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第一　創業等への意欲的な取組の促進

27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課

○起業・創業に必要な事業経費の一部
を「ちば中小企業元気づくり基金事
業」を活用し、助成する。
特に、女性・若者・シニアの起業・創
業支援を視野に、制度設計を見直す。

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
  起業・創業に挑戦しようとする者に
対し、助成を行った。
　なお、本年度より、助成対象を「研
究開発型の創業」から「創業一般」に
拡充した。
 ・交付決定状況　12件　21,080（千
円）

21,080

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
  これから創業する方、創業間もない
方（創業５年未満）が持つ先進的なア
イディア等による創業を支援。 20,000

経済政策
課
（経営支
援課）

○上記事業の助成対象者に対して、資
金面のみならず、「専門家派遣」によ
る相談・助言を通じたノウハウ支援を
組み合わせて行う。

○専門家の派遣
　上記の助成を受けて行う起業・創業
への取り組みに対し、専門家派遣によ
る相談・助言等を実施した。

・助成決定状況（実績見込） 9件
8,799(千円)

8,799

○専門家の派遣
　上記の助成を受けて行う起業・創業
への取り組みに対し、専門家派遣によ
る相談・助言等を実施する。 8,500

経済政策
課
（経営支
援課）

イ）起業・
創業に対す
る制度融資
による資金
調達

○起業・創業に必要な設備資金等につ
いて、制度融資の「創業資金」により
資金調達を支援する。
特に、産業競争力強化法に基づく「特
定創業支援（市町村等が行う継続的な
創業支援）を受けた者」に対しては
「融資枠を拡大」する。

○創業資金の融資
　創業者や創業後5年未満の中小企業者
に対し、事業に必要な資金を供給し
た。

（実施状況）　28年3月末現在
　融資実績　330件　　1,698,280千円

141,200,000

○創業資金の融資
　（融資枠（全体枠）)　570,000,000
　創業者や創業後5年未満の中小企業者
に対し、事業に必要な資金を供給す
る。

190,000,000
経営支援
課

ア）起業・
創業に対す
る助成及び
ノウハウの
支援

区　　　分

①起業・
創業の促
進
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

○チャレンジ企業支援センター内に
「創業支援チーム」を設置し、「起
業・創業希望者の掘り起こし」から
「創業後のフォローアップ」までの一
貫支援として、
[セミナー開催]　[相談]　[事業可能性
評価]　[専門家派遣]　等の取組を行
う。

○チャレンジ企業支援センター事業
　センター内に設置した「創業支援
チーム」を中心に創業を志す方や創業
間もない方からの経営、技術など多様
な相談にワンストップで応じ、経営向
上などを支援した。
　必要に応じセミナー、事業可能性評
価、専門家派遣等の支援につなげた。

・窓口相談　（2,346件）
・専門家派遣（494日）
・事業可能性評価（2回開催）
・創業セミナー（1回開催）

309,690

○チャレンジ企業支援センター事業
　センター内に設置した「創業支援
チーム」を中心に創業を志す方や創業
間もない方からの経営、技術など多様
な相談にワンストップで応じ、経営向
上などを支援する。
　必要に応じセミナー、事業可能性評
価、専門家派遣等の支援につなげる。

・窓口相談
・専門家派遣
・事業可能性評価
・創業セミナー（1回予定）

311,027
経営支援
課

○県産業振興センターを中核とした商
工団体や金融機関等との連携体である
「地域プラットフォーム」において、
[セミナー開催]　[支援策の情報共有・
斡旋] [専門家派遣] 等の取組を行う。

○「地域プラットフォーム」連絡会議
　商工団体や金融機関等との情報共
有・連携を図るため、中小企業支援プ
ラットフォーム連携会議を開催した。

・2回開催
-

○「地域プラットフォーム」連絡会議
　商工団体や金融機関等との情報共
有・連携を図るため、中小企業支援プ
ラットフォーム連携会議を開催する。

・連絡会議開催3回予定
-
経営支援
課

エ）起業・
創業支援策
情報の発信

○（公財）千葉県産業振興センターの
ホームページ内に「起業・創業ポータ
ルサイト」を設け、起業・創業を目指
す意欲ある希望者等に対し、県及び県
内市町村における起業・創業支援策情
報を一元的に提供する。

○ポータルサイトの運営
　「千葉県内の起業・創業支援情報」
ページにおいて、県内の起業支援策情
報を一元的に発信する。
　チャレンジ企業支援センターのＨＰ
リニューアルに併せ、より分かりやす
く発信できるよう内容等を見直した。

・月1回更新

-

○ポータルサイトの運営
　「千葉県内の起業・創業支援情報」
ページにおいて、県内の起業支援策情
報を一元的に発信する。

・月1回更新
-
経営支援
課

オ）起業・
創業の活発
化に向けた
啓発活動

○起業・創業により地域課題を解決し
た例の紹介など、起業・創業の意欲向
上につながる啓発活動を行う。

○ちば起業家応援事業の実施
　開業率増加及び優秀なアイデアを持
つ起業家を育成していくため、ビジネ
スコンペティションの開催及び啓発か
ら人脈づくりまで一貫した支援を実施
し、起業事例の発掘、事例集の作成を
行った。

12,000

○ちば起業家応援事業の実施
　開業率増加及び優秀なアイデアを持
つ起業家を育成していくため、ビジネ
スコンペティションの開催及び啓発か
ら人脈づくりまで一貫した支援を実施
する。
　本事業において、起業気運醸成、起
業事例の発掘、事例集の作成を行う。

12,000
経営支援
課

ウ）起業・
創業に対す
る支援体制
の強化

①起業・
創業の促
進

1-3



27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

カ）起業・
創業メン
ター制度等
の構築

○起業・創業分野におけるメンター人
材等とのネットワークを構築し、社会
起業家を含む起業・創業者に対し、相
談・指導が行える環境を整備する。

○ちば起業家応援事業の実施
　 開業率増加及び優秀なアイデアを持
つ起業家を育成していくため、ビジネ
スコンペティションや起業交流会を開
催し、起業・創業者の人脈形成・ネッ
トワーク構築等を支援した。

12,000

○ちば起業家応援事業の実施
　開業率増加及び優秀なアイデアを持
つ起業家を育成していくため、ビジネ
スコンペティションや起業交流会を開
催し、起業・創業者の人脈形成・ネッ
トワーク構築等を支援する。

12,000
経営支援
課

キ）起業・
創業の促進
に向けた市
町村との連
携

○「産業競争力強化法」において、市
町村が主体となり地域の起業・創業支
援計画を策定し、国の認定を受けるこ
とで支援が得られる仕組みが設けられ
たことから、これに係る市町村への助
言・協力、市町村同士の情報交換の場
づくり等の支援を行い、「認定市町
村」数の増加を目指す。

○市町村による創業支援促進事業
　市町村・創業支援事業者による創業
支援の取組経費について助成した。

・補助率1／2　上限100万円
・3市2町、1,386千円（交付決定）
　市町村担当者会議等を通じ、市町村
への助言・協力、市町村同士の情報交
換の場づくり等の支援を行った。
・2回開催

1,247

○市町村による創業支援促進事業
　市町村・創業支援事業者による創業
支援の取組経費について助成する。

・補助率1／2　上限100万円

　市町村担当者会議等を通じ、市町村
への助言・協力、市町村同士の情報交
換の場づくり等の支援を行う。
・3回開催

2,600

経営支援
課
（経済政
策課）

○東葛テクノプラザにおいて、起業・
創業希望者に対する準備段階における
事務スペースや、入居者同士の交流を
深める機会を設けるなど、創業前の支
援を行う。

○交流機会等の提供
　「創業前支援事業」として、図書室
内に起業支援ルームを設けるととも
に、相談・助言等の支援事業を実施し
た。 -

○交流機会等の提供
　「創業前支援事業」として、図書室
内に起業支援ルームを設けるととも
に、相談・助言等の支援事業を実施す
る。 -

産業振興
課

○既存の民間起業・創業支援団体と連
携し、[公的支援機関の支援情報サービ
スの周知][セミナー等の開催]　[空き
店舗等を活用した交流スペースの創出
支援]　等を行う。

○支援情報等の周知
　産業振興センターのホームページ内
に「千葉県内の起業・創業支援情報」
ページを設置し、県内の起業支援策情
報を一元的に発信した。

・月1回更新

○ちば起業家応援事業の実施[再掲]
　開業率増加及び優秀なアイデアを持
つ起業家を育成していくため、ビジネ
スコンペティションや起業交流会を開
催し、起業・創業者の人脈形成・ネッ
トワーク構築等を支援した。

12,000

○支援情報等の周知
　産業振興センターのホームページ内
に「千葉県内の起業・創業支援情報」
ページを設置し、県内の起業支援策情
報を一元的に発信する。

・月1回更新

○ちば起業家応援事業の実施[再掲]
　開業率増加及び優秀なアイデアを持
つ起業家を育成していくため、ビジネ
スコンペティションや起業交流会を開
催し、起業・創業者の人脈形成・ネッ
トワーク構築等を支援する。

12,000
経営支援
課

ク）起業・
創業希望者
等の交流の
創出

①起業・
創業の促
進
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

○事業承継に関する助言や情報提供を
行う「事業引継ぎ相談窓口」を設置し
ている千葉商工会議所と連携し、後継
者がいない事業者と、その経営資源を
活用して起業・創業を希望する人材の
マッチング支援の充実を図る。

○「事業承継引き継ぎ相談センター」
の設置
　千葉商工会議所に、専門家を配置
し、相談・助言から、第三者への事業
承継まで、総合的な支援を行う「支援
センター」を設置した。

-

○「事業承継引き継ぎ相談センター」
の設置
　千葉商工会議所に、専門家を配置
し、相談・助言から、第三者への事業
承継まで、総合的な支援を行う「支援
センター」を設置し事業引継ぎを支援
する。

-
経営支援
課

○事業承継の際、地域資源や経営資源
を活用して新事業進出等を図る取組
（第二創業）に対して「ちば中小企業
元気づくり基金」で助成する。

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
  新事業開発等に取り組む者に対し、
助成を行った。
 ・交付決定状況　2件 8,096(千円)

8,096

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
  事業の多角化や第二創業等における
地域資源や経営資源を活用した新事業
進出や新たなビジネスモデルを構築し
事業化を図る活動を支援する。

8,000

経済政策
課
(経営支
援課）

コ）イン
キュベー
ション施設
によるトー
タル支援

○東葛テクノプラザ、かずさインキュ
ベーションセンター等の公的インキュ
ベーション施設において、[貸事務所等
の提供]　[インキュベーションマネー
ジャー（ＩＭ）による経営相談、産学
共同研究・企業間連携のコーディネー
ト] 等、起業後の成長に向けたトータ
ルサポートを行う。

○トータル支援の実施
　先端的な産業技術の研究開発を行う
民間企業に対し、賃貸研究室の提供や
相談・指導等を実施した。

・東葛テクノプラザ
・かずさインキュベーションセンター

267,121

○トータル支援の実施
　先端的な産業技術の研究開発を行う
民間企業に対し、賃貸研究室の提供や
相談・指導等を実施する。

・東葛テクノプラザ
・かずさインキュベーションセンター

269,759
産業振興
課

○創業後の第二ステージ（創業後５年
まで）における事業費の一部につい
て、「ちば中小企業元気づくり基金事
業」を活用し、助成を行う。
特に、女性・若者・シニアの起業・創
業支援を視野に、制度設計を見直す。

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
  起業・創業第二ステージ（立ち上げ
から5年未満の者）対し、助成を行っ
た。
　なお、本年度より、助成対象を「研
究開発型の創業」から「創業一般」に
拡充した。
・交付決定状況　12件　21,080（千
円）

21,080

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
  これから創業する方、創業間もない
方（創業５年未満）が持つ先進的なア
イディア等による創業を支援する。

20,000

経済政策
課
(経営支
援課）

○上記事業における助成対象者に対し
て、資金面のみならず「ノウハウ支
援」（専門家派遣による相談・助言）
を組み合わせて行う。

○専門家の派遣
　上記の助成を受けて行う起業・創業
への取り組みに対し、専門家派遣によ
る相談・助言等を実施した。

・助成決定状況（実績見込） 9件
8,799(千円)

8,799

○専門家の派遣
　上記の助成を受けて行う起業・創業
への取り組みに対し、専門家派遣によ
る相談・助言等を実施する。 8,500

経済政策
課
(経営支
援課）

ケ）事業承
継を通じた
起業・創業
に向けた支
援体制等の
強化

サ）起業・
創業後の事
業展開に対
する助成及
びノウハウ
の支援

①起業・
創業の促
進
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

①起業・
創業の促
進

シ）ファン
ドによる支
援

○起業・創業後の中長期的な成長に不
可欠な投資資金について、「ちば新産
業育成ファンド」を活用し、供給す
る。

○投資育成の実施
　出資者で構成する投資者育成会議
（ハンズオン会議）により、上場等の
成長に向けた支援方針を検討した。

・ハンズオン会議の開催4回
・投資件数累計17件

-

○投資育成の実施
　本県経済の中核となるベンチャー・
中小企業を発掘し、投資育成を進める
ほか、既存の投資先企業への増資等支
援方針を検討する。

・ハンズオン会議の開催4回
・投資予定の件数累計17件

-
産業振興
課

ア）健康医
療ものづく
り分野にお
ける研究開
発への助成

○医療・健康・福祉関連の機器等の研
究開発に必要な経費の一部について、
「ちば中小企業元気づくり基金事業」
を活用し、助成を行う。

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
　医療・健康・福祉関連分野におけ
る、新製品・新技術の開発に取り組む
県内ものづくり企業への助成を行っ
た。

　・助成決定状況　5件 38,639（千
円）

38,639

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
　医療・健康・福祉関連分野におけ
る、新製品・新技術の開発に取り組む
県内ものづくり企業への助成を行う。 28,500

産業振興
課
（経済政
策課）

○中小企業の新規参入や医工連携によ
る製品開発を促進する。

○「ちば健康・医療ものづくり産業支
援推進会議」の運営
　県や支援機関による「ちば健康・医
療ものづくり産業支援推進会議」を運
営して各種事業の企画・検討を行っ
た。

・ちば健康医療ものづくり産業支援推
進会議（担当者会議）開催回数　12回

11,006

○「ちば健康・医療ものづくり産業支
援推進会議」の運営
　県や支援機関による「ちば健康・医
療ものづくり産業支援推進会議」を運
営して各種事業の企画・検討を行う。

・ちば健康医療ものづくり産業支援推
進会議（担当者会議）開催予定回数
12回

56,000
産業振興
課

○医療機関や医工系大学等のニーズと
中小企業のシーズを結び付けるプロ
ジェクトを実施する。

○「ちば健康・医療ものづくり産業支
援推進会議」による医工連携プロジェ
クトの推進
　県、支援機関、千葉大学、国立がん
研究センター東病院とが連携して行う
プロジェクト「C-square」の運営を通
じ、臨床側とものづくり中小企業との
結び付けや共同研究を促進した。

・C-square定期的会合回数10回
・共同研究開発件数5件

11,006

○「ちば健康・医療ものづくり産業支
援推進会議」による医工連携プロジェ
クトの推進
　県、支援機関、千葉大学、国立がん
研究センター東病院とが連携して行う
プロジェクト「C-square」の運営を通
じ、臨床側とものづくり中小企業との
結び付けや共同研究を促進する。

・C-square定期的会合予定回数10回
・共同研究開発予定件数10件

56,000
産業振興
課

イ）「ちば
健康・医療
ものづくり
産業支援推
進会議」の
設置による
支援

②成長産
業への参
入
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

イ）「ちば
健康・医療
ものづくり
産業支援推
進会議」の
設置による
支援

○健康・医療ものづくり産業に進出し
ている中小企業や、参入意欲を持つ中
小企業をネットワーク化し、必要な情
報を提供する。

○「ちばメディカルネットワーク」の
運営
　健康・医療ものづくり産業に進出し
ている、または参入意欲を持つ中小企
業を対象に、必要な情報を提供するた
めのネットワークを設置・運営すると
ともに、メルマガ配信等を行った。

・ネットワーク登録会員252社
・メルマガ配信回数15回

11,006

○「ちばメディカルネットワーク」の
運営
　健康・医療ものづくり産業に進出し
ている、または参入意欲を持つ中小企
業を対象に、必要な情報を提供するた
めのネットワークを設置・運営すると
ともに、メルマガ配信等を行う。

・ネットワーク登録会員255社
・メルマガ配信予定回数12回

56,000
産業振興
課

ウ）コー
ディネー
ターの配置

○臨床現場とものづくり現場の双方を
熟知した「医工連携コーディネー
ター」を配置し、［関係法令等に関す
る相談・アドバイス］　［医療機関や
大学等のニーズ、中小企業のシーズの
集約］ ［商談会や個別面談によるマッ
チング］ ［事業化に関するセミナー］
等を行う。

○専門人材（相談対応）の配置、各種
イベント・セミナーの開催
　新規参入、マッチング、販路開拓に
関する専門人材を配置するとともに、
企業のレベルアップに資するセミナー
や、販路開拓のための各種事業を実施
した。

