
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 6,050 本籍 6,050

さわやかちば県民プラザ文化・創作事業 一般 690 再掲 599

千葉交響楽団運営費補助 一般 21,970 21,964

県民芸術劇場公演事業 一般 17,836 17,688

若者の文化芸術活動育成支援事業 一般 1,200 再掲 1,198

学校における芸術鑑賞事業（学校音楽鑑賞教室） 一般 17,913 15,760

千葉県少年少女オーケストラ育成事業 一般 38,734 38,734

伝統芸能・洋楽～ふれあい体験事業 一般 2,708 本籍 2,708

高齢者・障害のある人等の文化芸術活
動の充実

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 13,332 13,331

合　　　　計　（Ａ） 120,433 118,032

再掲事業の計　（Ｂ） 1,890 1,797

純計　（Ａ）－（Ｂ） 118,543 116,235

伝統芸能・洋楽～ふれあい体験事業（伝統芸能） 一般 1,884 再掲 1,884

郷土芸能公開普及事業 一般 885 再掲 885

出土文化財管理活用事業 一般 8,086 再掲 11,652

房総のむら事業 一般 412,400 412,400

千葉の食文化まるごと体験事業（関宿常設一部） 一般 276 再掲 265

伝統芸能・洋楽～ふれあい体験事業（伝統芸能） 一般 1,884 再掲 1,884

郷土芸能公開普及事業 一般 885 再掲 885

文化財保存整備事業 一般 42,600 本籍 39,700

県有文化財管理活用事業 一般 1,500 再掲 2,146

出土文化財管理活用事業 一般 8,086 再掲 11,652

文化的景観等の保全・活用 県有文化財管理活用事業 一般 1,500 本籍 2,146

千葉フィールドミュージアム 一般 6,178 本籍 6,178

出土文化財管理活用事業 一般 8,086 再掲 2,366

合　　　　計　（Ａ） 494,250 494,043

再掲事業の計　（Ｂ） 31,572 33,619

純計　（Ａ）－（Ｂ） 462,678 460,424

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 1,198

「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（特別展、入場券） 一般 18,032 再掲 16,210

千葉・県民芸術祭事業 一般 6,050 再掲 6,050

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 34,617 再掲 34,617

ふさの国文化財ナビゲーション 一般 7,003 再掲 6,877

博物館における多言語対応・公衆無線LAN整備事業 一般 1,750 本籍 2,366

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 57,680

合　　　　計　（Ａ） 128,652 124,998

再掲事業の計　（Ｂ） 66,902 64,952

純計　（Ａ）－（Ｂ） 61,750 60,046

「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 1,198

文化のネットワークの構築 市町村図書館等支援費 一般 17,375 再掲 14,615

県立文化会館管理運営事業 一般 596,075 本籍 596,002

県立美術館・博物館・常設展・企画展 一般 977,178 937,061

ちば文化発信プロジェクト 一般 18,032 再掲 16,210

千葉フィールドミュージアム 一般 6,178 再掲 6,178

博物館における多言語対応・公衆無線LAN整備事業 一般 1,750 再掲 2,366

市町村図書館等支援費 一般 17,375 再掲 14,615

図書購入事業 一般 52,000 再掲 51,990

さわやかちば県民プラザ施設管理費 一般 183,103 再掲 198,875

合　　　　計　（Ａ） 1,870,266 1,839,110

再掲事業の計　（Ｂ） 295,813 304,849

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,574,453 1,534,261

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 23,992 22,774

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 57,680

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 57,680

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 596,075 再掲 596,002

合　　　　計　（Ａ） 740,067 734,136

再掲事業の計　（Ｂ） 716,075 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 23,992 734,136

合　　　　計　（Ａ） 3,353,668 3,310,319

再掲事業の計　（Ｂ） 1,112,252 405,217

純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,241,416 2,905,102

一般 2,241,416 2,193,740

特別 0 0

企業 0 0

計 2,241,416 2,193,740

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

「ちば文化」の魅力を発信する文化事
業の充実

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
決算（見込）額
(単位：千円）

予算事業名 再掲会計
当初予算額
(単位：千円）

様々な場における文化芸術にふれ親し
む機会の提供

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 2,817 本籍 2,682

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 15,000

障害者スポーツ振興事業 一般 17,125 17,125

合　　　　計　（Ａ） 34,942 34,807

再掲事業の計　（Ｂ） 15,000 15,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 19,942 19,807

生涯スポーツ指導者養成・活用事業 一般 910 516

体育功労者顕彰 一般 375 884

部活動指導員配置に係るモデル事業 一般 6,694 2,238

市町村振興資金貸付 特別 300,000 0

総合スポーツセンター施設整備事業 一般 27,065 30,269

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 381,800 本籍 339,802

総合スポーツセンター施設整備事業の一部（トイレ設備施設
整備費）

一般 104,360 81,865

国際総合水泳場施設整備事業 一般 31,973 27,677

県立学校体育施設開放事業 一般 2,000 1,871

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 400 188

千葉県体育・スポーツ推進事業 一般 2,817 再掲 2,682

千葉県スポーツ推進委員連合会事業補助金 一般 2,382 2,382

千葉県体育協会事業補助金 一般 7,383 7,383

合　　　　計　（Ａ） 868,159 497,757

再掲事業の計　（Ｂ） 2,817 2,682

純計　（Ａ）－（Ｂ） 865,342 495,075

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 15,000

千葉県競技力向上推進本部事業 一般 200,000 本籍 199,592

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 99,250

国民体育大会事業 一般 98,739 83,104

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 15,000

千葉県競技力向上推進本部事業 一般 200,000 再掲 199,592

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 99,250

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 199,592

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 199,592

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 199,592

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 199,592

合　　　　計　（Ａ） 1,528,739 1,509,156

再掲事業の計　（Ｂ） 1,230,000 1,226,460

純計　（Ａ）－（Ｂ） 298,739 282,696

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 2,817 再掲 2,682

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事業 一般 140,000 118,233

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 2,817 再掲 2,682

合　　　　計　（Ａ） 151,934 129,897

再掲事業の計　（Ｂ） 5,634 5,364

純計　（Ａ）－（Ｂ） 146,300 124,533

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

障害のある人の運動・スポーツの推進

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

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

競技力向上のための環境整備

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
決算（見込）額
(単位：千円）

再掲予算事業名 会計
当初予算額
(単位：千円）



施策

取組
番号

取組名 事業名

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
決算（見込）額
(単位：千円）

再掲予算事業名 会計
当初予算額
(単位：千円）

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 15,000

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 9,000 再掲 6,403

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 99,250

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 37,600 本籍 39,286

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 37,600 再掲 39,286

千葉県スポーツコンシェルジュ運営事業 一般 24,500 再掲 24,499

キャンプ・国際大会誘致・受入事業 一般 5,500 本籍 2,670

国際スポーツ競技大会支援事業 一般 30,000 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 24,499

キャンプ・国際大会誘致・受入事業 一般 5,500 再掲 2,670

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 24,499

合　　　　計　（Ａ） 313,700 298,062

再掲事業の計　（Ｂ） 101,100 97,357

純計　（Ａ）－（Ｂ） 212,600 200,705

合　　　　計　（Ａ） 2,897,474 2,469,679

再掲事業の計　（Ｂ） 1,354,551 1,346,863

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,542,923 1,122,816

一般 1,242,923 783,014

特別 300,000 0

企業 0 0

計 1,542,923 783,014

純計の内訳
（会計別）

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

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

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。


