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 １ 

ちば起業家応援事業の概要 
 
１. 目的 

女性、若者、シニア等の新たな発想による起業を促進するとともに、優秀な起業家を 

育成していくため、ビジネスプランコンペティションや起業家交流会を開催し、県内の

起業マインドの向上、人脈づくりから経営支援までの一貫した支援を実施する。 

 
２. 事業内容 
（１）ビジネスプランコンペティション「ちば起業家大賞（千葉県知事賞）」 

・本県の課題（健康づくり、子育て支援、インバウンド促進、ちばの食など）の解決

につながるビジネスプランを募集し、優秀なプランを表彰する。 

①応募件数 

  ・１１０件（県内：１０１件、県外：９件） 

②表彰 

  ・ちば起業家大賞１名、ちば起業家優秀賞２名、協賛企業賞８名 

     ③県知事賞受賞者への支援 

  ・ビジネスプランコンペティション優秀者への専門家派遣（無料）  

 
（２）地域起業家交流会「地域クラウド交流会」 

・地域の起業家によるプレゼンテーションや、起業家・経営者等との交流を通じて、 

人的ネットワークの形成や、地域における起業家への応援機運の醸成を図る。 

①開催実績・参加者数 

富津市(117名) 柏市(116名) 佐倉市(81名) 山武市(131名) 船橋市(181名) 

木更津市(139名)南房総市(133名)富里市(93名)市川市(147名)千葉市(172名) 

 

（３）起業家応援イベント「超域クラウド交流会2015」 
・起業マインドの向上や起業家応援の機運を高めるとともに、起業家同士の交流や 

ビジネスパートナーづくりを支援し、起業・創業の促進を図る。 

①開催日程 

  ・平成２７年１０月４日（日） 幕張メッセ・コンベンションホール 

②内容 

       ・第１回ちば起業家大賞 最終選考会及び表彰式 

       ・千葉県内起業家とのトークセッション 

       ・参加者全員による交流会 

       ・ビジネスマッチングブース（県内起業家等の出展：４３社） 

       ・相談ブース（専門家による相談：５機関） 

③参加者 

  ・約２，０００名 

 

（４）県内起業家事例集の作成 
・県内の起業家を紹介する事例集を作成・配布するとともに、ホームページを通じて 

広く情報発信することにより、起業を目指す方への参考書として活用してもらう。 

 

商工労働部経営支援課 



                         

２ 
 

 
千葉県事業引継ぎ支援センターの活動状況 

 

 

１. センター概要 

（１）設置場所  千葉商工会議所（千葉中央ツインビル１０階） 

（２）開所日   平成２７年７月１日 

（３）運営体制  ４名（事業統括１名、事業統括補佐１名、事務局員２名） 

（４）予算    約２，４００万円、全額国庫負担 

（５）業務内容  ①事業の継続や承継、譲渡・譲受等に関する相談・助言（無料） 

         ②事業の譲渡先や譲受先に関する仲介機関（登録民間支援機関）の紹介 

         ③事業承継に関するセミナーや個別相談会の開催 

         ④全国本部（中小機構）や他県の支援センターとの情報交換 

（６）仲介機関  ４社（千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、㈱ＣＩＣパートナーズ） 

 

２. 相談実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 相談実績は、面談（来訪・訪問）により対応した企業数（電話等の相談は含まず） 

 

３. 事業承継セミナー・個別相談会 

○中小企業の事業承継対策やセンターの活用等について説明するとともに、セミナー 

終了後、個別相談会を併せて開催 

○開催実績 １８回（千葉市、船橋市、浦安市、銚子市、香取市、市原市、木更津市 他） 

セミナー参加者数 延べ６１８名 

 

商工労働部経営支援課 



                         

３ 
 

 

 