・医工連携コーディネーター配置数6名
・販路開拓アドバイザー配置数2名
・新規参入セミナー開催数1回
・営業力強化セミナー開催数8回
・海外展開支援セミナー開催数5回
・展示会出展数3回

34,436

○専門人材（相談対応）の配置、各種
イベント・セミナーの開催
　マッチング、製品開発、販路開拓に
関する専門人材を配置するとともに、
企業の製品開発や販路開拓に資するセ
ミナー実施する。

・メディカルコンシェルジュ配置予定
数4名
・製品開発セミナー開催予定数4回
・販路開拓及び事業化セミナー開催予
定数6回
・展示会出展予定数1回

56,000
産業振興
課

エ）機能性
食品分野に
おける研究
開発への助
成

○医療機関等と連携して行う高付加価
値食品等の研究開発に必要な経費の一
部について、「ちば中小企業元気づく
り基金事業」を活用し、助成を行う。

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
　「機能性食品等」を含む新商品・新
技術等の研究開発経費を補助する「成
長分野研究開発助成」について、助成
限度額を引き上げて研究開発への活用
を促した。

・助成決定状況　5件 38,639（千円）

38,639

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
　「機能性食品等」を含む新商品・新
技術等の研究開発経費を補助する「成
長分野研究開発助成」について、研究
開発への活用を促す。

28,500

経済政策
課（産業
振興課）

②成長産
業への参
入
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

オ）異業種
連携ネット
ワークによ
る機能性食
品開発・販
路開拓等の
支援

○食料品製造業者、生産者、大学、流
通事業者などとのネットワークを構築
し、［機能性食品の開発］［ブランド
化］［販路開拓］等を行う。

○異業種連携ネットワークの活用
　食料品製造業者、生産者、流通事業
者など20社以上が参加する食品工場協
議会に定期的に出席し、情報収集に努
める。
また、機能性等食品の開発支援、販路
開拓等係るニーズ把握に努める。

-

○異業種連携ネットワークの活用
　食料品製造業者、生産者、流通事業
者など20社以上が参加する食品工場協
議会に定期的に出席し、情報収集に努
める。
また、機能性等食品の開発支援、販路
開拓等係るニーズ把握に努める。

-
産業振興
課

カ）中小企
業向け機能
性食品の開
発に対する
支援

○中小企業が、自社製品の機能性等に
関するデータを取得するにあたり、公
的支援機関（かずさDNA研究所や産業支
援技術研究所）が中心となり、［試験
分析］［技術講習］［情報提供］ 等を
行う。

○各種支援事業の実施
　食料品製造業者を対象に食品関連の
法改正に係るセミナーを実施するなど
必要な情報提供を引続き行う。
　また、産業支援技術研究所において
食品関連の試験研究機器の設置（たん
ぱく質の分析装置）など、試験分析等
における機能充実を行う。

-

○各種支援事業の実施
　産業支援技術研究所において食料品
製造業者を対象に、製品開発等に向け
た技術的な支援を行う他、食品関連の
試験研究機器の設置（香気成分分析用
装置）など、試験分析等における機能
充実を行う。

-
産業振興
課

○県産農林水産物等を生かし、農林漁
業者と商工業者等が連携して行う、[新
商品・新サービスの開発]　[販路開拓]
[研究開発]　[関係機関等が行う支援事
業（販路開拓支援等）]　に要する経費
の一部について、「農商工連携事業支
援基金」を活用して助成する。

○農商工連携事業支援基金事業の活用
　中小企業者等と農林漁業者が連携し
て行う新商品の開発や研究開発等に対
する助成を行う。

・新商品、役務開発、特産品等助成4件
・研究開発等助成1件
・農商工連携事業サポート事業1件

36,500

○農商工連携事業支援基金事業の活用
　中小企業者等と農林漁業者が連携し
て行う新商品の開発や研究開発等に対
する助成を行う。

・新商品、役務開発、特産品等助成
・研究開発等助成
・農商工連携事業サポート事業

36,500

産業振興
課
（経済政
策課）

○上記助成対象者に対して、資金面の
みならず「専門家派遣」による相談・
助言を通じたノウハウ支援を組み合わ
せて行う。

○専門家派遣の活用
　中小企業者等と農林漁業者の連携体
が実施する新商品開発等の取組に対
し、専門家を派遣による相談・助言等
を行う。

・派遣日数予定のべ70日

8,481

○専門家派遣の活用
　中小企業者等と農林漁業者の連携体
が実施する新商品開発等の取組に対
し、専門家を派遣による相談・助言等
を行う。

・派遣日数予定のべ70日

8,481

産業振興
課
（経済政
策課）

②成長産
業への参
入

キ）農商工
連携による
事業展開に
対する助
成・ノウハ
ウの支援
[再掲]
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

○経営革新計画制度により、他のモデ
ルとなるような取組を行った企業に対
する「表彰」を行うとともに、「事例
集」を作成・配布する。

○経営革新優秀企業表彰制度
　経営革新計画の推進により顕著な
「経営の向上」を達成した中小企業を
表彰することにより、経営革新計画の
周知と取り組みを促進した。

・表彰：最優秀企業1社、優秀企業2社

○経営革新事例集の作成
　経営革新に取り組む事例集を作成、
配布した。

468

○経営革新優秀企業表彰制度
　経営革新計画の推進により顕著な
「経営の向上」を達成した中小企業を
表彰することにより、経営革新計画の
周知と取り組みを促進する。

・表彰：最優秀企業1社、優秀企業2社

○経営革新事例集の作成
　経営革新に取り組む事例集を作成、
配布する。

446
経営支援
課

○「経営革新セミナー」を開催し、経
営革新計画制度の説明や承認企業の事
例紹介等を行う。

○セミナーの開催[再掲]
　チャレンジ企業支援センターで、中
小企業の経営革新制度の啓発のためセ
ミナーを開催した。

・経営革新セミナー　1回実施

187

○セミナーの開催[再掲]
　チャレンジ企業支援センターで、中
小企業の経営革新制度の啓発のためセ
ミナーを開催する。

・経営革新セミナー　1回予定

253
経営支援
課

○「経営革新計画制度」の普及を図る
ため、多くの中小企業を顧客に持つ金
融機関への制度説明や情報交換を行
う。

○金融機関と連携した普及事業
　金融機関と連携して、経営革新をは
じめ県の各種中小企業支援策の普及・
啓発を図るため、相談や情報交換を
行った。

-

○金融機関と連携した普及事業
　金融機関と連携して、経営革新をは
じめ県の各種中小企業支援策の普及・
啓発を図るため、相談や情報交換を行
う。

-
経営支援
課

○地域商工団体との連携により、「経
営革新計画制度」の普及を図る。
特に経済活動の活性化が期待できる
「アクアライン接岸地域や圏央道沿線
地域」における活動を重点化する。

○支援機関と連携した普及事業
　商工団体などの中小企業支援機関の
相互の連携を密にするとともに、セミ
ナーへ職員を派遣するなど、担当者の
経営革新制度の理解度の向上を図っ
た。

-

○支援機関と連携した普及事業
　商工団体などの中小企業支援機関の
相互の連携を密にするとともに、セミ
ナーへ職員を派遣するなど、担当者の
経営革新制度の理解度の向上を図る。 -

経営支援
課

③経営革
新の促進

ア）経営革
新の取組促
進に向けた
普及・啓発
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

○経営革新計画策定の意欲がある中小
企業に対し、「計画作成から承認後の
フォローアップ」まで個別的・継続的
に支援し、計画の実現を目指す。

○支援機関と連携した支援
　商工団体等中小企業支援機関との連
携により、計画実現を支援した。

（28年3月末現在）
・経営革新計画承認件数 累計1,547件
　　　　　　　　　　　(H27：83件）

-

○支援機関と連携した支援
　商工団体等中小企業支援機関との連
携により、計画実現を支援する。

-
経営支援
課

○経営革新計画承認企業に対して
「フォローアップ調査」を実施し、計
画遂行上抱える様々な課題の解決に向
けたアドバイスを実施していく。

○中小企業経営革新計画フォローアッ
プ事業
　計画承認後1年～2年目の企業を対象
に、計画事業の現状把握及び目標達成
に向けた助言を行った。

-

○中小企業経営革新計画フォローアッ
プ事業
　計画承認後1年～2年目の企業を対象
に、計画事業の現状把握及び目標達成
に向けた助言を行う。

-
経営支援
課

○経営革新計画承認企業に対して、
［県制度融資］［信用保証協会の保証
枠の拡大］［政府系金融機関の融資］
等の支援策を講じる。

○挑戦資金の融資
　経営革新計画の承認を受けた中小企
業者に対し、事業に必要な資金を供給
した。

（28年3月末現在）
・融資実績　3件　45,500千円

141,200,000

○挑戦資金の融資
　（融資枠（全体枠）)　570,000,000
　経営革新計画の承認を受けた中小企
業者に対し、事業に必要な資金を供給
する。 190,000,000

経営支援
課

○商工会議所・商工会の経営指導員が
中小企業の経営革新計画づくりを適切
に指導できるよう、「指導員研修」等
を行う。

○指導員研修等への講師派遣
　商工会議所及び商工会の経営指導員
が適切な計画作りをサポートできるよ
う、研修などに職員を講師として派遣
し、制度説明等を行った。

-

○指導員研修等への講師派遣
　商工会議所及び商工会の経営指導員
が適切な計画作りをサポートできるよ
う、研修などに職員を講師として派遣
し、制度説明等を行う。

-
経営支援
課

○「経営革新承認企業交流会」などに
より、新たな企業連携や事業拡大の機
会を提供する。

○経営革新企業交流会の開催
　経営革新優秀企業表彰受賞企業の表
彰式、経営革新取組企業の事例発表を
行うとともに参集企業の間での情報交
換・相互交流の機会を提供した。
・交流会の開催　1回 853

○経営革新企業交流会の開催
　経営革新優秀企業表彰受賞企業の表
彰式、経営革新取組企業の事例発表を
行うとともに参集企業の間での情報交
換・相互交流の機会を提供する。

・交流会の開催　1回

857
経営支援
課

③経営革
新の促進

イ）経営革
新計画の策
定支援及び
フォロー
アップ
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

○「海外展示会」への出展費用の一部
について、ちば中小企業元気づくり基
金事業を活用し、助成する。

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
  海外展開を図るため、海外展示会等
への出展に取り組む者に対し、助成を
行った。
  ・24件　13,376（千円）（国内展示
会分含む）

17,920

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
  海外展開を図るため、海外展示会等
への出展に取り組む者に対し、助成を
行う。 10,171

経済政策
課
（産業振
興課）

○海外展示会や幕張メッセで行う国際
展示会において「千葉県ブース」を設
け、中小企業の共同出展を行う。
出展を効果的に商談につなげるため、
事前の出展情報の周知、商談のセッ
ティング、その後のフォローアップを
パッケージ化して提供する。

○共同出展による海外販路拡大支援
　世界的食品見本市「FOODEX JAPAN」
に千葉ブースを設置し、食品関連中小
企業を出展させることにより販路拡大
を支援する。

・千葉県ブースとして17社が出展。
　※うち、千葉県関係は5社。
　（千葉銀行、産業振興センター、木
　更津市と共同出展）

○トップセールスの戦略的フォロー
アップ
　トップセールスのフォローアップの
ため、台湾の日本酒イベントとシンガ
ポールの日本の食の見本市に出展し
た。

5,014

○共同出展による海外販路拡大支援
　世界的食品見本市「FOODEX JAPAN」
に千葉ブースを設置し、食品関連中小
企業を出展させることにより販路拡大
を支援する。

・20社程度の出展を予定
・千葉銀行、産業振興センター、木更
津市、茂原市との共同出展によりブー
ス規模を拡大する予定。

○トップセールスの戦略的フォロー
アップ
　トップセールスのフォローアップの
ため、シンガポールの日本の食の見本
市等に出展する。

9,448
経済政策
課

○首都圏１都１０県の公設試験研究機
関が連携し、中小企業の海外展開を支
援するため、［海外規格情報の閲覧］
［専門相談員による技術相談］［規格
適合性評価試験サービス］［海外規格
適合設計支援］等を行う。

○海外規格に関する技術相談及び海外
規格セミナーの実施
　海外展開を支援するため、相談対応
をはじめとする各種事業を実施した。

614

○海外規格に関する技術相談及び海外
規格セミナーの実施
　海外展開を支援するため、相談対応
をはじめとする各種事業を実施する。

614
産業振興
課

④海外市
場取引の
促進

ア）海外展
開に対する
助成等各種
支援
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

イ）中小企
業の海外展
開に関する
相談支援

○日本貿易振興機構（ジェトロ）との
連携により、海外ビジネスに関する専
門家による、［貿易実務等のアドバイ
ス］［相手国バイヤー情報・相手国情
報の提供］等を行う。

○日本貿易振興機構千葉貿易情報セン
ター（ジェトロ）との連携
　ジェトロ千葉貿易情報センターに、
企業の海外展開に精通したアドバイ
ザーを配置し、中小企業の輸出入取
引、海外展開の実務支援を行ってい
る。

相談件数　644件

24,872

○日本貿易振興機構千葉貿易情報セン
ター（ジェトロ）との連携
　ジェトロ千葉貿易情報センターに、
企業の海外展開に精通したアドバイ
ザーを配置し、中小企業の輸出入取
引、海外展開の実務支援を行う。 25,607

経済政策
課

ウ）海外に
おけるトッ
プセールス

○成長著しいアジア市場の活力を取り
込むことなどを目的とし、県内企業等
の海外販路開拓や外客誘致を図るた
め、知事の「トップセールス」を行
う。

○トップセールスの実施(経済・観光）
　マレーシアにおいて、フェア、観光
の商談会などを開催し、県産品の販路
拡大や外客誘致の支援を行った。
　また、タイにおいては、経済分野で
関係を深めるため、MOU（覚書）を締結
した。

15,033

○トップセールスのフォローアップの
実施
 アジア地域におけるこれまでの海外
トップセールスの成果を活かし、シン
ガポールの日本の食の見本市等に出展
する。 6,664

経済政策
課
（報道広
報課）

エ）国際化
セミナーの
開催

○国際展開に関する諸問題などのセミ
ナーの開催、貿易実務の人材育成を目
的とした「貿易実務講座」を行う。

○貿易実務講座の開催
　ジェトロ千葉貿易情報センターと連
携しつつ、県内中小企業のニーズを踏
まえたセミナーを開催した。

・貿易実務基礎講座、安全保障貿易管
　理説明会、ＴＰＰ協定に関する説明
　会、欧州への農産物・食品輸出セミ
　ナー等
・参加人数は延べ886名

24,872

○貿易実務講座の開催
　ジェトロ千葉貿易情報センターと連
携しつつ、県内中小企業のニーズを踏
まえたセミナーを開催する。

25,607
経済政策
課

④海外市
場取引の
促進
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第二　産学官・企業間連携の促進と技術開発力の強化

27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課

ア）産学官
連携による
共同研究に
対する助成

○公的研究機関や大学と共同で行う
「高度研究開発」に要する経費に対
し、「ちば中小企業元気基金事業」を
活用し、助成を行う。

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
　公的研究機関や大学と共同で行う
「高度研究開発」に要する経費の一部
を助成した。
　・6件　42,406（千円）

42,406

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
　公的研究機関や大学と共同で行う
「高度研究開発」に要する経費の一部
を助成する。 32,000

産業振興
課
（経済政
策課）

イ）コー
ディネー
ターによる
産学連携の
促進

○産業振興センターに、産学官の連携
による技術開発・新製品開発等を推進
するための「研究開発コーディネー
ター」を配置し、［企業ニーズ・研究
シーズのマッチング］［研究資金の獲
得支援］［共同研究プロジェクトの進
捗管理］［研究成果の事業化支援］等
を行う。

○研究開発コーディネーターの活用
　コーディネーターを5名配置し、企業
ニーズ・研究シーズのマッチング、競
争的研究開発資金の獲得支援、共同プ
ロジェクトの進捗管理、研究成果の事
業化までを一貫支援する。

28,262

○研究開発コーディネーターの活用
　コーディネーターを5名配置し、企業
ニーズ・研究シーズのマッチング、競
争的研究開発資金の獲得支援、共同プ
ロジェクトの進捗管理、研究成果の事
業化までを一貫支援する。

29,328
産業振興
課

ウ）コー
ディネー
ターによる
中小企業間
連携の促進

○中小企業間の連携による技術開発・
新製品開発等を推進するための「コー
ディネーター」を配置し、企業連携に
よる技術開発や事業化に向けた支援を
行う。

○千葉県中小企業連携強化推進事業
　企業連携に実績のある専門家を配置
し、育成途上の提案型の企業グループ
の早期の事業化、量産化を図った。
・売り上げ達成5グループ、製品化2グ
ループ

