
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 280,000 125,386

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 2,409

千葉県スポーツコンシェルジュ運営事業 一般 24,500 再掲 23,347

宿泊・滞在型観光推進事業 一般 40,000 本籍 22,353

大規模イベント支援事業 一般 10,000 0

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 710

新たな観光地域づくりに係る調査検討事業 一般 600 本籍 46

千葉県フィルムコミッション運営事業 一般 26,000 本籍 25,160

千葉県映画・テレビ等撮影支援事業 一般 31,000 11,290

食のおもてなし力向上事業 一般 7,000 本籍 6,923

宿泊・滞在型観光推進事業 一般 40,000 再掲 22,353

関東観光広域連携キャンペーン事業負担金 一般 600 600

県内発着バスツアー優待プロモーション事業 一般 10,000 6,815

鉄道を活用した周遊観光プロモーション事業 一般 21,000 本籍 17,703

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 100,000 再掲 73,725

合　　　　計　（Ａ） 601,700 338,820

再掲事業の計　（Ｂ） 165,500 120,135

純計　（Ａ）－（Ｂ） 436,200 218,685

「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 710

観光統計調査事業 一般 9,500 9,351

新たな観光地域づくりに係る調査検討事業 一般 600 再掲 46

期間限定アンテナショップ事業 一般 26,000 本籍 25,973

オール千葉おもてなし推進事業 一般 14,000 15,947

海外観光ゲストへのおもてなし力向上事業 一般 10,000 9,947

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 1,500 1,112

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 125,700,000

千葉県観光振興事業補助金 一般 69,319 68,885

千葉県優良県産品推奨協議会負担金 一般 1,000 1,000

伝統工芸品産業振興事業 一般 4,664 3,106

県産農林水産物販路拡大支援事業 一般 8,255 8,231

地域発ブランド化推進事業 一般 7,700 5,797

水産物産地づくり対策事業 一般 1,982 再掲 1,664

合　　　　計　（Ａ） 190,155,520 125,851,769

再掲事業の計　（Ｂ） 190,002,582 125,701,710

純計　（Ａ）－（Ｂ） 152,938 150,059

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計

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

2 観光産業の競争力強化

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

決算（見込）額
(単位：千円）

再掲
当初予算額
(単位：千円）



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
取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計
決算（見込）額
(単位：千円）

再掲
当初予算額
(単位：千円）

観光ちば全国発信事業の一部 一般 62,368 60,112

鉄道を活用した周遊観光プロモーション事業 一般 21,000 再掲 17,703

期間限定アンテナショップ事業 一般 26,000 再掲 25,973

観光ちば全国発信事業の一部 一般 28,925 28,851

観光商談会事業 一般 10,000 9,154

千葉県観光物産情報ラジオPR事業 一般 10,500 9,984

「アクアラインマラソン」開催に伴うPR事業 一般 53,000 52,134

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 11,200 10,504

千葉県観光情報館「チーバくんプラザ」運営事業 一般 14,256 14,080

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 15,000 13,757

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 1,690

「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 7,576

「千葉の海」丸ごと満喫事業 一般 2,870 再掲 2,839

2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向け
た千葉の魅力発信事業

一般 5,764 5,742

千葉の魅力発信推進事業 一般 202,000 本籍 199,096

新聞紙面購入 一般 11,907 11,907

紙面広報委託 一般 13,259 13,257

テレビ広報事業 一般 106,358 105,646

ラジオ広報事業 一般 41,798 41,766

県民だよりの発行 一般 269,931 244,502

千葉県ホームページ運営事業 一般 8,092 5,773

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 9,980

千葉の魅力発信推進事業の一部 一般 5,408 再掲 3,290

千葉の魅力発信推進事業の一部 一般 32,691 再掲 34,423

2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向け
た千葉の魅力発信事業

一般 24,236 23,971

合　　　　計　（Ａ） 998,196 953,710

再掲事業の計　（Ｂ） 96,620 91,804

純計　（Ａ）－（Ｂ） 901,576 861,906

3
戦略的な国内観光プロモーショ
ンの展開

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

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



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
取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計
決算（見込）額
(単位：千円）