４. 県内企業の後継者不在の状況 

○帝国データバンク調査では、50.5％が60歳代以上で、その内の47.8％が後継者不在。 

《後継者問題に関する千葉県内企業の実態調査（2014/08/28帝国データバンク）》 

社長年齢別 企業数    
後継者あり 後継者不在  不在率 

30歳未満 11 1 10 90.9% 

30歳代 385 30 355 92.2% 

40歳代 1,585 204 1,381 87.1% 

50歳代 1,839 505 1,334 72.5% 

60歳代 2,522 1,204 1,318 52.3% 

70歳代 1,171 682 489 41.8% 

80歳代以上 201 145 56 27.9% 

不明 564 217 347 61.5% 

計 8,278 2,988 5,290 63.9% 

・年齢が判明している7,714社のうち、60歳代以上は3,894社(50.5％) 
うち、後継者不在は、1,863社（47.8％） 

 
○中小企業における後継者不在企業の推計 

129,722社※×60歳代以上(50.5%)×後継者不在(47.8%) ＝31,314社 

※平成24年度数値(出典:第3次ちば中小企業元気戦略) 
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千葉県事業引継ぎ支援センター 
 

 千葉県事業引継ぎ支援センターは、次世代の事業引継ぎに関する様々な課題解決を 

支援する公的相談窓口です。中小企業の事業承継の実務に精通した専門家が秘密厳守 

でご相談を承ります。相談は無料です。 
 

◎ 例えばこのような悩みはございませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県事業引継ぎ支援センターにご相談ください！ 
 

＜ご相談の流れ＞ 

 １.お申込み・受付 

 まずは裏面の「相談申込書」をＦＡＸまたは電子メールにてお送りください。（左記の方法が困難

な場合は、電話によるお申込みも可能です）申込書の到着確認後、担当者からお電話をさせていただ

き、日程調整をさせていただきます。 

 

 ２.窓口相談 

 当センターの窓口までお越しいただきます。相談員が会社の状況や社長様のご意向をお伺いのうえ、

事業実態の把握や具体的な課題を抽出し、親族内承継、第三者承継、Ｍ＆Ａなどの事業引継ぎに関わ

る様々な選択肢をご提示いたします。また、お客様の選択した内容に応じて、支援機関をご紹介いた

します。 

 

 ３.事業引継ぎ支援 

 ご相談の結果、Ｍ＆Ａなどによる第三者への事業の引継ぎを希望される場合は、Ｍ＆Ａの可能性や

課題に対する助言、またＭ＆Ａ交渉に必要となる資料の作成を支援し、Ｍ＆Ａ支援会社・金融機関な

どへの橋渡しを行います。あるいは各種専門家をご紹介いたします。 
  

経 済 産 業 省 

関 東 経 済 産 業 局 

委 託 事 業 

後継者がいないため、廃業するしかな

いのでしょうか？従業員の生活も守ら

なければならないし、何か良い方法は

ないものですか？ 

会社を譲渡したいのですが、どのよう

に進めていけば良いのでしょうか？ 

知り合いが会社を引継いでくれると言

っています。どのような手続きが必要

でしょうか？ 

新分野への進出のために会社を買収し

たいのですが、どのように取り組めば

良いでしょうか？ 

 【お問い合わせは】 

  千葉県事業引継ぎ支援センター 

  千葉県千葉市中央区中央 2-5-1 千葉中央ツインビル 2 号館 10 階 

   TEL：０４３－３０５－５２７２ FAX：０４３－３０５ー５２７３ 

   E-mail：hikitsugi@chiba-cci.or.jp 
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事業引継ぎ相談 申込書 
 

千葉県事業引継ぎ支援センター 行 
 ＦＡＸ：０４３－３０５－５２７３ 

 

 ※下の枠内にご記入の上、ＦＡＸまたはご郵送ください。受付後、折り返し『希望連絡先 TEL』宛に 

  担当者からお電話させていただきます。 
 

(フリガナ)  (フリガナ)  

事業所名  
代表者名 
(役 職) 

（           ） 

所 在 地 

〒   - (フリガナ)  

 
相談者名 
(役 職) 

（           ） 

TEL(会社)  
希望連絡先 

TEL 

※携帯電話可 

FAX(会社)  設立年月 年      月 

業 種  取扱商品  

従業員数 人（うちパート   人） 資本金 万円 

 

   ご提出いただいた個人情報は、法令の定めのある場合やご本人が同意している場合を除き、 

   目的外利用することや第三者に提供することはありません。 

 