13,402 － －
経営支援
課

エ）ネット
ワーク活動
による産学
官連携の促
進

○新事業や新製品開発に意欲的な企業
と大学等の研究機関が参画する「ちば
新事業創出ネットワーク」において、
産学官交流の場を設けるとともに、セ
ミナーの開催等を通じ、連携を促進す
る。

○「ちば新事業創出ネットワーク」の
活用
　既存の業種や産業分野にとらわれな
い産学官交流・産産交流の機会を提供
するとともに、共同研究や製品開発に
向けたコーディネート活動のベースと
する。

・セミナー等開催6回

28,262

○「ちば新事業創出ネットワーク」の
活用
　既存の業種や産業分野にとらわれな
い産学官交流・産産交流の機会を提供
するとともに、共同研究や製品開発に
向けたコーディネート活動のベースと
する。

29,328
産業振興
課

区　　　分

①産学官
連携・中
小企業間
連携によ
る研究開
発等の促
進
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

オ）千葉大
学サイエン
スパークセ
ンターの活
用

○「千葉大学サイエンスパークセン
ター」を核とし、県内大学と中小企業
との共同研究促進として、［研究ス
ペースの提供］［技術講習会］［技術
相談］等を行う。

○「千葉大学サイエンスパークセン
ター」の活用

成長分野における高度な試験・研究機
器の開放や、セミナー・技術相談等を
実施することで、地域の大学と中小企
業などとの共同研究を促進する。

-

○「千葉大学サイエンスパークセン
ター」の活用

成長分野における高度な試験・研究機
器の開放や、セミナー・技術相談等を
実施することで、地域の大学と中小企
業などとの共同研究を促進する。

-
産業振興
課

カ）バイオ
関連産業に
おける連携
の推進

○企業、大学、研究機関、経済団体等
で構成される「千葉県バイオ・ライフ
サイエンス・ネットワーク会議」が中
心となり、情報交換や交流を図ること
で、共同開発や事業高度化等を支援す
る。

○産学官連携による情報交換等の実施
　かずさＤＮＡ研究所を中心に、これ
までの研究成果や産学官ネットワーク
での情報提供等を行い、共同研究や技
術的な支援を推進した。

・千葉県ﾊﾞｲｵ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾈｯﾄﾜｰｸ会議
　　事例発表会1回
　　展示会への参加1回
　　シーズ発表会1回
・かずさDNA研究所共同研究数44件

-

○産学官連携による情報交換等の実施
　かずさＤＮＡ研究所を中心に、これ
までの研究成果や産学官ネットワーク
での情報提供等を行い、共同研究や技
術的な支援を推進する。

・千葉県ﾊﾞｲｵ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾈｯﾄﾜｰｸ会議
　　発表会2回
・かずさDNA研究所共同研究数44件

-
産業振興
課

○中小企業の新規参入や医工連携によ
る製品開発を促進する。

○「ちば健康・医療ものづくり産業支
援推進会議」の運営
　県や支援機関による「ちば健康・医
療ものづくり産業支援推進会議」を運
営して各種事業の企画・検討を行う。

・ちば健康医療ものづくり産業支援推
進会議（担当者会議）開催回数　12回

11,006

○「ちば健康・医療ものづくり産業支
援推進会議」の運営
　県や支援機関による「ちば健康・医
療ものづくり産業支援推進会議」を運
営して各種事業の企画・検討を行う。

・ちば健康医療ものづくり産業支援推
進会議（担当者会議）開催予定回数
12回

56,000
産業振興
課

○医療機関や医工系大学等のニーズと
中小企業のシーズを結び付けるプロ
ジェクトを実施する。

○「ちば健康・医療ものづくり産業支
援推進会議」による医工連携プロジェ
クトの推進
　県、支援機関、千葉大学、国立がん
研究センター東病院とが連携して行う
プロジェクト「C-square」の運営を通
じ、臨床側とものづくり中小企業との
結び付けや共同研究を促進した。

・C-square定期的会合回数10回
・共同研究開発件数5件

11,006

○「ちば健康・医療ものづくり産業支
援推進会議」による医工連携プロジェ
クトの推進
　県、支援機関、千葉大学、国立がん
研究センター東病院とが連携して行う
プロジェクト「C-square」の運営を通
じ、臨床側とものづくり中小企業との
結び付けや共同研究を促進する。

・C-square定期的会合予定回数13回
・共同研究開発予定件数10件

56,000
産業振興
課

①産学官
連携・中
小企業間
連携によ
る研究開
発等の促
進

キ）「ちば
健康・医療
ものづくり
産業支援推
進会議」
（構成：千
葉県、支援
機関等）の
設置による
支援
　[再掲]
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

キ）「ちば
健康・医療
ものづくり
産業支援推
進会議」
（構成：千
葉県、支援
機関等）の
設置による
支援
　[再掲]

○健康・医療ものづくり産業に進出し
ている中小企業や、参入意欲を持つ中
小企業をネットワーク化し、必要な情
報を提供する。

○「ちばメディカルネットワーク」の
運営

　健康・医療ものづくり産業に進出し
ている、また、参入意欲を持つ中小企
業を対象に、必要な情報を提供するた
めのネットワークを設置・運営すると
ともに、メルマガ配信等を行った。

・ネットワーク登録会員252社
・メルマガ配信回数15回

11,006

○「ちばメディカルネットワーク」の
運営
　健康・医療ものづくり産業に進出し
ている、または参入意欲を持つ中小企
業を対象に、必要な情報を提供するた
めのネットワークを設置・運営すると
ともに、メルマガ配信等を行う。

・ネットワーク登録会員250社
・メルマガ配信予定回数12回

56,000
産業振興
課

ク）コー
ディネー
ターの配置
[再掲]

○臨床現場とものづくり現場の双方を
熟知した「医工連携コーディネー
ター」を配置し、［関係法令等に関す
る相談・アドバイス］［医療機関や大
学等のニーズ、中小企業のシーズの集
約］［商談会や個別面談によるマッチ
ング］［事業化に関するセミナー］等
を行う。

○専門人材（相談対応）の配置、各種
イベント・セミナーの開催
　新規参入、マッチング、販路開拓に
関する専門人材を配置するとともに、
企業のレベルアップに資するセミナー
や、販路開拓のための各種事業を実施
した。

・医工連携コーディネーター配置数6名
・販路開拓アドバイザー配置数2名
・新規参入セミナー開催数1回
・営業力強化セミナー開催数8回
・海外展開支援セミナー開催数5回
・展示会出展数3回

34,436

○専門人材（相談対応）の配置、各種
イベント・セミナーの開催
　マッチング、製品開発、販路開拓に
関する専門人材を配置するとともに、
企業の製品開発や販路開拓に資するセ
ミナー実施する。

・メディカルコンシェルジュ配置予定
数4名
・製品開発セミナー開催予定数4回
・販路開拓及び事業化セミナー開催予
定数6回
・展示会出展予定数1回

56,000
産業振興
課

ケ）異業種
連携ネット
ワークによ
る機能性食
品開発・販
路開拓等の
支援[再掲]

○食料品製造業者、生産者、大学、流
通事業者などのネットワークを構築
し、［機能性食品の開発］［ブランド
化］［販路開拓］等を行う。

○異業種連携ネットワークの活用
　食料品製造業者、生産者、流通事業
者など20社以上が参加する食品工場協
議会に定期的に出席し、情報収集に努
めた。
また、機能性等食品の開発支援、販路
開拓等係るニーズ把握に努めた。

-

○異業種連携ネットワークの活用
　食料品製造業者、生産者、流通事業
者など20社以上が参加する食品工場協
議会に定期的に出席し、情報収集に努
める。
また、機能性等食品の開発支援、販路
開拓等係るニーズ把握に努める。

産業振興
課

①産学官
連携・中
小企業間
連携によ
る研究開
発等の促
進
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

①産学官
連携・中
小企業間
連携によ
る研究開
発等の促
進

コ）中小企
業向け機能
性食品の開
発に対する
支援

○中小企業が、自社製品の機能性等に
関するデータを取得するにあたり、公
的支援機関（かずさDNA研究所や産業支
援研究所）が中心となり、［試験分
析］　［技術講習］［情報提供］等を
行う。

○各種支援事業の実施
　食料品製造業者を対象に食品関連の
法改正に係るセミナーを実施するなど
必要な情報提供を引続き行う。
また、産業支援技術研究所において食
品関連の試験研究機器の設置（たんぱ
く質の分析装置）など、試験分析等に
おける機能充実を行う。

-

○各種支援事業の実施
　産業支援技術研究所において食料品
製造業者を対象に、製品開発等に向け
た技術的な支援を行う他、食品関連の
試験研究機器の設置（香気成分分析用
装置）など、試験分析等における機能
充実を行う。

産業振興
課

ア）イン
キュベー
ション施設
によるトー
タル支援

○東葛テクノプラザ、かずさインキュ
ベーションセンター等の公的インキュ
ベーション施設において、[貸事務所等
の提供][インキュベーションマネー
ジャー（ＩＭ）による経営相談、産学
共同研究・企業間連携のコーディネー
ト]等、ベンチャー企業の成長段階に応
じたトータルサポートを行う。

○トータル支援の実施
　先端的な産業技術の研究開発を行う
民間企業に対し、賃貸研究室の提供や
相談・指導等を実施した。

・東葛テクノプラザ
・かずさインキュベーションセンター

267,121

○トータル支援の実施
　先端的な産業技術の研究開発を行う
民間企業に対し、賃貸研究室の提供や
相談・指導等を実施する。

・東葛テクノプラザ
・かずさインキュベーションセンター

269,759
産業振興
課

イ）ファン
ドによる資
金調達支援

○成長企業への投資資金を供給するた
め「ちば新産業育成ファンド」を活用
した資金供給を行う。

○投資育成の実施
　出資者で構成する投資者育成会議
（ハンズオン会議）により、上場等の
成長に向けた支援方針を検討した。

・ハンズオン会議の開催4回
・投資件数累計17件

-

○投資育成の実施
　本県経済の中核となるベンチャー・
中小企業を発掘し、投資育成を進める
ほか、既存の投資先企業への増資等支
援方針を検討する。

・ハンズオン会議の開催4回
・投資予定の件数累計17件

-
産業振興
課

ウ）官民一
体となった
ベンチャー
企業の育成

○「ベンチャー企業と投資家とのマッ
チングの場」を創出するため、経済団
体・銀行・投資会社等と連携して運営
するベンチャー企業支援組織「ベン
チャークラブちば」の主催による「ビ
ジネスプラン発表会」等を開催する。

○「ビジネスプラン発表会」等の実施
　コンテスト方式による発表会等を実
施した。

・コンテスト方式による表彰発表会1回
1,998

○「ビジネスプラン発表会」等の実施
　コンテスト方式による発表会等を実
施する。

・コンテスト方式による表彰発表会1回
2,300

産業振興
課

②ベン
チャー企
業・研究
開発型企
業の育成
支援

2-16



27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

ア）研究開
発に対する
助成

○中小・ベンチャー企業の「新技術の
研究開発」等に要する経費に対し、ち
ば中小企業元気づくり基金事業を活用
し、助成を行う。

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
　新技術等の研究開発に対し助成を
行った。

・交付決定数6社 42,406（千円）

42,406

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
　新技術等の研究開発に対し助成を行
う。 32,000

産業振興
課
（経済政
策課）

イ）県産業
支援技術研
究所、東葛
テクノプラ
ザによる技
術支援

○「産業支援技術研究所」及び「東葛
テクノプラザ」において、中小企業の
技術開発力向上、ベンチャー企業の創
出･育成、産学官連携による新産業の創
出等を目指し、[依頼試験][機器設備使
用][技術相談][研究開発][技術情報の
提供][人材育成]等の支援を行う。

○産業支援技術研究所、東葛テクノプ
ラザにおいて、下記の各種支援を行っ
た。

産業支援技術研究所
・依頼試験4,788件
・機器設備使用1,520件
・技術相談・支援1,303件
・研究開発14件

東葛テクノプラザ
・依頼試験364件
・機器設備使用1,015件
・セミナー等開催24件

404,145

○産業支援技術研究所、東葛テクノプ
ラザにおいて、下記の各種支援を行
う。

・依頼試験
・機器設備使用
・技術相談
・研究開発
・技術情報の提供
・人材育成

等

381,527
産業振興
課

ウ）認定制
度による支
援

○「千葉ものづくり認定製品」制度に
より、中小企業の優れた製品や独創的
な製品を認定し広く紹介し、技術開発
に対する評価の周知を図る。
また、認定製品は「販路拡大」のため
の助成（ちば中小企業元気づくり基金
事業）対象とし、資金面での支援をあ
わせて行う。

○「千葉ものづくり認定製品」の認定
及び情報発信

・8社認定（目標、募集年1回）
・ＨＰへの掲載、パンフレット作成等
による情報発信

1,142

○「千葉ものづくり認定製品」の認定
及び情報発信

・8社認定（目標、募集年1回）
・ＨＰへの掲載、パンフレット作成等
による情報発信

1,485
産業振興
課

○（公財）千葉県産業振興センター内
に「知財に関する専門家」を配置し、
[特許等に関する課題解決][大企業や大
学等研究機関の開放特許導入と自社特
許の流通移転][特許出願のための技術
調査アドバイス]等の支援を行う。

○相談対応等の実施
　県内大学等が保有する知財を技術移
転し、中小企業の新製品開発や新事業
の創出を支援するとともに、知財の普
及啓発等の支援を行う。

・知財の専門家による相談窓口の運営

○知的財産セミナーの開催【再掲】
　知財の普及啓発等を図るため、セミ
ナーを開催する。

2,290

○相談対応等の実施
　県内大学等が保有する知財を技術移
転し、中小企業の新製品開発や新事業
の創出を支援するとともに、知財の普
及啓発等の支援を行う。

・知財の専門家による相談窓口の運営

○知的財産セミナーの開催【再掲】
　知財の普及啓発等を図るため、セミ
ナーを開催する。

2,218
産業振興
課

ア）知的財
産に関する
相談支援

③技術力
の向上と
新技術の
導入支援

④知的財
産の保護
及び活用

支援
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

○弁理士などによる「専門家相談会」
を県内各所で実施する。

○相談対応の実施
　千葉県発明協会と連携し、県内各所
で相談に応じる。

-

○相談対応の実施
　千葉県発明協会と連携し、県内各所
で相談に応じる。

-
産業振興
課

イ）知的財
産に関する
セミナー等
の実施

○中小企業が知的財産を戦略的に活用
して事業展開できるように、知財契約
や海外特許出願の基礎知識等に関する
「知的財産セミナー」等を開催する。

○知的財産セミナーの開催
　知財の普及啓発等を図るため、セミ
ナーを開催する。

2,290

○知的財産セミナーの開催
　知財の普及啓発等を図るため、セミ
ナーを開催する。

2,218
産業振興
課

⑤デザイ
ン活用の
支援

ア）デザイ
ン活用に関
する相談支
援

○販路拡大において重要なデザイン活
用について、デザイナー等の「専門家
派遣」を行い、支援する。

○専門家によるブランド力強化に向け
た支援
　県内各地の地域資源をデザインの力
で活性化するため、専門家によるデザ
インプロトタイプの作成を支援し、地
域オリジナルのデザインを確立するこ
とで地域ブランド力の強化を目指す。
・支援件数3件

1,863

○専門家によるブランド力強化に向け
た支援
　県内各地の地域資源をデザインの力
で活性化するため、デザインプロトタ
イプの作成等を支援し、地域オリジナ
ルのデザインを確立することで地域ブ
ランド力の強化を目指す。

・支援予定件数5件

2,706
産業振興
課

⑤デザイ
ン活用の
支援

イ）デザイ
ン活用事例
を紹介する
展示会の開
催

○デザイン作成支援等を行った商品・
地域をＰＲするために、一般消費者・
企業に向けて、商品地域の魅力を情報
発信する展示会等を開催し、広くデザ
インの魅力を紹介するとともに、販売
促進を支援する。

○情報発信の実施
　デザイン作成支援等により商品化に
至った例について、県ホームページ等
で発信することで、デザインの魅力を
紹介する。
　また、県ホームページ等により、地
域発のデザインに優れた商品等をＰＲ
する。

1,863

○情報発信の実施
　デザイン作成支援等により商品化に
至った例について、県ホームページ等
で発信することで、デザインの魅力を
紹介する。
　また、地域発のデザインに優れた商
品等をＰＲするため、展示会の開催や
県ホームページを作成する。