再掲
当初予算額
(単位：千円）

外国人観光客向けプロモーション事業 一般 44,454 再掲 42,422

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 19,954

海外メディアを活用した観光情報発信事業 一般 0 再掲

訪日教育旅行誘致事業 一般 38,343 再掲 30,176

外国人観光客向けPR媒体作成事業 一般 9,000 再掲 8,284

訪日団体旅行客向けバスツアー支援事業 一般 29,670 24,952

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 41,300 再掲 35,823

キャンプ・国際大会誘致・受入事業 一般 5,500 再掲 2,750

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 4,968

千葉県フィルムコミッション運営事業 一般 26,000 再掲 25,160

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

外国人観光客向けPR媒体作成事業 一般 9,000 本籍 8,284

港湾直轄事業負担金 一般 573,300 再掲 189,078

訪日教育旅行の推進 訪日教育旅行誘致事業 一般 38,343 本籍 30,176

東京オリンピック・パラリンピックCHIBA推進会議事業 一般 12,443 6,821

東京オリンピック・パラリンピックCHIBA推進会議事業 一般 3,857 3,073

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 41,306

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 2,409

外国人観光客向けPR媒体作成事業 一般 9,000 再掲 8,284

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 10,750 再掲 750

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 95,379 再掲 90,358

合　　　　計　（Ａ） 1,083,979 575,028

再掲事業の計　（Ｂ） 883,026 455,448

純計　（Ａ）－（Ｂ） 200,953 119,580

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 2,169 2,054

移住・定住促進事業の一部 一般 12,031 11,888

地域しごと支援センターちば事業 一般 27,000 再掲 27,000

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 27,000

合　　　　計　（Ａ） 68,200 67,942

再掲事業の計　（Ｂ） 27,000 27,000

純計　（Ａ）－（Ｂ） 41,200 40,942

合　　　　計　（Ａ） 192,907,595 127,787,269

再掲事業の計　（Ｂ） 191,174,728 126,396,097

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,732,867 1,391,172

一般 1,732,867 1,391,172

特別 0 0

企業 0 0

計 1,732,867 1,391,172

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

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

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 5,723 4,695

姉妹州との交流支援事業 一般 0 0

知事トップセールス（国際課分） 一般 1,800 1,800

デュッセルドルフ市との交流事業 一般 0 0

在外千葉県人会活動支援 一般 4,420 4,419

姉妹州・友好都市等との交流推進事業 一般 10,314 5,051

スポーツ国際交流事業補助金 一般 2,183 2,183

世界に向けた千葉の魅力発信推進事業 一般 55,081 54,164

草の根情報発信推進事業 一般 1,688 1,174

外国プレスを活用した海外への情報発信事業 一般 1,231 853

アジア経済研究所負担金（幕張アジアアカデミー） 一般 165 本籍 140

語学指導等を行う外国青年招致事業 一般 1,619 本籍 1,533

高校生海外留学助成事業 一般 15,600 再掲 2,160

グローバル人材育成事業 一般 31,382 再掲 25,942

合　　　　計　（Ａ） 131,206 104,113

再掲事業の計　（Ｂ） 46,982 28,102

純計　（Ａ）－（Ｂ） 84,224 76,011

多文化共生社会づくり推進事業 一般 2,888 2,631

外国語による情報提供 一般 2,095 本籍 960

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 5,750

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 12,204 再掲 9,368

その他 外国籍ＤＶ被害者等支援事業 一般 216 再掲 17

合　　　　計　（Ａ） 23,403 18,727

再掲事業の計　（Ｂ） 12,420 9,385

純計　（Ａ）－（Ｂ） 10,983 9,342

中小企業海外販路拡大支援事業 一般 7,588 本籍 6,544

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 41,300 本籍 35,823

日本貿易振興機構千葉貿易情報センター支援事業 一般 18,953 本籍 18,953

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 41,300 再掲 35,823

中小企業海外販路拡大支援事業 一般 7,588 再掲 6,544

産業支援技術研究所運営費の一部 一般 684 再掲 684

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 41,300 再掲 35,823

海外展開支援事業 一般 9,448 本籍 7,895

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 41,300 再掲 35,823

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 41,300 再掲 35,823

県産水産物加工・流通・輸出拠点施設整備事業 一般 154,854 再掲 154,854

合　　　　計　（Ａ） 405,615 374,589

再掲事業の計　（Ｂ） 328,326 305,374

純計　（Ａ）－（Ｂ） 77,289 69,215

決算（見込）額
(単位：千円）

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

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

当初予算額
(単位：千円）

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計



施策 Ⅲ－１－②国際都市として発展するＣＨＩＢＡづくり
決算（見込）額
(単位：千円）

再掲
当初予算額
(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 本籍 42,422

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 19,954

訪日教育旅行誘致事業 一般 38,343 再掲 30,176

外国人観光客の受入体制整備事業 一般 9,000 再掲 8,284

海外メディアを活用した観光情報発信事業 一般 0 本籍 0

「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業 一般 41,300 再掲 35,823

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 0

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 4,968

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 2,409

外国人観光客の受入体制整備事業 一般 9,000 再掲 8,284

訪日教育旅行の推進 訪日教育旅行誘致事業 一般 38,343 再掲 30,176

その他 海外における知事トップセールス 一般 10,066 9,590

合　　　　計　（Ａ） 228,146 192,086

再掲事業の計　（Ｂ） 153,626 120,120

純計　（Ａ）－（Ｂ） 74,520 71,966

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 95,379 本籍 90,358

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 10,750 本籍 750

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 2,991,740 2,880,699

合　　　　計　（Ａ） 3,097,869 2,971,807

再掲事業の計　（Ｂ） 0 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,097,869 2,971,807

合　　　　計　（Ａ） 3,886,239 3,661,322

再掲事業の計　（Ｂ） 541,354 462,981

純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,344,885 3,198,341

一般 353,145 317,642

特別 2,991,740 2,880,699

企業 0 0

計 3,344,885 3,198,341

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

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。


