定事業 一般 70,000

ダム長寿命化計画策定事業 一般 22,680 再掲

防災・安全交付金・港湾事業（統合補助事業 一般 360,000

港湾施設運営費（維持補修及び管理委託） 特別 570,478

防災・安全交付金・港湾海岸事業（老朽化対策緊急事業） 一般 168,000

県単港湾調査事業（海岸） 一般 12,500

県単港湾海岸整備事業及び県単うるおいのある海岸づくり事業 一般 103,700

県単港湾維持事業 一般 311,851

県単港湾管理事業運営費（維持補修） 一般 111,461

県単港湾管理事業運営費（管理委託） 一般 837,069

公園管理費 一般 980,091

合　　　　計　（Ａ） 22,378,672

再掲事業の計　（Ｂ） 2,131,906

純計　（Ａ）－（Ｂ） 20,246,766

水資源開発事業の促進 利根川水系水資源開発促進協議会負担金等 一般 200

浄・給水場や管路等の更新・耐震化 生活基盤施設耐震化等交付金 一般 990,594

南房総広域水道用水供給事業施設整備費等補助金 一般 331,009

千葉県版水道ビジョンの策定 一般 10,270

市町村水道総合対策事業補助金 一般 2,964,000

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 727

県内水道の統合・広域化の合意形成に向けた事業 一般 19,504

合　　　　計　（Ａ） 4,316,304

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 4,316,304

合　　　　計　（Ａ） 26,694,976

再掲事業の計　（Ｂ） 2,131,906

純計　（Ａ）－（Ｂ） 24,563,070

一般 21,454,898

特別 3,108,172

企業 0

計 24,563,070

予算事業名 会計

道路施設の維持管理と長寿命化

港湾（海岸）施設の維持管理と長寿命化

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

2 安全で良質な水の安定供給

流域下水道施設の維持管理と長寿命化

その他

1
既存施設の適正な維持管理と長
寿命化 県立都市公園の公園施設の維持管理と長寿命化

水道事業体等への支援

県内水道の統合・広域化

９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲
取組
番号

取組名 事業名

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅲ－５－④人と環境にやさしい住まい・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 83,830

合　　　　計　（Ａ） 83,830

再掲事業の計　（Ｂ） 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 83,830

特別会計 土地区画整理事業（つくば） 一般 2,014,127

つくばエクスプレス沿線整備事業 特別 13,330,587

県単つくばエクスプレス沿線整備事業（一般会計） 一般 1,200

特別会計 土地区画整理事業（金田） 一般 621,418

金田西地区土地区画整理事業 特別 2,389,977

千葉ニュータウンのまちづくり推進 千葉北部地区事業（千葉ニュータウン） 企業 1,758,202

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 178,200

社会資本整備総合交付金事業（公共街路） 一般 6,015,654 本籍

県単街路整備事業 一般 964,405 本籍

社会資本整備総合交付金事業（補助街路） 一般 1,014,620 本籍

社会資本整備総合交付金事業（交付金街路） 一般 2,384,220 本籍

社会資本整備総合交付金事業（公共街路） 一般 6,015,654 再掲

県単街路整備事業 一般 964,405 再掲

社会資本整備総合交付金事業（補助街路） 一般 1,014,620 再掲

社会資本整備総合交付金事業（交付金街路） 一般 2,384,220 再掲

公共公園整備事業 一般 492,900 本籍

県単公園整備事業 一般 46,500 本籍

特別会計 流域下水道事業 一般 30,519

流域下水道事業 特別 5,731,246

防災・安全交付金（電共） 一般 200,000 本籍

電線類地中化整備事業 一般 26,000 本籍

自転車道環境整備事業 一般 22,000 再掲

防災・安全交付金（交通安全） 一般 125,705 再掲

千葉県建築文化賞表彰の実施 千葉県建築文化賞 一般 1,280

地籍調査事業の推進 地籍調査事業（被災地の復旧・復興に不可欠な地籍調査の推進） 一般 1,288,793

合　　　　計　（Ａ） 49,016,452

再掲事業の計　（Ｂ） 10,526,604

純計　（Ａ）－（Ｂ） 38,489,848

鉄道駅バリアフリー設備の整備支援 鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助 一般 33,333 本籍