2,706
産業振興
課

ウ）セミ
ナーの開催

○中小企業のデザイン実践力を強化す
るための「ワークショップ形式のセミ
ナー」を開催する。

○デザインセミナーの開催
　デザイン活用の重要性に対する認識
を高め、実践力の向上を促進するため
のセミナーを開催する。

・セミナー開催数7回

1,863

○デザインセミナーの開催
　デザイン活用の重要性に対する認識
を高め、実践力の向上を促進するため
のセミナーを開催する。

2,706
産業振興
課
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

エ）ホーム
ページを活
用した普及
啓発

○デザインを活用して実績を挙げてい
る中小企業や地域の情報をホームペー
ジで発信し、デザイン活用の重要性の
普及啓発に取り組む。

○普及啓発の実施
　ホームページにおいて、デザイン導
入にあたっての過去の支援事例を紹介
する。

1,863

○普及啓発の実施
　ホームページにおいて、デザイン導
入にあたっての支援事例を順次紹介す
る。

2,706
産業振興
課

2-19



第三　経営基盤の強化

27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課

ア）制度融
資による資
金調達

○中小企業の様々なニーズに対応し、
低利かつ長期固定の融資を行う。
特に、中小企業の活性化に向けて「創
業」「事業再生」に対する資金繰り支
援を充実させる。

○中小企業振興資金
　資金調達の円滑化により経営基盤を
安定化させ、また、設備投資等を支援
するため、融資資金の一部を金融機関
に預託し、中小企業向けの低利融資を
行った。
　
　今年度は、動産担保を活用した融資
メニューを創設し資金調達手段の多様
化を図るとともに、融資利率の引き下
げ、設備資金を資金使途とする場合の
自己資金要件の撤廃等の見直しを行っ
た。

（平成28年3月末現在）
・融資実績　27,751件
　　264,668,343千円

141,200,000

○中小企業振興資金
　（融資枠（全体枠）)　570,000,000
　資金調達の円滑化により経営基盤を
安定化させ、設備投資等を支援するた
め、融資資金の一部を金融機関に預託
し、中小企業向けの低利融資を行う。

190,000,000
経営支援
課

イ）信用保
証料の助成

○小規模事業者の借り入れ負担の軽減
を図るため、売上の減少など経営が悪
化している場合に、信用保証料の一部
を助成する。

○セーフティネット資金・再生資金信
用保証料補助事業
　売上の減少や取引先の倒産等、セー
フティネットの対象となる状況にある
中小企業者のうち、特定取引先依存度
が高く、景気の影響を受けやすい小規
模事業者を支援するため、信用保証料
の一部を補助し、費用負担の軽減と資
金繰りの円滑化を図った。

（平成28年3月末現在）
・補助実績　176件
   　6,023,273円

6,024

○セーフティネット資金・再生資金信
用保証料補助事業
　売上の減少や取引先の倒産等、セー
フティネットの対象となる状況にある
中小企業者のうち、特定取引先依存度
が高く、景気の影響を受けやすい小規
模事業者を支援するため、信用保証料
の一部を補助し、費用負担の軽減と資
金繰りの円滑化を図る。

10,005
経営支援
課

ウ）経営者
保証に依存
しない融資
制度の推進

○経営者の個人保証に依存しない融資
の推進を図るため「経営者保証に関す
るガイドライン」の周知を行うととも
に、本ガイドラインを利用できるよ
う、経営改善に向けた指導を行う。

○経営者保証ガイドラインの周知
　ホームページや国が行う説明会を通
じ、経営者保証ガイドラインの周知を
行った。

-

○経営者保証ガイドラインの周知
　ホームページや国が行う説明会を通
じ、経営者保証ガイドラインの周知を
行う。

-
経営支援
課

区　　　分

①資金調
達の円滑
化・設備
投資の支
援
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

ウ）経営者
保証に依存
しない融資
制度の推進

○制度融資において、経営者保証に依
存しない融資手法による資金調達を検
討する。

○サポート短期資金の融資
　手続きが簡便でかつ保証人や担保に
依存しない短期資金の融資により、資
金繰りの円滑化を図った。
（法人の代表者以外に連帯保証人を取
らない、1年返済の無担保小口資金）

（平成28年3月末現在）
・融資実績　13,107件
　　　87,005,691千円

141,200,000

○サポート短期資金の融資
　（融資枠（全体枠）)　570,000,000
　手続きが簡便でかつ保証人や担保に
依存しない短期資金の融資により、資
金繰りの円滑化を図る。
（法人の代表者以外に連帯保証人を取
らない、1年返済の無担保小口資金）

190,000,000
経営支援
課

○中小企業の再投資向け補助制度の創
設

○千葉県立地企業補助金（マイレージ
型）の活用
　中小企業の事業拡張等による工場増
設などの再投資に対し、立地企業補助
金（マイレージ型）を活用した支援を
行う。

・立地計画認定件数　3件（３月末現
在）

230,000

○千葉県立地企業補助金（マイレージ
型）の活用
　中小企業の事業拡張等による工場増
設などの再投資に対し、立地企業補助
金（マイレージ型）を活用した支援を
行う。 500,000

企業立地
課

○上記補助制度と制度融資（企業立地
促進資金）を組み合わせて一体的な支
援を行う。

○中小企業振興資金【再掲】
　資金調達の円滑化により経営基盤を
安定化させ、また、設備投資等を支援
するため、融資資金の一部を金融機関
に預託し、中小企業向けの低利融資を
行った。
　
　今年度は、動産担保を活用した融資
メニューを創設し資金調達手段の多様
化を図るとともに、融資利率の引き下
げ、設備資金を資金使途とする場合の
自己資金要件の撤廃等の見直しを行っ
た。

（平成28年3月末現在）
・融資実績　27,751件
　　264,668,343千円

141,200,000

○中小企業振興資金【再掲】
　資金調達の円滑化により経営基盤を
安定化させ、設備投資等を支援するた
め、融資資金の一部を金融機関に預託
し、中小企業向けの低利融資を行う。
　

190,000,000
経営支援
課

エ）中小企
業の設備投
資を支援す
るための助
成・融資

①資金調
達の円滑
化・設備
投資の支
援

3-21



27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

ア）販路開
拓に対する
助成

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」により、［市場開拓を図るための
展示会出展に要する費用］　［市場調
査に要する費用］　の一部を助成す
る。

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
　市場開拓を図るための展示会出展、
市場調査に要する費用の一部を助成し
た。
　・交付決定状況　24件　13,376（千
円）

17,920

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
　市場開拓を図るための展示会出展、
市場調査に要する費用の一部を助成す
る。

10,171

産業振興
課
（経済政
策課）

イ）商談会
等の開催に
よる支援

○中小企業の販路拡大を支援するた
め、商談会や物産展等を開催する。
特に、県内大手企業の立地効果を中小
企業への波及、圏央道等のインフラ整
備の効果を活かした広域的な取引拡
大、地域の小規模企業の販路拡大等を
視野に、関係機関と連携しながら実施
していく。

○商談会や物産展の実施
　販路拡大を支援するため、

・バイヤーや卸売業者等に対する商談
機会の設定

・本県の下請中小企業と県外大手企業
等との取引開拓に向け、近隣都県等が
連携し広域的合同商談会

を開催した。 91,638

○商談会や物産展の実施
　販路拡大を支援するため、

・バイヤーや卸売業者等に対する商談
機会の設定

・本県の下請中小企業と県外大手企業
等との取引開拓に向け、近隣都県等が
連携し広域的合同商談会

を開催する。 92,728
産業振興
課

ウ）受発注
取引（下請
取引）の斡
旋

○（公財）千葉県産業振興センター内
に発注開拓員及び下請け取引専門指導
員を配置し、企業訪問による下請け取
引の斡旋や経営上の問題の相談に応じ
る。

○下請け取引の斡旋等
　産業振興センター内に発注開拓員及
び下請け取引専門指導員を配置し、企
業訪問による下請け取引の斡旋や経営
上の問題の相談に応じる。

53,996

○下請け取引の斡旋等
　産業振興センター内に発注開拓員及
び下請け取引専門指導員を配置し、企
業訪問による下請け取引の斡旋や経営
上の問題の相談に応じる。

52,728
産業振興
課

②販路開
拓に向け
た支援
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

ウ）受発注
取引（下請
取引）の斡
旋

○インターネットを活用した情報提供
取引斡旋を希望する企業を登録し、月
に1回、FAXやメールで受発注情報を提
供する。

○受発注情報の提供
　取引斡旋を希望する企業を登録し、
月に1回、FAXやメールで受発注情報を
提供する。

53,996

○受発注情報の提供
　取引斡旋を希望する企業を登録し、
月に1回、FAXやメールで受発注情報を
提供する。

52,728
産業振興
課

エ）専門家
による総合
的なアドバ
イスの実施

○（公財）千葉県産業振興センター内
にマーケティングの経験がある人材を
配置し、中小企業の抱える販路開拓に
おける課題解決に向けたアドバイスを
行う。
また、併せて販売策の紹介や製品仕様
に関する技術的なアドバイスを行う。

○専門家による相談等の実施
　販路開拓に係る相談に応じ、アドバ
イスや支援策の紹介等を行った。ま
た、必要に応じ、専門家派遣を行っ
た。 7,788

○専門家による相談等の実施
　販路開拓に係る相談に応じ、アドバ
イスや支援策の紹介等を行う。また、
必要に応じ、専門家派遣を行う。

8,000

産業振興
課
（経営支
援課）

オ）認定制
度の活用に
よるプロ
モーション
支援

○「千葉ものづくり認定製品制度」に
より、中小企業の優れた製品や独創的
な製品を認定し、プロモーション支援
と販路拡大のための助成（ちば中小企
業元気づくり基金事業）を行う。

○認定制度の運用
　高い技術力を持つ中小企業を「千葉
ものづくり認定製品」として認定し
た。また、認定製品は県のホームペー
ジやリーフレットにより広く紹介し
た。

1,142

○認定制度の運用
　高い技術力を持つ中小企業を「千葉
ものづくり認定製品」として認定す
る。また、認定製品は県のホームペー
ジやリーフレットにより広く紹介す
る。

1,485

産業振興
課
（経済政
策課）

○中小ものづくり企業の販路開拓を支
援するため、県ホームページ内で「千
葉県ものづくりネットワーク」という
ポータルサイトを運営し、「セールス
ポイント」や「技術の強み」などの情
報を発信する。

○ポータルサイトの運営
　県ホームページ内で「千葉県ものづ
くりネットワーク」を公開し、独創的
な技術や製品を持つ県内中小企業の情
報を広く発信した。

1,142

○ポータルサイトの運営
　県ホームページ内で「千葉県ものづ
くりネットワーク」を公開し、独創的
な技術や製品を持つ県内中小企業の情
報を広く発信する。

1,485
産業振興
課

○中小企業のインターネットによる販
路拡大を促進するため、IT専門家等に
よる相談支援を行う。

○専門家の派遣
（産業振興センター:情報化基盤整備促
進事業）
　専門家派遣により、IT利活用に関す
るアドバイス等の支援を行った。
派遣日数：165日

5,683

○専門家の派遣
（産業振興センター:チャレンジ企業支
援センター事業）
　専門家派遣により、IT利活用に関す
るアドバイス等の支援を行う。 1,500

経営支援
課

②販路開
拓に向け
た支援

カ）ポータ
ルサイトに
よる情報発
信
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

ア）事業承
継に向けた
支援体制の
強化　[再
掲]

○事業承継に関する助言や情報提供を
行う「事業引継ぎ相談窓口」を設置し
ている千葉商工会議所と連携し、後継
者がいない事業者と、事業引き継ぎを
希望する企業間のマッチングやM&Aに関
する支援の充実を図る。

○「事業承継引き継ぎ相談センター」
の設置
　千葉商工会議所に、専門家を配置
し、相談・助言から、第三者への事業
承継まで、総合的な支援を行う「支援
センター」を設置した。

-

○「事業承継引き継ぎ相談センター」
の設置
　千葉商工会議所に、専門家を配置
し、相談・助言から、第三者への事業
承継まで、総合的な支援を行う「支援
センター」を設置し事業引継ぎを支援
する。

-
経営支援
課

イ）事業承
継に向けた
セミナーの
開催

○関係機関と連携し、事業承継に必要
な早期の準備や後継者対策等に関する
セミナーを行う。

○セミナーの開催
　チャレンジ企業支援センターにおい
て、事業承継の準備や後継者対策に関
するセミナーを開催した。

・事業承継セミナー（1回）

119

○セミナーの開催
　チャレンジ企業支援センターにおい
て、事業承継の準備や後継者対策に関
するセミナーを開催する。

・事業承継セミナー（1回）

235
経営支援
課

ウ）市町
村・金融機
関との連携
の強化

○特に事業承継、後継者対策が深刻な
地域において、市町村や地域金融機関
との連携を強化するため、共通認識を
図るための合同勉強会等を行う。

○円卓会議の実施
　県内をブロック別に分ける等の工夫
をしながら、中小企業支援のあり方等
に関し、市町村他関係機関との円卓会
議（ラウンドテーブル）を実施した。
・９月　安房・君津地域
・１月　山武・海匝地域 -

○円卓会議の実施
　県内をブロック別に分ける等の工夫
をしながら、中小企業支援のあり方等
に関し、市町村他関係機関との円卓会
議（ラウンドテーブル）を実施する。
・千葉・葛南・東飾地域
・印旛・香取地域
・長生・夷隅地域
3回開催

　

-

経済政策
課
（経営支
援課）

エ）助成に
よる支援[再
掲]

○事業承継の際、地域資源や経営資源
を活用して新事業進出等を図る取組
（第二創業）に対して「ちば中小企業
元気づくり基金」で助成する。

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
  新事業開発等に取り組む者に対し、
助成を行った。
 ・交付決定状況　2件 8,096(千円)

8,096

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
  ・事業の多角化や第二創業等におけ
る地域資源や経営資源を活用した新事
業進出や新たなビジネスモデルを構築
し事業化を図る活動を支援する。

8,000

経済政策
課
（経営支
援課）

オ）事業再
生の支援

○金融機関が保有している債権の買取
りなどにより債務の軽減を図るととも
に継続的な経営支援を行う「千葉中小
企業再生ファンド」や、「千葉県中小
企業再生支援協議会」、「中小企業支
援ネットワーク会議」構成機関と連携
し、事業再生に向けた取組を支援す
る。

○千葉中小企業再生ファンド2号による
投資
　中小企業再生支援協議会から再生計
画について支援を受けた中小企業を対
象に、千葉中小企業再生ファンドが投
資を行い、再生に向けた経営支援を
行った。

-

○千葉中小企業再生ファンド2号による
投資
　中小企業再生支援協議会から再生計
画について支援を受けた中小企業を対
象に、千葉中小企業再生ファンドが投
資を行い、再生に向けた経営支援を行
う。

-
経営支援
課

③事業承
継と事業
再生支援
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

ア）事業継
続計画
（BCP）策定
の支援

○災害や新型インフルエンザなどの緊
急事態への対応として、[チャレンジ企
業支援センターにおける相談及び専門
家派遣]　 [支援機関向け手引書の作
成]
等により、事業継続計画（BCP）の策定
の取組を支援する。

○チャレンジ企業支援センターにおけ
る支援
　相談窓口での対応や専門家派遣等に
より支援を行った。

22,357

○チャレンジ企業支援センターにおけ
る支援
　相談窓口での対応や専門家派遣等に
より支援を行う。

25,131
経営支援
課

イ）事業継
続計画
（BCP）策定
に向けた啓
発活動

○事業継続計画（BCP）策定の重要性の
理解が進むよう、
[事業所向け啓発リーフレットの作成、
配布]　[HPやメールマガジンによる周
知]　[BCPセミナーの開催]　等によ
り、啓発活動を行う。

○啓発活動の実施
　チャレンジ企業支援センターにおい
て、BCPセミナーを開催するとともに、
メールマガジン・HPにおけるコラム連
載など啓発活動を行った。

・BCPセミナー1回実施
・コラム連載1シリーズ（3回連載）

187

○啓発活動の実施
　チャレンジ企業支援センターにおい
て、BCPセミナーを開催するとともに、
メールマガジン・HPにおけるコラム連
載など啓発活動を行う。

・BCPセミナー1回　予定 253
経営支援
課

ア）環境保
全の取組へ
の融資

○制度融資（環境保全資金）による融
資を通じ、資金調達を行う。
［地球温暖化防止］　［水質汚濁防
止］
［環境管理システム認証の取得］
［容器包装廃棄物の再商品化］

○環境保全資金の融資
　中小企業等の行う環境の保全に資す
ると認められる対象事業に対して低利
融資を行う。
H27年度実績
事業認定：4件
融資実行：4件
融資金額：143,800千円

-

○環境保全資金の融資
　中小企業等の行う環境の保全に資す
ると認められる対象事業に対して低利
融資を行う。

-

環境政策
課
（経営支
援課）

イ）融資に
対する利子
補給

○「環境保全資金」による融資を受け
た事業所に対する利子補給を行う。

○中小企業振興資金（環境保全資金）
利子補給事業
　中小企業振興資金（環境保全資金）
の融資を平成26年度末までに受けた者
に対し、利子補給を実施する。
利子補給対象融資：57件
利子補給額　　　前期：3,276千円
　　　　　　　　後期：3,560千円

6,835

○中小企業振興資金（環境保全資金）
利子補給事業
　中小企業振興資金（環境保全資金）
の融資を平成26年度末までに受けた者
に対し、利子補給を実施する。 6,400