 

 

 

  

 千葉県事業引継ぎ支援センター 
 

 千葉県千葉市中央区中央 2-5-1 

 千葉中央ツインビル 2 号館 10 階 

 

 【TEL】０４３－３０５－５２７２ 

 【FAX】０４３－３０５ー５２７３ 

 【E-mail】hikitsugi@chiba-cci.or.jp 
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訪日観光客商店街おもてなし事業 

商工労働部 経営支援課 

１ 事業の目的・概要 

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、外国人観光客が増加する

ことが見込まれます。 

そこで、商店街による接客力の向上や情報発信など、日本を訪れる外国人観光客を 

「おもてなし」の心で迎え入れ、積極的なコミュニケーションを図るための商店街に  

よる取組みを支援します。 

 

２ 事業内容 

（１） 事業実施団体 

商工会・商工会議所、商店街団体 

（２） 補助金交付先 

商工会・商工会議所 

（３） 補助対象事業 

○接客力向上のための外国語会話教室、訪日観光客のニーズ調査、 

ＳＮＳを活用した商店街情報発信事業 

○多言語に対応した商店街ガイド（アプリ）の作成 

○免税制度改正に関するセミナーの開催 など 

（４） 補助対象経費 

専門家謝金、印刷製本費、会場借上費、委託料 等 

（５） 補助率 

１／２以内 （限度額3,000千円） 

 

３ 平成２７年度の実施内容 

・接客に必要な簡単な英会話教室 

・外国人と商店街で買物や食事を楽しみながら 

地域の観光資源を発見する取組み 

・接客用指差し確認ｼｰﾄ、商店街ﾏｯﾌﾟの作成 

・インバウンド対応セミナー 
  

 

接客用英会話教室の様子 



 ７ 

地域資源を活用した地域産業の振興について 

（東京湾アクアライン・圏央道を活かした地域産業活性化事業） 
 

１ 事業の目的・概要 

東京湾アクアラインや圏央道などのネットワーク効果を活かし、県内各地にある農林

水産物や観光資源などの地域資源を活用した新商品やサービスの開発・事業化に取り組

む中小企業などを対象に、新商品等の企画から事業化までの各段階に応じた支援をとお

して地域資源の有効活用と事業展開の促進を図る。 
 
２ 事業内容 

○地域資源活用アドバイザーによる支援 

商品企画、営業等に関する実務経験をもつ人材を「地域資源活用アドバイザー」とし

て配置し、以下の相談に応じている。 

  ・新商品・新サービスの開発・事業化に係る相談・助言 
・連携先のコーディネート、商品等の販路開拓 
・国・県等の支援策に関する情報提供など 

○専門家による支援 

技術課題（商品開発、デザイン、マーケティング等）の解決に適した専門家を派遣し

ている。 

 

３ 実績（平成28年1月18日時点） 

地域資源を活かした新商品やサービスの開発や事業化を行う地元中小企業を対象とし 
た支援を実施してきた。 
・アドバイザーによる相談・助言等の対応件数：740件 

・専門家の派遣件数：29件 

・地域産業活性化に係るセミナーの開催：2回（千葉市、柏市） 

八街商工会議所 

（八街市） 

㈲養老渓谷やまびこ 

（大多喜町） 

㈲金田屋 

（栄町） 

佐倉市観光協会 

（佐倉市） 

ジンジャーエール 

やちまた 
千葉のたけのこ どらまめ（黒大豆） 

城下町佐倉の 

街並み 

    

 

４ 今後の取組み 

  今後は、販路開拓を強化するため、地域に分散する魅力をパッケージ化・ブランド化

し売り込もうとする地域への支援や、外国人観光客による消費喚起に向けた地域資源等

の磨き上げ支援を実施し、地域資源を活かした地域産業の一層の活性化に取り組みます。 

商工労働部産業振興課 



 ８ 

ＳＮＳを活用した外国人観光客ニーズ・動向調査事業について 

 
商工労働部観光企画課 

 