ノンステップバスの整備支援 ノンステップバス等整備事業補助 一般 53,200 本籍

福祉タクシーの導入促進 福祉タクシー導入促進事業 一般 70,000 本籍

特定道路のバリアフリー化対策の推進 防災・安全交付金（交通安全） 一般 25,600 再掲

合　　　　計　（Ａ） 182,133

再掲事業の計　（Ｂ） 25,600

純計　（Ａ）－（Ｂ） 156,533

国道道路改築事業 一般 1,350,000 再掲

社会資本整備総合交付金事業 一般 7,997,000 再掲

県単道路改良事業 一般 5,091,200 再掲

防災・安全交付金（交通安全） 一般 2,155,640 再掲

交通安全対策事業 一般 694,300 再掲

舗装道補修事業 一般 31,474 再掲

防災・安全交付金（沿道環境） 一般 20,000 再掲

県単河川環境整備事業 一般 466,870

県単水辺環境整備事業 一般 26,500

県単都市河川管理事業 一般 146,060

都市の緑の保全・創出 都市の緑の保全・創出 一般 1,080 再掲

公共公園整備事業 一般 492,900 再掲

県単公園整備事業 一般 46,500 再掲

屋外広告物の規制・誘導 屋外広告物規制 一般 1,719

景観セミナー等による普及・啓発活動の実
施及び市町村支援

景観形成事業 一般 7,410

合　　　　計　（Ａ） 18,528,653

再掲事業の計　（Ｂ） 17,880,094

純計　（Ａ）－（Ｂ） 648,559

4
環境・景観に配慮した整備・保
全

2
安全・安心で魅力あふれるまち
づくり

金田西特定土地区画整理事業の推進

自転車通行環境の整備推進

つくばエクスプレス沿線土地区画整理事業
の推進

交通遮断時間の多い踏切除去の推進

市街地交通の円滑化を図る道路整備の推進

県立都市公園の整備推進

流域下水道整備の推進

無電柱化の推進

3 バリアフリー化の推進

９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲

1
時代の変化に対応したまちづく
りの推進

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計

県立都市公園の整備推進

周辺環境に配慮した道路の整備推進

透水性舗装・排水性舗装の推進

河川の環境の整備と保全



施策 Ⅲ－５－④人と環境にやさしい住まい・まちづくりの推進
９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲
取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計

住情報の提供 住まい情報プラザ業務事業 一般 1,326

住宅リフォーム促進事業 一般 2,000 本籍

特定優良賃貸住宅家賃補助事業 一般 97,244

高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助 一般 21,000

サービス付き高齢者向け住宅整備補助事業 一般 280,000 再掲

既存住宅の流通・活用の促進 住宅リフォーム促進事業 一般 2,000 再掲

空き家対策の推進 空き家等対策推進事業 一般 11,000

公営住宅建設事業 一般 2,029,226 本籍

県営住宅管理事業 一般 2,313,557

マンション管理の支援 マンション管理支援事業 一般 444

その他 千葉県住生活基本計画推進事業 一般 1,455

合　　　　計　（Ａ） 4,759,252

再掲事業の計　（Ｂ） 282,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 4,477,252

合　　　　計　（Ａ） 72,570,320

再掲事業の計　（Ｂ） 28,714,298

純計　（Ａ）－（Ｂ） 43,856,022

一般 20,646,010

特別 21,451,810

企業 1,758,202

計 43,856,022

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

5 豊かな住生活の実現

高齢者等に対する適切な住宅の確保

県営住宅の建設・管理

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。