環境政策
課

⑤環境負
荷低減に
向けた取
組

④リスク
マネジメ
ント支援
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

⑤環境負
荷低減に
向けた取
組

ウ）ちばエ
ネルギーエ
コ宣言事業
所登録制度
の推進

○省エネ対策や再生可能エネルギーの
導入に積極的な事業者を登録し、登録
事業所をホームページなどで広く紹介
することを通じ、事業者の取組を促進
する。

○ちばエネルギーエコ宣言事業所登録
制度
　登録のあった事業所の省エネ対策等
の取組をホームページに掲載し広く紹
介するとともに、事業者の環境負荷低
減に向けた取組の促進に関する検討を
行った。
・平成27年度末現在　登録事業所数
72事業所（平成25年度からの累計）

79

制度の見直しを実施し、平成28年度以
降も制度を継続する予定。

81
循環型社
会推進課

エ）再生可
能エネル
ギー事業へ
の参入促進

○地域の資産（土地や建物）の有効活
用を図るとともに、地域における資金
循環を高めていくため、中小企業の再
生可能エネルギー事業への参入支援を
図る。
［ワンストップ相談窓口］　［ちば中
小企業元気づくり基金による助成］
［制度融資による資金調達］　［公有
資産（土地・建物）の貸し付け］

○相談対応による支援
　参入支援のためのワンストップ窓口
として、太陽光発電等に関する事業者
等からの相談に対応する。

・相談件数111件
-

○相談対応による支援
　参入支援のためのワンストップ窓口
として、太陽光発電等に関する事業者
等からの相談に対応する。

-
産業振興
課

ア）経営課
題解決に向
けたIT活用
の促進

○ITの専門家を派遣し、ITを活用した
売上拡大、工期短縮、セキュリティ対
策等について、提案や技術的なアドバ
イスなどを行う。

○専門家の派遣【再掲】
（産業振興センター:情報化基盤整備促
進事業）
　専門家派遣により、IT利活用に関す
るアドバイス等の支援を行う。

8,852

○専門家の派遣【再掲】
（産業振興センター:チャレンジ企業支
援センター事業）
　専門家派遣により、IT利活用に関す
るアドバイス等の支援を行う。

1,500
経営支援
課

イ）経営に
おけるIT活
用セミナー
の開催

○ITの戦略的活用方法や、ITを活用し
たことにより経営革新に成功した実践
例等を紹介するセミナーを開催する。

○セミナーの開催
（産業振興センター:情報化基盤整備促
進事業）
　IT利活用の周知と取組みの促進を図
ることを目的にセミナーを開催する。

・IT活用セミナー　年3回開催

382 ー -
経営支援
課

ウ）起業・
創業に対す
る支援[再
掲]

○ITを利活用して行う起業・創業や第
二創業に必要な事業経費に対し、助成
や融資による資金調達のほか、「専門
家派遣」による相談や助言を通じたノ
ウハウの支援を行う。

○チャレンジ企業支援センター事業
　専門家派遣による相談や助言を行っ
た。

22,357

○チャレンジ企業支援センター事業
　専門家派遣による相談や助言を行
う。

25,131
経営支援
課

⑥ＩＴ利
活用向上
のための
支援
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

ア）制度融
資による資
金調達[再
掲]

○特に経営基盤の弱い小規模事業者に
対し、通常の事業資金より低利で借り
られる融資を行う。

○小規模事業資金の融資
　特に経営基盤の弱い小規模事業者に
対し、通常の事業資金より低利で借り
られる融資を行った。

（平成28年3月末現在）
・融資実績　4,269件
　　23,172,499千円

141,200,000

○小規模事業資金の融資
　（融資枠（全体枠）)　570,000,000
　特に経営基盤の弱い小規模事業者に
対し、通常の事業資金より低利で借り
られる融資を行う。 190,000,000

経営支援
課

イ）信用保
証料の助成
[再掲]

○小規模事業者の借り入れ負担の軽減
を図るため、売上の減少など経営が悪
化している場合に、信用保証料の一部
を助成する。

○セーフティネット資金・再生資金信
用保証料補助事業【再掲】
　売上の減少や取引先の倒産等、セー
フティネットの対象となる状況にある
中小企業者のうち、特定取引先依存度
が高く、景気の影響を受けやすい小規
模事業者を支援するため、信用保証料
の一部を補助し、費用負担の軽減と資
金繰りの円滑化を図った。

（平成28年3月末現在）
・補助実績　176件
   　6,023,273円

6,024

○セーフティネット資金・再生資金信
用保証料補助事業【再掲】
　売上の減少や取引先の倒産等、セー
フティネットの対象となる状況にある
中小企業者のうち、特定取引先依存度
が高く、景気の影響を受けやすい小規
模事業者を支援するため、信用保証料
の一部を補助し、費用負担の軽減と資
金繰りの円滑化を図る。

10,005
経営支援
課

ウ）よろず
支援拠点に
おける総合
支援機能の
強化

○「よろず支援拠点」において、特に
地域の小規模企業支援に着目しなが
ら、
 [攻めの相談支援：地元の金融機関や
支援機関などと連携を図り、地域に出
かけて企業の支援ニーズを掘り起こ
す）]　[商工会等地域支援機関の支援
能力向上のための勉強会・情報提供]
などを行う。

○よろず支援拠点による総合支援
　地域の支援機関等と連携を図り、セ
ミナー及び個別相談会を開催して支援
ニーズを掘り起こすとともに、伴走的
な支援につなげた。
　また、サテライト相談所（地域金融
機関等を含め順次拡大予定）におい
て、地域での相談に応じた。
・セミナー・相談会　36回
・サテライト相談所開設　11か所

-

○よろず支援拠点による総合支援【再
掲】
　地域の支援機関等と連携を図り、セ
ミナー及び個別相談会を開催し支援
ニーズを掘り起こすとともに、伴走的
な支援につなげた。
　また、サテライト相談所（地域金融
機関等を含め順次拡大予定）におい
て、地域での相談に応じる。

・セミナー・相談会　35回予定
・サテライト相談所開設　11か所

-
経営支援
課

⑦小規模
事業者の
経営基盤
強化
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

エ）小規模
事業者を支
える市町村
との連携

○県と市町村の連携を深め、地域に根
付く小規模事業者の支援を検討実施す
るため「（仮）県・市町村ラウンド
テーブル」を設置する。

○円卓会議の実施【再掲】
　県内をブロック別に分ける等の工夫
をしながら、中小企業支援のあり方等
に関し、市町村他関係機関との円卓会
議（ラウンドテーブル）を実施した。
・９月　安房・君津地域
・１月　山武・海匝地域

-

○円卓会議の実施【再掲】
　県内をブロック別に分ける等の工夫
をしながら、中小企業支援のあり方等
に関し、市町村他関係機関との円卓会
議（ラウンドテーブル）を実施する。
・千葉・葛南・東飾地域
・印旛・香取地域
・長生・夷隅地域
3回開催

-
経済政策
課

○地域の総合的な支援機関であり、小
規模事業者を支えている「商工会議
所」・「商工会」の意欲的な企業支援
の取組が、適正に反映される補助制度
の仕組みを構築する。

○小規模事業経営支援事業費等補助金
の制度見直し【再掲】
　地域の小規模事業者等への支援を強
化するため一部制度を見直し、小規模
事業者への支援実績（経営革新認定件
数や創業支援件数など）の実績評価を
導入する。

2,172,121

○小規模事業経営支援事業費等補助金
における実績評価制度の実施【再掲】
　地域の小規模事業者等への支援を強
化するため、小規模事業者への支援実
績（経営革新認定件数や創業支援件数
など）により補助金の一部を配分する
実績評価制度を実施する。

2,231,259
経済政策
課

○伴走型小規模事業者等支援提案型事
業の実施【新規】
　小規模事業者の経営の高度化や基盤
強化、事業継続等、小規模事業者の支
援を目的とし、商工団体が自ら提案す
る事業に対し補助を行った。
　
・対象事業　小規模事業者の経営の高
度化や課題解決等の支援・創業・事業
承継への支援、その他、地域の小規模
事業者のニーズや特性を踏まえて提案
する事業

27年度実績：８件

19,998

○伴走型小規模事業者等支援提案型事
業の実施【再掲】
　小規模事業者の経営の高度化や基盤
強化、事業継続等、小規模事業者の支
援を目的とし、商工団体が自ら提案す
る事業に対し補助を行う。
　
・対象事業　小規模事業者の経営の高
度化や課題解決等の支援・創業・事業
承継への支援、その他、地域の小規模
事業者のニーズや特性を踏まえて提案
する事業

20,000
経済政策
課

○商工会議所や商工会が、地域経済の
活性化に積極的に取り組むため、自ら
企画提案する地域の特性を踏まえた特
色のある創造的な事業に対し、助成を

行う。

⑦小規模
事業者の
経営基盤
強化

オ）小規模
事業者を支
える地域支
援機関の機
能強化
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

○地域経済活性化提案型事業の実施
【再掲】
　地域特性を踏まえた事業展開と地域
経済活性化を目的とし、商工会及び商
工会議所が自ら提案する事業に対し、
補助を行う。

・対象事業　地域資源を活用した事
業、新規産業・雇用創出に資する事
業、観光振興事業　等

27年度実績：１４件

13,685

○地域経済活性化提案型事業の実施
【再掲】
　地域特性を踏まえた事業展開と地域
経済活性化を目的とし、商工会及び商
工会議所が自ら提案する事業に対し、
補助を行う。

・対象事業　地域資源を活用した事
業、新規産業・雇用創出に資する事
業、観光振興事業　等

14,000
経済政策
課

カ）小規模
企業者等の
設備導入に
対する支援

○千葉県産業振興センターが行う設備
貸与事業の根拠法令である　「小規模
企業者等設備導入資金助成法」が平成
27年3月に廃止されるが、引き続き、小
規模企業者等が設備導入を円滑に行う
事ができるよう、新たな設備導入支援
制度を検討する。

○動産担保を利用した融資制度の創設
　根拠法令が廃止される設備貸与事業
に代わる設備導入支援制度として、動
産を担保として利用し、信用保証協会
の保証を付す必要がない融資制度を創
設し、その手数料の補助を行った。

・補助実績　10件
　　18,766,840円

18,767

○動産担保融資手数料補助事業
　動産を担保として活用する事業資金
（動産担保融資枠）について、中小企
業者の負担軽減のため、手数料の補助
を行う。

20,000
経営支援
課

キ）OB人材
やシニア人
材による支
援

○地域に戻ってきた企業OBやシニア人
材の知識・経験を活かし、小規模事業
者等に伴走的な経営支援を行うための
取組を検討する。

○国事業の動向等も勘案しながら、検
討を行った。

-

○国事業・既存事業を活用しながら、
必要な支援につなげる。

-
経営支援
課
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第四　地域づくり、まちづくりと連携した中小企業の活性化

27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課

ア）商店
街活性化
の取組に
対する助
成

○商店街活性化に向けた、
[地域住民のニーズ把握・調査・現状分
析等、中長期的な商店街の活性化策を
まとめるための取組]　[街路灯LED化、
空き店舗対策、買い物弱者支援、集客
イベント等の取組等、中長期的な活性
化計画に基づいて実施する取組]　[商
店街単位で解決できない課題に対応す
るため、新たな担い手が取り組む「提
案型」事業]　の実施に対し、必要経費
の一部を助成する。

○千葉県地域商業活性化事業
（地域商業活性化事業補助金）

・商店街等が行うコンセンサス形成事
業に助成した。 H27実績　　２件
・活性化実践事業【ソフト】（集客イ
ベント、買物弱者支援）に対し助成
  H27実績　　３件
・活性化実践事業【ハード】（施設整
備）に対し助成
  H27実績　　１５件
・既存の商店街組織を越えた商業者グ
ループなど、新たな地域商業の担い手
が取り組む提案型事業を公募し助成。
（チャレンジ事業）
  H27実績    　５件

19,824

○千葉県地域商業活性化事業
　商店街の活性化に向けた必要経費に
ついて助成を行う。

・商店街等が行うコンセンサス形成、
意欲ある取組(ソフト・ハード）
・既存商店街組織を越えた商業者グ
ループなど、新たな地域商業の担い手
が取り組む提案型事業（公募） 33,240

経営支援
課

イ）コー
ディネー
ターによ
る支援

○地域商業の課題解決に向けた計画づ
くりの支援や、事業を行う上でのアド
バイスを行う「コーディネーター」を
商店街に派遣する。

○千葉県地域商業活性化事業
（地域商業活性化コーディネーター派
遣事業）

　地域商業の活性化に取り組む商店街
や商業者グループに対してアドバイ
ザーを派遣し、きめ細かい支援を実施
した。
  H27実績    　６団体

1,109

○千葉県地域商業活性化事業
  地域商業の活性化に取り組む商店街
や商業者グループに対してアドバイ
ザーを派遣し、きめ細かい支援を実施
する。

1,760
経営支援
課

区　　　分

①商店街
活性化の
取組への
支援、住
民・大学
等との地
域連携の
促進
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

ウ）子育
て支援と
商店街活
性化との
連携

○企業（商店）等の協賛により、子育
て家庭が商店街等で各種割引等のサー
ビスを受けられる子育て支援事業
（「子育て応援！チーパス事業」）を
行う。

○子育て支援事業の実施
　企業等の協賛により子育て家庭が各
種割引等のサービスを受けられる支援
事業を実施する。

・新規対象者への優待カードの作成・
配布(25,000部)
・協賛企業の確保・協賛ステッカー等
の配布(計8,500部)
・協賛企業を広報するためのＨＰ維持
管理
・事業周知のための広報物品の作成(ス
テッカー・メモ帳各5,000部)
・協賛店獲得に向けた委託事業(604店
舗)

9,307

○子育て支援事業の実施
　企業等の協賛により子育て家庭が各種割
引等のサービスを受けられる子育て支援事
業を実施する。
　平成２８年度から、子育て支援パスポー
ト事業の全国展開（各都道府県の子育て支
援パスポートについて全国規模での利用を
可能とするもの）が開始され、本県もこれ
に参加する。
・新規対象者への優待カードの作成、配布
・協賛企業の確保、協賛ステッカー等配布
・協賛企業を広報するためのＨＰの開発、
　維持管理
・事業周知のための広報物品の作成

25,000

子育て支
援課

（経営支
援課）

○商店街の運営をリードする、次代の
商店街を担う人材を育成するための
「講座」を開催する。

○商店街若手リーダー養成事業(商い未
来塾)

　若手商業者を対象とした商業経営・
商店街運営等の講座を通じ、次代の商
店街を担う優れた人材を育成するとと
もに、商業者間の交流を深めることに
より商店街相互のネットワークづくり
を推進した。
（修了者数　27年度まで２９９名）
(H27実績)
・7月から11月にかけて全10回の講座を
開催
・修了者数1３名

1,450

○商店街若手リーダー養成事業(商い未
来塾)
　若手を対象とした経営・商店街運営
等の講座を通じ、次代の商店街を担う
人材を育成するとともに、商業者間の
交流を深めることにより商店街相互の
ネットワークづくりを推進する。

・全10回開催予定
　　申込予定者数　30名程度

1,390
経営支援
課

エ）講座
による商
店街リー
ダーの養
成

①商店街
活性化の
取組への
支援、住
民・大学
等との地
域連携の
促進
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

○上記講座への参加者間の「交流会」
を開催し、交流を深めることにより、
商店街相互のネットワーク作りを推進
する。

○商店街若手リーダー養成事業(ふさの
国商い倶楽部)
　講座受講者と講座終了者、講座修了
者間の商業に関する最新情報や商店街
活性化等に関する情報交換、実践的な
商店街活動の実現に向けた研究会等を
実施した。
(H27実績）会議1回、講習会1回

250

○商店街若手リーダー養成事業(ふさの
国商い倶楽部)
　受講者と修了者間の商店街活性化等
に関する情報交換や実践的な商店街活
動の実現に向けた研究会等を実施す
る。

310
経営支援
課

オ）商業
者の「地
域貢献ガ
イドライ
ン」の推
進

○商業者の地域貢献や、商業者と大型
店との協働の進め方をまとめた「商業
者の地域貢献に関するガイドライン」
に基づき、
[商業者からの「地域貢献計画書」の公
表]　[大型店やコンビニエンスストア
などとの「包括協定」の締結（地域貢
献活動の促進等）]
などの取組を進める。

○地域貢献ガイドラインの運用

　商業者の取り組む地域貢献活動を促
進するため、「地域振興・地域貢献包
括協定」を締結するなどガイドライン
で定めた県の取組みを実施した。
　
　(実施状況)
・商業者からの地域貢献計画書等の公
表(1件)
・包括協定の締結　1件（そごう西武）

36

○地域貢献ガイドラインの運用
商業者の取り組む地域貢献活動を促進
するため、「地域振興・地域貢献包括
協定」を締結するなどガイドラインで
定めた県の取組みを着実に実施する。
　
・地域貢献計画書等の公表(随時)
・大手小売業者との包括協定の締結

36
経営支援
課

カ）中小
企業の魅
力等発信
[再掲]