１ 事業の趣旨 

 近年、訪日外国人観光客は増加の一途で、本県にも多種多様な文化を背景に持つ人々

が訪れ、その旅行形態も個人手配旅行客の増加に見られるよう複雑化しており、こうし

た状況に適切に対応していくためには、外国人観光客のニーズを的確に捉え、訪日体験

の満足度を最大化し、再び本県へと足を運んでもらう必要があります。 

そこで、今後の外国人観光客の誘致や受入体制の整備を戦略的に進めるための基礎情

報とするため、東アジア、東南アジアを中心とした１１カ国・地域を対象に各国の母国

語で発信されている Facebook やツイッターなどのＳＮＳ等の内容から、各国別の嗜好

性や行動パターンの他、観光地や土産物品等に対する感想・期待または不満等を分析す

る為の調査を実施しました。 

 

２ 調査対象国 

大韓民国、中華人民共和国、台湾、タイ王国、シンガポール共和国、マレーシア、    

インドネシア共和国、フィリピン共和国、ベトナム社会主義共和国、アメリカ合衆国、

フランス共和国の計１１カ国・地域 

 

３ 調査実施期間 

  平成２７年１１月２０日から平成２８年３月２５日まで 

 

４ 調査結果 

  別添資料のとおり 
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中小企業の魅力発信事業について 

商工労働部経済政策課 
１ 概 要 

第３次元気戦略に盛り込んだ中小企業の魅力を教育現場に伝える取組について、

インターンシップ受入等の協力企業情報をとりまとめ、教育現場で活用できる 

よう学校等関係機関に情報提供を行うとともに、企業見学などを実施した企業等

を紹介する記事を作成し、学校等の関係機関に配付。 

※地域勉強会で頂いた意見を踏まえ、今年度から実施している取組 

「中小企業の魅力を若者のみならず、子、親、教員に伝えるべき」（地域勉強会での意見） 

 
２ 実施状況 

（１）協力企業リストの提供 

経済団体の協力により、協力企業の情報を収集し、県内の公立小・中学校、   

県立高等学校、県立特別支援学校に提供（約 40 社）。 
※来年度以降も、企業情報を収集して情報提供を行う予定 

⇒学校関係者からは「協力企業リストの情報提供は大変貴重」との声あり 
 
（２）紹介記事の作成・配信 

「地域で頑張る企業」の取組内容を伝える記事を作成し、県内教職員向けの  

ウェブニュースである「県教委ニュース」に掲載し、配信を行った。 

※県ホームページでも公表 

 

（参考）紹介企業 

①「勝浦タンタンメン船団」（ONE(ﾜﾝ)勝浦企業組合） 

［取組内容］ 

・地域資源を活用した新たな地域活性化の取組として、美味の未利用魚「シイラ」の  

加工商品化に成功。地元の小中学校の学校給食でシイラを使ったメニューを提供。 

⇒勝浦の魅力を発信するとともに、「地域の良さ」を子どもたちに伝えたい。 

 

②昭和プラスチック㈱ 

［取組内容］ 

 ・障害者の職場体験の受入れをきっかけに障害者雇用を行っており、今では、近隣の  

小中学校等から職場体験や企業見学の受入れを積極的に実施。 

 ⇒「地域で頑張る企業」を子どもたちや親、教員にも伝えていきたい。 



 

○学校給食を通じ、地域の資源
 地元食材を有効活用したシイラのメニューを地元の子ども

たちに伝えるため、勝浦市内全ての小中学校、保育園、幼稚園

の給食で、「マヒマヒバターソテー」を提供。

⇒毎月１回、違ったメニューを提供中！

※学校給食を通じた発信は、他市町村への展開も検討。

 

○ご
勝浦ではカツオにまじって漁獲されるが、ほとんど活用されて

いなかった「シイラ」。

地元の関係者

な地元の海の産品「シイラ」の

⇒今後は、

空き店舗を利用した販売

○美味の未利用魚「シイラ」
 ONE 勝浦企業組合は、地域活性化に向け様々な活動を実施。

今回、地域資源を活用した新たなプロジェクトとして、

「シイラ」（ハワイ名：マヒマヒ）の商品開発・販売に着手！

○美味の未利用魚「シイラ」
 ONE 勝浦企業組合は、地域活性化に向け様々な活動を実施。

今回、地域資源を活用した新たなプロジェクトとして、

「シイラ」（ハワイ名：マヒマヒ）の商品開発・販売に着手！

「中小企業の魅力発信事業」 

地域で頑張
 
 県商工労働部では、中小企業の魅力や地域における活動内容を教育現場に伝えていくため、

本ニュースなどを活用して、地域に根付いた中小企業の取組などを随時、紹介してまいります。

第一弾となる今回は、熱血!!