○「地域で頑張る企業紹介」等、中小
企業の魅力を伝える冊子を作成し、学
校等地域の関係機関に配布する。

○「地域で頑張る企業紹介」の実施
　 各経済団体等を通じて職場体験等の
受入可能な企業の情報を収集し、学校
現場に情報提供を行った。また、地域
資源を活用したメニューを給食に提供
している企業や、障害者の方々の職場
体験を積極的に受け入れている企業等
に取材を行い、県教委ニュースに企業
の紹介記事を掲載した（２社）。

-

○「地域で頑張る企業紹介」の実施
・より多くの企業情報を収集できるよ
う、経済団体等に引き続き協力を依頼
していく。
・職場体験等を行っている企業に取材
をし、県教委ニュースへの掲載等を通
じて地域の企業の魅力を発信してい
く。

-

経済政策
課
（教育政
策課）

①商店街
活性化の
取組への
支援、住
民・大学
等との地
域連携の
促進
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

キ）生涯
大学校と
の連携

○高齢者を地域活動のリーダーや地域
の担い手として育成する場で　ある
「生涯大学校」の活動と中小企業との
連携を図る。

○地域の担い手の育成
　生涯大学校の平成28年度からの地域
活動専攻科のカリキュラムについて、
卒業生が地域課題の解決に向け、起業
等を行うことができるよう、ソーシャ
ルビジネス講座を組み込んだ。 -

○地域の担い手の育成
　生涯大学校の地域活動専攻科のソー
シャルビジネス講座の実施結果を踏ま
え、卒業生が地域課題の解決に向け、
起業等を行うことができるようカリ
キュラムの充実を図る。 -

高齢者福
祉課

○県産農林水産物等を生かし、農林漁
業者と商工業者等が連携して行う、
[新商品・新サービスの開発]　[販路開
拓]　[研究開発]　[関係機関等が行う
支援事業（販路開拓支援等）]　に要す
る経費の一部について、「農商工連携
事業支援基金」を活用して助成する。

○農商工連携事業支援基金事業の活用
　中小企業者等と農林漁業者が連携し
て行う新商品の開発や研究開発等に対
する助成を行った。

・新商品、役務開発、特産品等助成4件
・研究開発等助成1件
・農商工連携事業サポート事業1件

31,708

○農商工連携事業支援基金事業の活用
　中小企業者等と農林漁業者が連携し
て行う新商品の開発や研究開発等に対
する助成を行う。

34,540
経済政策
課

○上記助成対象者に対して、資金面の
みならず「専門家派遣」による相談・
助言を通じたノウハウ支援を組み合わ
せて行う。

○専門家派遣の活用
　中小企業者等と農林漁業者の連携体
が実施する新商品開発等の取組に対
し、専門家を派遣による相談・助言等
を行った。

・派遣日数延べ62日(9連携体)

3,469

○専門家派遣の活用
　中小企業者等と農林漁業者の連携体
が実施する新商品開発等の取組に対
し、専門家を派遣による相談・助言等
を行う。 3,494

経済政策
課

イ）地域
資源を活
用した事
業展開に
対する助
成

○地域資源を活用し、中小企業者、地
域住民、NPO、商工団体等が連携して行
う新商品・新サービスの開発に要する
経費、企画の実践やイベント実施等に
要する経費の一部について、「ちば中
小企業元気づくり基金」を活用して助
成する。

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
　地域資源を活用して行う新商品・新
サービスの開発に要する経費の一部に
ついて助成した。

・交付決定状況　1件 600（千円）

600

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
　地域資源を活用して行う新商品・新
サービスの開発に要する経費の一部に
ついて助成する。

1,000

産業振興
課
（経済政
策課）

ア）農商
工連携に
よる事業
展開に対
する助
成・ノウ
ハウの支
援

②地域資
源の掘り
起こし、
農商工連
携などの
活用によ
る地域産
業の振興

②地域資
源の掘り
起こし、
農商工連
携などの
活用によ
る地域産
業の振興
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

ウ）地域
の経済団
体による
地域活性
化の事業
展開に対
する助成

○商工会議所、商工会、中小企業団体
中央会その他の支援機関による、地域
資源を活かした企画の実施やイベント
を通じた地域活性化への取組に要する
経費の一部について、「ちば中小企業
元気づくり基金」を活用して助成す
る。

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
　商工会議所、商工会、中小企業団体
中央会その他の支援機関による、地域
資源を活かした企画の実施やイベント
を通じた地域活性化への取組に要する
経費の一部について、助成した。
・交付決定状況　10件　18,900（千
円）

18,900

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
　商工会議所、商工会、中小企業団体
中央会その他の支援機関による、地域
資源を活かした企画の実施やイベント
を通じた地域活性化への取組に要する
経費の一部について、助成する。
・地域プロデュース支援事業7件の内数
（計画件数）

15,500
経済政策
課

エ）アク
アライ
ン・圏央
道を活か
した地域
産業の活
性化

○アクアラインや圏央道の開通効果を
踏まえ、地域の特色ある農林水産物、
鉱工業製品、観光資源などの事業化を
進めるため、
[地域資源活用アドバイザーによる商品
化、事業化に向けたアドバイス、連携
先の紹介等]　[試作品開発、市場開拓
等への助成]　等を行う。

○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の実施
　地域資源を活用した新商品等の開
発・事業化に取組む中小企業等を対象
に、「地域資源活用アドバイザー」（4
名）を配置し支援を実施した。

・相談・訪問等　1,001件
・専門家派遣　28件　130日間
・地域資源活用事業（国）
　　試作品開発、市場開拓等の助成

40,000

○千葉のポテンシャルを活かした地域
産業活性化事業の実施
　地域資源を活用した新商品等の開
発・事業化に取組む中小企業等を対象
に、「地域資源活用アドバイザー」（3
名）を配置し支援を実施する。

・相談・訪問等
・専門家派遣
・地域資源活用事業（国）
　　試作品開発、市場開拓等の助成

40,000
産業振興
課

②地域資
源の掘り
起こし、
農商工連
携などの
活用によ
る地域産
業の振興

オ）「中
小企業地
域資源活
用プログ
ラム」の
活用促進

○地域資源を活かした事業計画とし
て、国の認定により助成や融資等の支
援対象となる「地域資源活用プログラ
ム」の活用促進を図る。
[新規案件の掘り起こし]　[認定に向け
た計画のブラッシュアップ、認定後の
フォローアップ]

○地域資源活用事業（国）
　国の認定制度「地域資源活用プログ
ラム」の活用促進を図り、関係機関と
連携し、地域資源を活かした新商品・
新サービスの開発・販売等の取組を支
援した。

・既認定案件のフォロー
・新規案件の掘り起こし・支援
・市町村、商工団体等への事業周知

・事業計画認定件数1件

-

○地域資源活用事業（国）
　国の認定制度「地域資源活用プログ
ラム」の活用促進を図り、関係機関と
連携し、地域資源を活かした新商品・
新サービスの開発・販売等の取組を支
援する。

・既認定案件のフォロー
・新規案件の掘り起こし・支援
・市町村、商工団体等への事業周知

-
産業振興
課
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

③観光振
興による
中小企業
の活性化

ア）観光
地の魅力
アップに
つながる
取組への
助成

○観光地の魅力向上に向けて、トイ
レ、駐車場、観光案内所等の関連施設
の整備費用に対し、経費の一部を助成
する。

○施設整備費に対する助成
 県内観光地の利便性を高め魅力向上を
図るため、多くの観光客が利用する公
衆トイレや駐車場、観光案内所等の整
備について、その経費の一部を助成し
ました。
また、民間観光トイレの整備に対する
助成について、東京オリンピック・パ
ラリンピックの開催に向けて補助率を
引き上げ、更なる整備の促進を図りま
した。
・整備箇所数　77箇所

272,688

○施設整備費に対する助成
 観光地の利便性を高め魅力向上を図る
ため、公衆トイレや駐車場、観光案内
所等の整備経費の一部を助成します。
また、民間観光トイレの整備に対する
助成について、東京オリンピック・パ
ラリンピックの開催に向けて、引き続
き補助率を嵩上げして、更なる整備の
促進を図ります。

300,000
観光企画
課

イ）宿
泊・滞在
型観光を
推進する
取組への
助成

○滞在時間の長い宿泊・滞在型観光に
取り組む地域が行うソフト事業に対
し、経費の一部を助成する。
［観光コースの開発］　［観光情報提
供システム構築］　［情報発信キャン
ペーン］　［イベント開催］　等

○ソフト事業に対する助成
経済効果の大きい観光客の宿泊・滞在
化を促進するため、モニターツアーや
スタンプラリー、インバウンド推進の
ための環境整備など、宿泊滞在型観光
の推進に取り組む市町村等を支援し、
県内経済の活性化を図りました。
・支援対象事業（内示ベース）１７事
業
・支援市町村数　１９市町村

39,680

○ソフト事業に対する助成
 引き続き、経済効果の大きい観光客の
宿泊・滞在化を促進するため、宿泊滞
在型観光の推進に取り組む市町村等を
支援し、県内経済の活性化を図りま
す。 40,000

観光企画
課

ウ）大規
模イベン
トの開催
に対する
助成

○多数の観光客の来訪が見込め、地域
の観光振興と経済波及につながる大規
模イベントの開催経費の一部を助成す
る。

○大規模イベントに対する助成
観光による地域経済活性化の起爆剤と
して、県外、海外から参加者、関係者
が相当数来訪して宿泊や終日滞在を伴
う国際大会、全国大会等の大規模イベ
ントを開催する市町村等に対する助成
を実施しました。
・支援対象事業　３事業

6,077

○大規模イベントに対する助成
 引き続き、観光による地域経済活性化
の起爆剤として、宿泊や終日滞在を伴
う国際大会、全国大会等の大規模イベ
ントを開催する市町村等に対する助成
を実施します。

30,000
観光企画
課

③観光振
興による
中小企業
の活性化
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

エ）観光
を支える
人づくり
のための
支援講座
の開催

○地域の観光振興の担い手である「観
光人材」の育成を図るため、大学生も
含む幅広い層を対象とし、講義やワー
クショップ、先進地視察等を組み合わ
せた実践型講座を開催する。

○おもてなし研修の開催
　観光・宿泊施設等の経営者や従業員
を対象に、おもてなしの考え方や、接
客・サービスを行うために必要な知識
や技能を学ぶ講習会を行いました。

・開催実績
・テーマパーク事業を支える「おもて
なし力」を習得するための研修
　　開催講座　従業員向け　２回
　　受講者数　99名
・国際空港における「外国人観光客へ
のおもてなし力」を習得するための研
修
　　開催講座　経営者向け　２回
　　　　　　　従業員向け　４回
　　受講者数　160名

※従来の観光人材育成については、
（公社）千葉県観光物産協会の事業と
して実施

6,636

○おもてなし研修の開催
　引き続き、観光・宿泊施設等の経営
者や従業員を対象に、おもてなしの考
え方や、接客・サービスを行うために
必要な知識や技能を学ぶ講習会を行い
ます。

・観光ゲストへの“おもてなしの心”
向上研修
　[対象者]観光・宿泊施設等の経営者
及び従業員
　[回数等]２回
　[内　容]「おもてなしの心」の考え
方、真の顧客満足を生むための方法、
スタッフの行動基準など

・海外観光ゲストへの“おもてなしス
キル”向上研修
　[対象者]観光・宿泊施設等の従業員
　[回数等]10回
　[内　容]異文化理解、外国語による
接客研修等

10,000
観光企画
課

オ）オー
ル千葉県
による観
光プロ
モーショ
ン等の実
施

○官民連携組織である「ちばプロモー
ション協議会」を推進母体とし、市町
村とも連携しながら、季節に応じた観
光キャンペーンを、１年を通じて行
う。

○観光キャンペーンの実施
　夏、秋、早春の季節に応じたキャン
ペーンを軸に東京湾アクアラインや圏
央道の延伸を活用して、マスメディア
や交通広告、地域情報誌等の媒体を活
用したプロモーションを積極的に展開
する。
　上記のほか、ポスターやマップ、イ
ベントブックなどを定期発行し、首都
圏の主なサービスエリアやＪＲ主要
駅、道の駅などに配付する。

93,305

○観光キャンペーンの実施
　観光プロモーション活動の全県的な
組織「ちばプロモーション協議会」
や、市町村、マスコミ等と連携し、季
節に応じた観光キャンペーンを実施す
る。
　また、メディアを活用した宣伝展開
を図るとともに観光商談会の開催など
により、具田的な成果（商品造成な
ど）を目指す。

81,000
観光誘致
促進課

4-36



27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

オ）オー
ル千葉県
による観
光プロ
モーショ
ン等の実
施

○県内を６ブロックに分け、市町村、
観光協会、商工会議所・商工会、民間
事業者等から構成される「ちばの観光
掘り起こし隊」が主体となり、地域の
観光資源の掘り起こし、磨き上げを通
じ、観光による地域づくりを進める。

○ちばの観光掘り起こし隊
　東京オリンピック・パラリンピック
を見据えた観光地域づくりに向け、地
域の強みや弱みを再認識し、地域の特
徴を生かした商品・地域づくりにつな
がる自主的な取組を支援する。

764

○ちばの観光掘り起こし隊
　東京オリンピック・パラリンピック
を見据えた観光地域づくりに向け、地
域の強みや弱みを再認識し、地域の特
徴を生かした商品・地域づくりにつな
がる自主的な取組を支援する。

1,000
観光企画
課

カ）観光
事業者の
経営基盤
強化のた
めの資金
調達

○観光施設整備を通じて観光客増加等
に結び付けるため、
［制度融資（観光施設資金）による資
金の低利貸し付け］　［「立地企業補
助金制度」と制度融資（企業立地促進
資金）による設備投資への補助］を行
う。

○観光施設資金の融資
　観光客増加及びサービスの向上等に
資するものとして認定された中小企業
者を支援するため、事業に必要な資金
を融資する。 190,000,000

○観光施設資金の融資
　（融資枠（全体枠）)　570,000,000
　観光客増加及びサービスの向上等に
資するものとして認定された中小企業
者を支援するため、事業に必要な資金
を融資する。

190,000,000

経営支援
課
企業立地
課

キ）アク
アライン
や圏央道
を活かし
た誘客促
進のため
のプロ
モーショ
ン

○ネットワークの拠点である、海ほた
るパーキングエリア、三井アウトレッ
トパーク木更津内「チーバくんプラ
ザ」、道の駅などを活用した戦略的・
効果的な観光情報の発信を行う。

○「チーバくんプラザ」等の活用
　引き続き、三井アウトレットパーク
木更津内において、観光案内や観光イ
ベントの開催などにより、県内各地へ
の誘客を図るなど、パークの立地や集
客力を活かした観光プロモーションを
展開しました。
・27年度利用者　17万2300人
・ステージイベント22回、店頭イベン
ト39回

13,891

○「チーバくんプラザ」等の活用
　引き続き、三井アウトレットパーク
木更津内において、パークの立地や集
客力を活かした観光プロモーションを
展開し、県内各地域への誘客を図る。

14,256
観光誘致
促進課

③観光振
興による
中小企業
の活性化
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

○アクアラインマラソンの開催効果を
活用し、地域の観光振興につなげるた
め、大会開催に併せた観光物産展や参
加ランナーへの宿泊観光優待キャン
ペーンを行う。

（平成27年度はマラソン開催が無いた
め、実施予定なし）

-

○「ちばアクアラインマラソン」開催
に伴うＰＲ
　「ちばアクアラインマラソン」の開
催にあたり、来場者向けに観光物産展
や抽選会などの観光ＰＲを実施し、観
光地千葉の知名度向上並びに県産品の
販路拡大を図る。
　また、ちばアクアラインマラソンの
参加選手を対象に、県内観光を促進す
るため、本事業に協賛する県内宿泊施
設において、7月から利用できる宿泊優
待券を配布する。

40,000
観光企画
課

キ）アク
アライン
や圏央道
を活かし
た誘客促
進のため
のプロ
モーショ
ン

○圏央道開通効果を踏まえ、自動車で
訪れる観光客の増加を図るため、千葉
県道路公社所管の有料道路の無料通行
券を活用したプロモーションを行う。

○無料通行券によるプロモーション
　市町村が千葉県道路公社所管の有料
道路の無料往復通行券を地域の観光プ
ロモーションにおいて活用に対し助成
しました。
・支援対象事業　3事業
・支援市町村数　3市

8,736

○無料通行券によるプロモーション
　市町村が千葉県道路公社所管の有料
道路の無料往復通行券を地域の観光プ
ロモーションにおいて活用する事業に
対し助成する。 5,000

観光企画
課

○千葉県道路公社有料道路の無料開放
　県道路公社が管理・運営する有料道
路７路線について、夏の観光シーズン
（７月～９月）の通行を終日無料とし
た。
・対象路線：①東総、②鴨川、③千葉
外房、④東金九十九里、⑤銚子新大
橋、⑥銚子連絡道、⑦九十九里
・実施期間：H27.7.1～H27.9.30
・キャンペーン期間中の日平均交通
量：1.8倍（H27/H26）

770,000

○千葉県道路公社有料道路の無料開放
　県道路公社が管理・運営する有料道
路６路線について、秋の観光キャン
ペーに合わせ金・土・日・祝日を無料
開放する。
・対象路線：①東総、②鴨川、③千葉
外房、④東金九十九里、⑤銚子新大
橋、⑥銚子連絡道
・実施期間：H28.9月～11月の金・土・
日曜日、祝日

398,000

観光誘致
促進課
（道路計
画課）

③観光振
興による
中小企業
の活性化
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

ク）東京
オリン
ピック・
パラリン
ピックを
見据えた
受け入れ
体制の充
実

○観光案内板の多言語化や公衆無線LAN
の整備を進める。

○観光案内版の多言語化、公衆無線Ｌ
ＡＮの整備
　県所有の日本語と外国語を併記した
観光案内板について、県共通仕様によ
り、現状にあった表示への改修を実施
しました。
　・実施箇所数　観光案内板１１箇所
　　　　　　　　誘導標識８箇所

　公衆無線ＬＡＮについては外国人観
光客のさらなる利便性を高めるため、
従来の市町村、観光協会等に加えて、
宿泊施設の単独申請を可能とし、公衆
無線ＬＡＮ環境整備に必要な経費につ
いて補助率を引き上げ、整備の促進を
図りました。
　・実施箇所数：101箇所
　　　内訳：市町40箇所
　　　　　　宿泊施設61箇所

102,746

○観光案内版の多言語化、公衆無線Ｌ
ＡＮの整備
　引き続き、日本語と外国語を併記し
た観光案内板について、ガイドライン
に沿って改修します。
　・実施箇所数　８箇所程度を想定

　公衆無線LANについては、外国人観光
客のさらなる利便性を高めるため、引
き続き補助率を維持して整備を拡充し
ていきます。

110,000
観光企画
課

ク）東京
オリン
ピック・
パラリン
ピックを
見据えた
受け入れ
体制の充
実

○「おもてなし」の向上を図る上で、
食文化等に関するPRや外国語ボラン
ティアガイドの養成・確保等を行う。

○食文化等に関するPR、外国語ボラン
ティアガイドの養成・確保
　市町村、関係団体、観光関連事業者
等に対し食文化に関する講習会を実施
する。

　外国語観光ボランティアガイドにつ
いては、ガイド養成のための講習を26
年度に作成した検討委員会の報告書に
より実施しました。
　　開催講座　３回
　　受講者数　１６１名

2,154

○食文化等に関するPR、外国語ボラン
ティアガイドの養成・確保
　引き続き、外国語観光ボランティア
ガイドについては、ガイド養成のため
の講習を実施します。
　なお、食文化等に関するPRについて
は、おもてなし研修の事業として実施
する。

1,500
観光企画
課

③観光振
興による
中小企業
の活性化
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

○経済発展の著しい東アジア・東南ア
ジアを重点市場とし、知事等のトップ
セールスによる観光プロモーション活
動を行う。

○トップセールスの実施
　マレーシアにおいて、現地旅行業者
13社と商談会を実施した。
　なお、タイ王国での商談会はタイ爆
破事件の影響により中止となった。

6,094 - -
観光誘致
促進課

○現地で千葉県主催の商談会・交流会
を開催し、観光客誘致を図る。

○観光ミッション団の派遣
　平成28年1月に観光ミッション団をマ
レーシア・フィリピンへ派遣した。
　マレーシアでは、県内の7団体と現地
旅行事業者等による商談会を開催し
た。
　フィリピンでは東京都主催の商談会
に県内の10団体が参加し、現地旅行業
者と商談会を実施しました。

4,465

○観光ミッション団の派遣
　訪日旅行者の増加が著しい東アジ
ア・東南アジアを対象に、官民一体と
なった観光ミッション団を派遣する。

4,426
観光誘致
促進課

コ）訪日
教育旅行
の推進

○単なる観光地訪問にとどまらず、学
校交流を通して国際理解を深め、千葉
県の魅力を人的交流により発信し、地
域を訪問するリピーター育成にも期待
が出来る「教育旅行」を推進するた
め、［現地の学校や旅行会社へのプロ
モーション活動］［訪日教育旅行関係
者の本県誘致］等を行う。

○教育旅行誘致プロモーション
　台湾及びオーストラリアで開催され
た教育旅行説明会に参加し、千葉県の
魅力をPRしました。
　また、台湾及びマレーシアから教育
旅行関係者を招請し、教育旅行の素材
となる施設等の視察を行いました。
　その結果、本県にて受け入れた学校
数は、29校1,124名となり、昨年度の19
校688名を大きく上回りました。

22,335

○教育旅行誘致プロモーション
　知事のトップセールス等により増加
しつつある訪日教育旅行を拡大するた
め、台湾及びマレーシア等において教
育旅行説明会等に参加する。
　また、教育旅行関係者を招き、教育
旅行の素材となる施設等を視察しても
らうなど、国内外で積極的な誘致活動
を展開する。

30,300
観光誘致
促進課

③観光振
興による
中小企業
の活性化

ケ）トッ
プセール
ス等によ
る現地観
光プロ
モーショ
ン
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

サ）MICE
の推進に
対する補
助制度の
活用

○開催地域を中心に大きな経済効果が
期待できるMICE（Meeting（会議・研
修）、Incentive tour（報奨・招待旅
行）, Convention またはConference
（大会・学会・国際会議）,
Exhibition（展示会）の頭文字）の誘
致を市町村とも連携しながら促進する
ため、開催経費の一部を助成する。

○国際会議開催補助金
　経済波及効果の高い国際会議に対
し、主催者が負担する経費の一部を補
助することにより、国内外の各地域と
の誘致競争力の向上を図る。

・交付件数1件

7,500

○国際会議開催補助金
　経済波及効果の高い国際会議に対
し、主催者が負担する経費の一部を補
助することにより、国内外の各地域と
の誘致競争力の向上を図る。

・交付予定件数1件

12,500
経済政策
課
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第五　人材の確保及び育成の支援

27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課

○若者と地元中小企業とのマッチング
を促すため、「ジョブカフェちば」を
核に、中小企業に向けたサービスの強
化を図り、［若年人材確保に苦慮する
中小企業に対する情報発信支援（パン
フレット作成等）や相談、人材定着セ
ミナー　等］［若年求職者に対する個
別相談、適職診断　等］［若者と中小
企業が対話を通じ相互理解を深める
マッチング事業］等を実施する。
また、若年者の正規雇用での就職促
進、若手社員の定着促進を図る。

○ジョブカフェちば事業
　若者と地元中小企業との雇用のミス
マッチを解消し、中小企業の採用活動
を支援するため、ジョブカフェちばに
おいて採用ミスマッチ解消事業等を実
施する。

・就職決定者数 3,713人

・マッチングイベント実施状況
　実施回数 41回
　参加者数 518人
　参加企業数 82社

133,358 ○ジョブカフェちば事業
　若者と地元中小企業との雇用のミス
マッチを解消し、中小企業の採用活動
を支援するため、ジョブカフェちばに
おいて採用ミスマッチ解消事業等を実
施する。

136,283

区　　　分

①中小企
業の人材
確保

ア）中小
企業の若
者採用・
定着支援

雇用労働
課

○「ジョブカフェちば」と「千葉県産
業振興センター」との連携により県内
企業の求人開拓を行い、求職者・求人
側双方のマッチングを図る。

○若年者就労応援事業
　正規雇用での就職を希望する若年求
職者を対象に、社会人として必要な能
力を身につける基礎研修と、県内の中
小企業等での職場実習を組み合わせ、
正社員での就職を目指すとともに、就
職後のフォローアップ等を行う事業を
行い、若年者の正規雇用での就職・定
着及び中小企業の人材確保を図る。

・事業参加者数　156人
・就職決定者数　132人

○中小企業職場定着支援事業

若手社員とその職場の上司・先輩を対
象とした研修や、企業に対するコンサ
ルティング等を実施し、若手社員の意
欲向上、企業の社員定着に向けた取り
組みの促進を図る。

319,855
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

①中小企
業の人材
確保

○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、中小企業の人材確保と学生等の就
職・地元定着を図る。

ー ー

○中小企業人材採用サポート事業
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
取組を支援する

・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

20,000
雇用労働
課

ア）中小
企業の若
者採用・
定着支援

60,758 －
雇用労働
課

-

○「ジョブカフェちば」と「千葉県産
業振興センター」との連携により県内
企業の求人開拓を行い、求職者・求人
側双方のマッチングを図る。

○中小企業職場定着支援事業
　若手社員と上司・先輩社員を対象と
した研修や企業に対するコンサルティ
ング等を実施し、若手社員の意欲向
上、定着に向けた取り組みの促進を図
る。

・支援対象若手社員数 751人
・支援対象事業所数 111事業所
・定着率が上がった事業所数 108事業
所
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

イ）中小
企業の魅
力等発信

○「地域で頑張る企業紹介」等中小企
業の魅力や地域に根付いた取組を伝え
る冊子を作成し、学校等地域の関係機
関に配布する。

○「地域で頑張る企業紹介」の実施
　地域で頑張る企業の取組内容を紹介
する記事を作成し、県教育委員会ウェ
ブサイトにある「県教委ニュース」に
おいても配信を行う。

各経済団体等を通じて職場体験等の受
入可能な企業の情報を収集し、学校現
場に情報提供を行った。また、地域資
源を活用したメニューを給食に提供し
ている企業や、障害者の方々の職場体
験を積極的に受け入れている企業等に
取材を行い、県教委ニュースに企業の
紹介記事を掲載した（２社）。

・１月号（ONE勝浦企業組合）
・３月号（昭和プラスチック㈱）

-

○「地域で頑張る企業紹介」の実施
　地域で頑張る企業の取組内容を紹介
する記事を作成し、県教育委員会ウェ
ブサイトにある「県教委ニュース」に
おいても配信を行う。

・より多くの企業情報を収集できるよ
う、経済団体等に引き続き協力を依頼
していく。
・職場体験等を行っている企業に取材
をし、県教委ニュースへの掲載等を通
じて地域の企業の魅力を発信してい
く。

-

経済政策
課
（教育政
策課）

イ）中小
企業の魅
力等発信

○教育現場で活用できる中小企業情報
（インターンシップの受け入れ企業、
出張講演が可能な企業等）をとりまと
め、提供する。

○教育現場で活用できる中小企業情報
の収集・提供
　経済団体を通じ収集するインターン
シップや企業見学などの受け入れ可能
企業の情報を整理し、教育庁への提供
を行った。
・協力企業リスト（約40社）を県内学
校関係機関に配付

-

○教育現場で活用できる中小企業情報
の収集・提供
　経済団体を通じ収集するインターン
シップや企業見学などの受け入れ可能
企業の情報を整理し、教育庁への提供
を行う。

-

経済政策
課
（教育政
策課）

①中小企
業の人材
確保
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

ウ）キャ
リア教育
の推進

○学校、家庭、地域社会、中小企業の
連携による、小学校から高等学校まで
の発達の段階に応じたキャリア教育を
推進する。

○千葉県経営者協会との連携
　24年3月に締結した協定に基づき千葉
県経営者協会と連携した取組を推進し
た。
・経営者協会主催研修への教員参加
・経営者協会主催講演会への職員参加
・情報・意見交換会の実施

○キャリア教育推進事業
　キャリア教育の充実には、社会全体
で応援していくことが必要なことか
ら、家庭や企業等との連携による、学
校外でのキャリア教育の機会を提供し
た。
・就業体験や科学・先端技術体験をす
る講座の開催（千葉県夢チャレンジ体
験スクールの実施　36事業所で499人参
加）
・「子ども参観日」のキャンペーン
等、子どもたちの勤労観・職業観の育
成支援（県庁子ども参観日実施33人参
加）
・企業、行政、学校が一堂に会し連携
について情報共有を図る「教育ＣＳＲ
フォーラム」の実施（58人参加）

○キャリア支援事業
　各高等学校が地域の職業安定所（ハ
ローワーク）との連携を密にしなが
ら，教員自身が積極的な企業訪問を行
うと共に，生徒のニーズを踏まえた就
職先の拡充に努めている。（平成27年
度指定:46校）

2791

○千葉県経営者協会との連携
24年3月に締結した協定に基づき、千葉
県経営者協会と連携した取組を推進す
る。

○キャリア教育推進事業
　キャリア教育の充実には、社会全体
で応援していくことが必要なことか
ら、家庭や企業等との連携による、学
校外でのキャリア教育の機会を提供す
る。
・就業体験や科学・先端技術体験をす
る講座の開催
・「子ども参観日」のキャンペーン
等、子どもたちの勤労観・職業観の育
成支援
・企業、行政、学校が一堂に会し連携
について情報共有を図る「教育ＣＳＲ
フォーラム」の開催

○キャリア支援事業
　各高等学校が地域の職業安定所（ハ
ローワーク）との連携を密にしなが
ら，教員自身が積極的な企業訪問を行
うと共に，生徒のニーズを踏まえた就
職先の拡充に努める。また，平成28年
度からインターンシップ保険料を助成
する。（平成28年度指定:38校39課程）

3334

教育政策
課・生涯
学習課・
指導課
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

エ）潜在
する人的
資源の就
業支援

○若年無業者（ニート）等の職業的自
立を図るため、「ちば地域若者サポー
トステーション」において、
［各種相談支援（出張相談含）］
［自立支援プログラムの提供］　［保
護者セミナー］　等を行う。

○ちば地域若者サポートステーション
事業
　若年無業者（ニート）等の職業的自
立を図るため、「ちば地域若者サポー
トステーション」において、
各種相談支援（出張相談含）、職業的
自立支援プログラムの提供、保護者セ
ミナー等を行う。

・職業的自立支援プログラムの実施
　延べ7,267人
・キャリアカウンセラーによる個別相
談
　延べ 1,611件
・臨床心理士による個別相談　　延べ
103件
・保護者セミナー参加者　延べ71人

7,603

○ちば地域若者サポートステーション
事業

　若年無業者（ニート）等の職業的自
立を図るため、「ちば地域若者サポー
トステーション」において、
各種相談支援（出張相談含）、職業的
自立支援プログラムの提供、保護者セ
ミナー等を行う。

7,605
雇用労働
課

オ）女
性・中高
年者の就
業支援

○子育て中の女性や中高年齢者等に対
する就職支援の拠点である「千葉県
ジョブサポートセンター」において、
［各種相談支援（出張相談含）］［セ
ミナー］［交流会］［会社見学会］等
を行う。

○千葉県ジョブサポートセンター事業
　求職者（主に中高年齢者や子育て中
の女性）に対する就業支援の充実を図
るための拠点を設置し、再就職及び定
着支援を実施する。

・セミナー、出張相談
内部セミナーと併せて 64回
・雇用主向け定着支援セミナー1回
・企業と求職者の交流会 3回
・会社見学会 2回
・女性向け集中支援プログラム 1コー
ス（5日間）

35,491

○千葉県ジョブサポートセンター事業
　求職者（主に中高年齢者や子育て中
の女性）に対する就業支援の充実を図
るための拠点を設置し、再就職及び定
着支援を実施する。

・セミナー、出張相談開催予定 内部セ
ミナーと併せて60回以上
・企業と求職者の交流会 2回以上
・会社見学会 2回以上

35,258
雇用労働
課

①中小企
業の人材
確保
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

○専用サイト「ちば女性のチャレンジ
サイト」を運営し、再就職等を希望す
る女性に対し、相談窓口や講座など、
支援策情報を提供する。

○「働きたい女性のための応援サイ
ト」運営
　子育て中の女性の再就職を応援する
ため、サイトを運営し、内容の充実に
努める。

-

○「働きたい女性のための応援サイ
ト」運営
　子育て中の女性の再就職を応援する
ため、サイトを運営し、内容の充実に
努める。

-
雇用労働
課

オ）女
性・中高
年者の就
業支援

○高年齢者雇用安定法に基づく「千葉
県シルバー人材センター連合会」の運
営を支援する。

○千葉県シルバー人材センター連合会
の運営支援
　県内のシルバー人材センター事業の
拡充に向けた支援を実施する。

・千葉県高年齢者就業機会確保事業補
助金（9,000千円）
・（公社）全国シルバー人材センター
事業協会賛助会員負担金（100千円）

9,100

○千葉県シルバー人材センター連合会
の運営支援
　県内のシルバー人材センター事業の
拡充に向けた支援を実施する。

・千葉県高年齢者就業機会確保事業補
助金（9,000千円）
・（公社）全国シルバー人材センター
事業協会賛助会員負担金（100千円）

9,100
雇用労働
課

カ）障害
のある人
の就業支
援

○「障害者就業支援キャリアセン
ター」や「障害者就業・生活支援セン
ター」において、
［障害のある人の就業相談］　［継続
雇用・日常生活の助言］　［特例子会
社や障害者多数雇用事業所の設立促
進］　等を行う。

○障害者就業支援キャリアセンター事
業
　就職を希望する障害のある人を対象
に、相談、職業実習、職場定着支援と
ともに、特例子会社や障害者多数雇用
事業所の設立支援など、障害者雇用の
促進を図った。
また、就労支援の難しい精神障害者、
発達障害者、高次脳機能障害者、重度
障害者に対する就労支援を積極的に実
施した。