地域資源を活用した地域活性化に向けた取組を紹介いたします。

取組内容 

勝浦の魅力、「地域

◎先生方へ 

取組内容の出張講演や、給食（マヒマヒメニュー

がありましたら、お伺いしますので

（電話） 0470-73-4554 （URL）

『マヒマヒ弁当』 
シイラの照り焼きとハンバーグ 
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資源を子どもたちへ！ 
地元食材を有効活用したシイラのメニューを地元の子ども 

勝浦市内全ての小中学校、保育園、幼稚園

マヒバターソテー」を提供。 

⇒毎月１回、違ったメニューを提供中！ 

学校給食を通じた発信は、他市町村への展開も検討。 

ご当地グルメで町おこし！ 
勝浦ではカツオにまじって漁獲されるが、ほとんど活用されて

いなかった「シイラ」。 

地元の関係者（漁師、加工・販売業者）が一体

な地元の海の産品「シイラ」の加工商品化に成功し、販売を開始。

⇒今後は、マヒマヒメニューの朝市における看板商品化

空き店舗を利用した販売、全国販売の展開等を図る

」を活用した新プロジェクト 
勝浦企業組合は、地域活性化に向け様々な活動を実施。 

今回、地域資源を活用した新たなプロジェクトとして、 

の商品開発・販売に着手！ 

」を活用した新プロジェクト 
勝浦企業組合は、地域活性化に向け様々な活動を実施。 

今回、地域資源を活用した新たなプロジェクトとして、 

の商品開発・販売に着手！ 

 

頑張る企業紹介（VOL.

県商工労働部では、中小企業の魅力や地域における活動内容を教育現場に伝えていくため、

本ニュースなどを活用して、地域に根付いた中小企業の取組などを随時、紹介してまいります。

!!勝浦タンタンメン船団を運営する「ＯＮＥ

地域活性化に向けた取組を紹介いたします。 

ＯＮＥ勝浦企業組合とは 

勝浦をひとつに！もっと元気に！を合言葉に地域を盛り上げようと

する様々な業種の中小企業者や中小店舗の経営者たちで構成。

昨年、「B-1 グランプリ」ゴールドグランプリを獲得した熱血

タンタンメン船団。これまでの実績や経験を生かした次の展開として、

未利用魚「シイラ」を活用した地域活性化に取り組む。

この件についての問い合わせ

千葉県 

電話 043

地域の良さ」を子どもたちに

マヒマヒメニュー）提供のご要望等

いしますので、是非、当組合にご連絡下さい！ 

）http://katsutan-sendan.com/ 

勝浦ではカツオにまじって漁獲されるが、ほとんど活用されて

が一体となって、貴重

加工商品化に成功し、販売を開始。 

マヒメニューの朝市における看板商品化や、  

全国販売の展開等を図る。 

VOL.１） 
県商工労働部では、中小企業の魅力や地域における活動内容を教育現場に伝えていくため、 

本ニュースなどを活用して、地域に根付いた中小企業の取組などを随時、紹介してまいります。 

ＯＮＥ勝浦企業組合」の  

勝浦をひとつに！もっと元気に！を合言葉に地域を盛り上げようと

する様々な業種の中小企業者や中小店舗の経営者たちで構成。 

グランプリ」ゴールドグランプリを獲得した熱血!!勝浦

タンタンメン船団。これまでの実績や経験を生かした次の展開として、

未利用魚「シイラ」を活用した地域活性化に取り組む。 

この件についての問い合わせ 

 商工労働部 経済政策課 

043-223-2703 

どもたちに伝えたい！ 

『勝浦マヒマヒ』 
形は「怖い」けど、 
味は「優しい」
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「中小企業の魅力発信事業」 

地域で頑張る企業紹介
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○昭和プラスチック 

・きっかけは障害者の職場体験

 県商工労働部では、中小企業の魅力や地域における活動内容を教育現場に伝えていくため、

本ニュースなどを活用して、地域に根付いた中小企業の取組などを紹介しています。

今回は、障害者の方々や地元の小中学校の生徒などの職場体験の受入を積極的に行っている

「昭和プラスチック㈱」の取組について、皆川社長にお話を伺いました

取組内容 

○「昭和プラスチック」が作るもの

私たちの生活に欠かせない身近なアイテム、『プラスチック』。

多くのものがプラスチックを加工した容器やトレーの中に入って

流通していますよね。 

様々な製品をオーダーメイドで作る会社です！

○障害者雇用のきっかけ、「職場体験受

会社の貴重な戦力である A さん。

きっかけは、県中小企業家同友会における障害者雇用の勉強会を

踏まえた、「職場体験の受け入れ」

○それまでは・・・ 

職場体験を経験してもらい、採用してみるまでは「障害者には難しい

仕事では」と思っていました。でも、いざ一緒に働いてみると目から

○今では！ 

「健常者との境なんてない！」今では、

を任されるとともに、会社に欠かせないチームリーダーです

※毎年、小・中学校、高等学校、就労支援センターの

子どもたちは、みんな一生懸命に取

子どもたちにも「地域

◎皆川社長から先生方へ 

地域には、市場の表に出ない

いっぱいあります。「世の中に役

事業活動を行っています。 

子ども、親御さんや先生方にも

をもっと良く知ってもらいたい。

出来る限り対応しますので、ご希望

（URL）http://shopura.jp/ （連絡先
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企業紹介（VOL.２） 昭和プラスチック

職場体験の受入。 

この件についての問い合わせ

千葉県 商工労働部

電話 043

県商工労働部では、中小企業の魅力や地域における活動内容を教育現場に伝えていくため、

本ニュースなどを活用して、地域に根付いた中小企業の取組などを紹介しています。

今回は、障害者の方々や地元の小中学校の生徒などの職場体験の受入を積極的に行っている

について、皆川社長にお話を伺いました。 

るもの 

私たちの生活に欠かせない身近なアイテム、『プラスチック』。 

多くのものがプラスチックを加工した容器やトレーの中に入って 

様々な製品をオーダーメイドで作る会社です！ 

例えば 

チョコレートの「流し型

職場体験受け入れ」 

さん。障害を持つ方ですが、採用の 

県中小企業家同友会における障害者雇用の勉強会を 

「職場体験の受け入れ」にありました。 

職場体験を経験してもらい、採用してみるまでは「障害者には難しい 

でも、いざ一緒に働いてみると目からうろこ
．．．

！ 

今では、A さんは、製品完成の最終段階 

を任されるとともに、会社に欠かせないチームリーダーです！ 

毎年、小・中学校、高等学校、就労支援センターの生徒たちの職場体験を受け入れています！

子どもたちは、みんな一生懸命に取り組んでくれます。将来の就職選択の一助になれば！

地域で頑張る企業」のことを

ない「縁の下の力持ち」企業が   

役に立ちたい」と一生懸命、  

にも、地域のそうした企業のこと

。職場体験や企業見学など、 

希望があれば連絡ください。 

連絡先）04 ｰ 7145 ｰ 6111 

プラスチック（株）（柏市） 

この件についての問い合わせ 

商工労働部 経済政策課 

043-223-2703 

県商工労働部では、中小企業の魅力や地域における活動内容を教育現場に伝えていくため、  

本ニュースなどを活用して、地域に根付いた中小企業の取組などを紹介しています。 

今回は、障害者の方々や地元の小中学校の生徒などの職場体験の受入を積極的に行っている

型」 

生徒たちの職場体験を受け入れています！ 

将来の就職選択の一助になれば！ 

柏のゆるキャラ「カシワニくん」 

チョコレートの 
出来上がり！ 

のことを伝えたい！ 
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中小企業人材採用サポート事業【新規】 

 

予算額 20,000千円 

１ 事業の目的・概要 

 中小企業関係団体が大学等の教育機関と連携してコンソーシアム等を

形成し、県内中小企業におけるインターンシップや、大学等における就職

セミナーの開催などの相互交流事業を継続して行う取組を支援し、中小企

業の人材確保と学生等の就職・地元定着を図ります。 

 

２ 事業内容 

 （１）補助対象者 中小企業関係団体 

 （２）補助額   定額 

 （３）実施内容 

・大学等での就職セミナー、学生との交流会 

・学生等の企業実習（各企業の受入への支援） 

・中小企業予算額 20,000 千円の効果的な魅力発信に向けた支援 

・企業向けのセミナーによる採用力向上支援 

 

[事業イメージ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課・問い合わせ先 

商工労働部雇用労働課 

０４３－２２３－２７４０ 

県  

コンソーシアム等 

相互理解  

・大学等での就職セミナー・交流会 

・学生等の企業実習 

・中小企業の魅力発信に向けた支援 

・企業向け採用力向上セミナー 

中小企業関係団体  

（事務局）  

補助（定額）  

・企業情報の把握  
・企業実習の受入促進  

大学・高校等  

中小企業  学生・生徒  

・学生のニーズ把握 

・中小企業の理解促進  

連携関係  

商工労働部雇用労働課  
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委託

千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点事業

千

葉

県

（公財）千葉県産業振興センター

千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点

●人員体制（4名）

・人材戦略マネージャー

・サブマネージャー（2名）

・アシスタント（1名）

●主な業務
・県 内金 融機 関等 と連 携し た
プロフェッショナル人材ニーズ
の掘り起こし

・民間人材ビジネス事業者の紹介

・中小企業者向けのセミナー

潜在成長力のある企業の掘
り起こしや、経営アドバイス

連絡調整

攻めの経営への転
換への意欲を喚起

プロ人材
活用の決断

求人登録
掘り起こし

人材マッチング

求職登録
プロフェッショ
ナル人材

県内
中小企業

職場定着フォロー

民間人材
ビジネス事業者
（登録制）

①

人材ニーズの
吸い上げ

②

人材ニーズの取り次ぎ

③

④

⑤

千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点事業について 

 

 

１ 事業の背景と目的 

潜在的成長力のある県内中小企業に、新事業展開等を積極的に促し、その実

現に不可欠となるプロフェッショナル人材（※）の採用をサポートすることで、

中小企業の新たな成長を促進し、県経済の活性化を目的とする。 

 
※プロフェッショナル人材…新たな商品・サービスの開発、その販路開拓や、個々の 

サービスの生産性向上など具体的な取組を通じて、企業の成長戦略を具現化していく人材
で、イメージとしては、都市圏の大企業等に勤め、相応の実績を有する 30～50 代の人材。 

 

２ 事業の概要 

（１）「プロフェッショナル人材戦略拠点」を設置 

（千葉県産業振興センター内に平成 27 年 12 月 1 日開設済み） 

 

（２）県内金融機関や地元経済団体等と連携し、潜在成長力のある県内中小 

企業を掘り起こし、成長戦略実現に必要な人材ニーズを吸い上げる。 

 相談件数 27 年度事業目標：７０件 

      27 年度実績  ：４４件（2月末時点） 
 

（３）企業の求人ニーズを明確化し、民間人材ビジネス事業者を介して 

プロフェッショナル人材と企業とのマッチングを支援する。 

 成約件数 27 年度事業目標：５件 

      27 年度実績  ：０件（2月末時点） 
 

（４）成長戦略とプロフェッショナル人材の必要性について、マインド醸成の

ため、中小企業の経営者向けのセミナーを開催する。 

  （２７年度開催実績） 

   開催日：平成 28 年 3 月 8 日開催 

会 場：ホテルグリーンタワー幕張 

   参加人数：約 100 名 

 

 

商工労働部雇用労働課 