・障害者就労支援員9名（障害者支援担
当7名、企業支援担当2名）
※うち1名を統括責任者、1名を特例子
会社設立促進員

28,952

○障害者就業支援キャリアセンター事
業
　就職を希望する障害のある人を対象
に、相談、職業実習、職場定着支援と
ともに、特例子会社や障害者多数雇用
事業所の設立支援など、障害者雇用の
促進を図る。
また、就労支援の難しい精神障害者、
発達障害者、高次脳機能障害者、重度
障害者に対する就労支援を積極的に実
施する。

・障害者就労支援員9名（障害者支援担
当7名、企業支援担当2名）
※うち1名を統括責任者、1名を特例子
会社設立促進員

29,854
産業人材
課

①中小企
業の人材
確保
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

○企業支援員を配置し、企業への障害
者雇用支援を行う。

○企業支援員(障害者雇用アドバイ
ザー）事業
　企業支援員による企業への障害者雇
用の理解促進及び継続雇用のための雇
用管理上のアドバイスなどを通じて、
障害のある人の職域（職場）開拓・継
続（長期）雇用のための環境づくりを
進めた。

・企業支援員　16名配置
・相談件数　6,854件

44,325

○企業支援員(障害者雇用アドバイ
ザー）事業
　企業支援員による企業への障害者雇
用の理解促進及び継続雇用のための雇
用管理上のアドバイスなどを通じて、
障害のある人の職域（職場）開拓・継
続（長期）雇用のための環境づくりを
進める。

・企業支援員　16名配置

49,555
産業人材
課

○障害者雇用経験のない企業等を対象
に、障害のある人を雇用している企業
の見学や事業主同士の意見交換等を行
う。

○障害者就労促進チャレンジ事業
　障害のある人の就労を促進するた
め、事業主及び障害者双方の意識改革
を図るとともに、事業主及び障害者の
「働く」ことへの理解を深めた。

・企業向け見学会6回
・企業相談会6回
・障害者向け交流会等3回
・短期職場実習102人

2,625

○障害者就労促進チャレンジ事業
　障害のある人の就労を促進するた
め、事業主及び障害者双方の意識改革
を図るとともに、事業主及び障害者の
「働く」ことへの理解を深める。

・企業向け見学会5回
・企業相談会6回
・障害者向け交流会等3回
・短期職場実習50人

2,625
産業人材
課

キ）雇用
管理改善
計画策定
の促進

○中小企業労働力確保法に基づく「雇
用管理改善計画」の認定を促進するこ
とにより、［労働時間の短縮］［職場
環境の改善］［福利厚生の充実］等の
取組を促進し、中小企業の労働力の安
定的な確保と定着を図る。

○「雇用管理改善計画」の認定
　中小企業等からの申請を受けて、必
要に応じて助言・指導を行い、改善計
画を認定する。

認定実績１件

-

○「雇用管理改善計画」の認定
　中小企業等からの申請を受けて、必
要に応じて助言・指導を行い、改善計
画を認定する。

-
雇用労働
課

①中小企
業の人材
確保

カ）障害
のある人
の就業支
援
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

ク）表彰
等による
経営革新
や技能向
上に向け
た気運の
醸成

○積極的な事業展開による地域経済へ
の貢献や地域活動への取組などを行う
中小企業や卓越した技量やサービスを
有する従業員等に対し、「千葉のちか
ら」中小企業表彰（中小企業・商店
街・従業員）を行う。

○「千葉のちから」中小企業表彰
　地域経済への貢献や地域活動への取
組など、地域貢献を続けてきた中小企
業や、地道に努力を続けてきた従業員
等を表彰することにより、気運の縦横
性を図る。
　
・中小企業表彰 12社以内
・商店街表彰 3団体以内
・従業員表彰 12人以内

129

○「千葉のちから」中小企業表彰
　地域経済への貢献や地域活動への取
組など、地域貢献を続けてきた中小企
業や、地道に努力を続けてきた従業員
等を表彰することにより、気運の醸成
を図る。
　
・中小企業表彰 12社以内
・商店街表彰 3団体以内
・従業員表彰 12人以内

140
経済政策
課

○法定雇用率を達成していない企業等
を対象に、障害者の受入に向けた準備
やマッチング、障害者就労アドバイ
ザーによる受入後のフォローアップ支
援等を実施する。

○障害者雇用サポート事業
　・企業向けセミナー
　　障害者雇用促進・理解啓発セミナ
　　ーの開催　1回
　　障害者雇用理解啓発セミナーの
　　開催　3回
　・社内勉強会
　　研修生（障害者）受入にあたっ
　　ての理解を深めるための勉強会
　　を開催　延39社
　・障害者への訓練等の実施
　　49名参加

35,000

○障害者雇用サポート事業
　・企業向けセミナー
　　障害者雇用促進・理解啓発
　　セミナーの開催　1回
　　職場見学会及び事例発表　3回
　・社内勉強会
　　研修生（障害者）受入にあたっ
　　ての理解を深めるための勉強会
　　を開催　延60社
　・障害者への訓練等の実施　60名

35,000

産業人材
課

（新規）

○技能について県内の業界において第
一人者と目される者を、千葉県の卓越
した技能者「千葉県の名工」として表
彰を行う。

○技能者表彰の実施
　本県産業を支える優れた技能を維
持・継承、発展させていくため、技能
の振興や技能者の地位の向上等、技能
尊重気運の醸成を図った。

・第47回千葉県職業能力開発促進大会
を開催
　平成27年12月
　参加者162名
・千葉県の卓越した技能者表彰13名

1,293

○技能者表彰の実施
　本県産業を支える優れた技能を維
持・継承、発展させていくため、技能
の振興や技能者の地位の向上等、技能
尊重気運の醸成を図る。

・第48回千葉県職業能力開発促進大会
を開催
・千葉県の卓越した技能者表彰

1,846
産業人材
課

①中小企
業の人材

確保

ク）表彰
等による
経営革新
や技能向
上に向け
た気運の
醸成
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

○「技能グランプリ」や「技能五輪大
会」等への参加を推進し、技能の一層
の向上を図る。

○「技能五輪大会」等への参加促進
　県職業能力開発協会を通じて参加者
を募り、出場選手の激励会を県庁にて
開催する。大会入賞者等について県
ホームページで広報することで、技能
尊重気運の醸成を図った。

・参加者
　　　技能五輪6名

-

○「技能五輪大会」等への参加促進
　県職業能力開発協会を通じて参加者
を募り、出場選手の激励会を県庁にて
開催する。大会入賞者等について県
ホームページで広報することで、技能
尊重気運の醸成を図る。 産業人材

課

○県外からの転職希望者や若年者等の
県内での就職を促進するため「地域し
ごと支援センターちば」を設置し、
［暮らし・仕事の情報を一元的な発
信］［個別相談］［交流会］［会社見
学会］等を行う。

○地域しごと支援センターちば事業
　県外からの転職希望者やこれから就
職を考える若者に対し、暮らし・仕事
の情報を一元的に発信するとともに、
個別相談を実施する。また、千葉の企
業との交流会などを実施する。

・「地域しごとナビ」による情報発信
・個別相談（相談者数延べ 131人）
・企業と転職希望者等の交流会や企業
見学会等（イベント参加者延べ601人）

28,441

○地域しごと支援センターちば事業
　県外からの転職希望者やこれから就
職を考える若者に対し、暮らし・仕事
の情報を一元的に発信するとともに、
個別相談を実施する。また、千葉の企
業との交流会などを実施する。

・「地域しごとナビ」による情報発信
・個別相談
・企業と転職希望者等の交流会や企業
説明会、移住フェアへの出展等の実施

30,000
雇用労働
課

○県内の中小企業が、新商品開発や新
規販路開拓などの取組を通じて、経営
改善につなげるため、都市圏の大企業
の勤務経験者等のプロ人材の採用をサ
ポートする。

○プロフェッショナル人材戦略拠点事
業
　民間ビジネス事業者や地域金融機関
等の関係者間のネットワークを形成、
事業遂行のための情報収集、また経営
者のマインド醸成のためのセミナー等
を実施する。

・企業相談及び成約状況（相談69件、
成約0件）
・経営者向けセミナー開催（1回開催、
参加者100人程度）
・地域版戦略協議会の開催（2回開催）

9,818

○プロフェッショナル人材戦略拠点事
業
　民間ビジネス事業者や地域金融機関
等の関係者間のネットワークを形成、
事業遂行のための情報収集、また経営
者のマインド醸成のためのセミナー等
を実施する。

・企業相談及び成約目標（相談200件、
成約15件）
・経営者向けセミナー開催（4回程度開
催、参加者年間２００名程度）
・地域版戦略協議会の開催（月1回程度
（年6回以上）開催）

52,000
雇用労働
課

ケ）県外
からの転
職希望者
等への就
業支援

①中小企
業の人材
確保
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

○プロフェッショナル人材戦略拠点と
連携し、県内の中小企業がプロフェッ
ショナル人材を新規雇用するにあた
り、企業が負担する給与等の経費の一
部について一定期間助成することによ
り、県外から県内への転職を促進す
る。

○プロフェッショナル人材確保事業補
助金
　県内に事業所を置く中小企業が、事
業創出力の強化に繋がるような活躍が
期待できるプロ人材を県外から受け入
れる際のお試し就業実施に係る給与等
の経費について補助金を交付する。

補助対象者：県内に事務所または事業
所を置く事業者
補助率：1/2（限度額250万円/人×3人
まで）
補助対象経費：お試し就業期間中の人
件費等
助成件数０件

-

○プロフェッショナル人材確保事業補
助金
　県内に事業所を置く中小企業が、事
業創出力の強化に繋がるような活躍が
期待できるプロ人材を県外から受け入
れる際のお試し就業実施に係る給与等
の経費について補助金を交付する。

補助対象者：県内に事務所または事業
所を置く事業者
補助率：1/2（限度額250万円/人×3人
まで）
補助対象経費：お試し就業期間中の人
件費等

10,000
雇用労働
課

ア）産業
人材の育
成に対す
る助成

○「ちば中小企業元気づくり基金」に
より、商工団体等が主体となり行う産
業人材育成のための研修経費の一部を
助成する。

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
  商工団体が主体となり、中小企業者
の経営革新等を目的に開発されたカリ
キュラムを活用して行う研修経費の一
部を助成した。

・交付決定状況　4件　3,612（千円）

3,612

○「ちば中小企業元気づくり基金事
業」の活用
  商工団体が主体となり、中小企業者
の経営革新等を目的に開発されたカリ
キュラムを活用して行う研修経費の一
部を助成する。

2,900

経済政策
課
（産業人
材課）

イ）高等
技術専門
校の運営

○高等技術専門校を運営し、企業ニー
ズを踏まえた職業能力を有する人材を
育成・輩出する。

○職業訓練校運営事業
　地域産業の振興・発展の基盤となる
人材を安定的・継続的に育成するた
め、訓練内容の充実・強化を図った。
　
・6校　21科　延定員　600名
・訓練用機器（マシニングセンタ）の
導入

327,330

○職業訓練校運営事業
　地域産業の振興・発展の基盤となる
人材を安定的・継続的に育成するた
め、訓練内容の充実・強化を図る。
　
・6校　21科　延定員　589名

418,036
産業人材
課

②企業の
ニーズに
応じた人
材育成
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

ウ）中小
企業の
ニーズに
応じた訓
練の推進

○中小企業の人材育成を支援するた
め、高等技術専門校が有する人材、機
械設備を活用し、「企業に在職してい
る者を対象とする短期の各種職業訓
練」を実施する。

○ちば企業人スキルアップセミナー事
業
　中小企業等の在職者を対象に溶接、
機械加工、冷凍空調機器等設備、電気
系、情報系、住空間など企業ニーズに
対応した短期の職業訓練を実施した。

・訓練コース37コース
・訓練定員：321名
・訓練期間：2～4日間

4,332

○ちば企業人スキルアップセミナー事
業
　中小企業等の在職者を対象に溶接、
機械加工、冷凍空調機器等設備、電気
系、情報系、建築等住空間など企業
ニーズに対応した短期の職業訓練を実
施する。

・訓練コース数：53コース
・訓練定員：428名
・訓練期間：2～3日間

6,619
産業人材
課

エ）実践
的な職業
訓練
（デュア
ルシステ
ム）の実
施

○中小企業等における人材定着を図る
ため、若年者を対象に、高等技術専門
校での知識・実技の習得と企業現場で
の就労実習を組み合わせた「デュアル
システム訓練」を行う。

○デュアルシステム訓練事業の実施
　高等技術専門校での知識・実技習得
と就労実習を組み合わせた「デュアル
システム訓練」を実施した。

・普通訓練活用型　4コース 48名
　船橋校：金属加工科12名×2回
　旭校：ＮＣ機械加工科15名
　東金校：左官技術科9名

7,102

○デュアルシステム訓練事業の実施
　高等技術専門校での知識・実技習得
と就労実習を組み合わせた「デュアル
システム訓練」を実施する。

・普通訓練活用型　4コース 43名
　船橋校：金属加工科10名×2回
　旭校：ＮＣ機械加工科15名
　東金校：左官技術科8名

6,757
産業人材
課

オ）もの
づくりの
担い手養
成

○若年者のものづくり離れを解消し、
ものづくりの担い手を育てるため、高
等技術専門校において、小中学生・高
校生等を対象に「ものづくり体験コー
ス」による体験学習を実施する。

○未来の名工チャレンジ事業の実施
　高等技術専門校において、小・中・
高校生等を対象に、体験学習を実施し
た。

・専門校体験学習会（6月～10月）
　※各校で随時開催
・夏休みものづくり体験（7月～8月）

-

○未来の名工チャレンジ事業の実施
　高等技術専門校において、小・中・
高校生等を対象に、体験学習を実施し
た。

・専門校体験学習会（6月～10月）
　※各校で随時開催
・夏休みものづくり体験（7月～8月）

-
産業人材
課

②企業の
ニーズに
応じた人
材育成
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

カ）教育
訓練機関
を活用し
た職業訓
練等の推
進

○離職者等の円滑な再就職を支援する
ため、大学、専修学校、NPO法人、企業
等の教育訓練機関を活用した委託訓練
を実施する。

○委託訓練の実施
　離職者等の再就職にあたり職業能力
の開発を必要とする求職者に対し再就
職の促進を支援するため、専修学校、
NPO法人、企業等を活用した委託訓練を
実施した。

・離職者等再就職訓練事業
　　受講者　　3,528名

772,373

○委託訓練の実施
　離職者等の再就職にあたり職業能力
の開発を必要とする求職者に対し再就
職の促進を支援するため、専修学校、
NPO法人、企業等を活用した委託訓練を
実施する。

・離職者等再就職訓練事業
　　受講予定者　　4,162名

1,158,401
産業人材
課

②企業の
ニーズに
応じた人
材育成

キ）地域
における
産業人材
の育成

○（独）高齢・障害・求職者雇用支援
機構が中心となり、県、労働局、企
業、事業主団体、民間教育訓練機関等
との連携体（地域レベルのコンソーシ
アム）を構築し、地域ニーズ、企業
ニーズ等を踏まえ「就職可能性を高め
る観光分野の職業訓練モデル」を開発
し、県の委託訓練に活用する。

○コンソーシアムによる委託訓練の検
証
 （独）高齢・障害・求職者雇用支援機
構が中心となり、県、労働局、企業、
事業主団体、民間教育訓練機関等との
連携体（地域レベルのコンソーシア
ム）により、H26年度開講した委託訓練
の検証等を実施した。

２コース（継続実施）
平成26年12月開講
平成27年2月開講
定員　各20名

-

○上記「離職者等再就職訓練事業」に
より実施
　　コンソーシアムによる検証結果を
踏まえ、観光分野の職業訓練を委託に
より実施する。

１コース　定員20名（予定） 産業人材
課

○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、中小企業の人材確保と学生等の就
職・地元定着を図る。

ー ー

○中小企業人材採用サポート事業
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
取組を支援する

・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

20,000
雇用労働
課
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

○京葉臨海コンビナートにおける人材
育成について、中小関連企業を含めた
企業間連携を促進し、事業所の負担軽
減によりコンビナートの競争力強化を
図る。

ー ー

○京葉臨海コンビナートにおける産業
人材育成プログラム強化事業
ベテラン人材の大量退職に伴うマネジ
メント層の人材育成の共同化と、大企
業が有する体験学習型教育研修施設の
共同利用を促進する。

・コンビナート立地企業に共通する人
材育成に関する課題を検討する会議の
設置及び運営
・企業のマネジメント層を対象とする
人材育成プログラムの開発
・コンビナート立地企業が有する研修
施設等を活用した体験型プログラムの
開発

11,000

産業振興
課

（新規）

ク）「工
業系高校
人材育成
コンソー
シアム千
葉」によ
る連携

○工業分野で求められる人材育成等の
観点から、県内工業高校と企業、大
学、研究機関等との連携組織により、
情報の共有化や連携事業の推進等を図
る。

○「工業系高校人材育成コンソーシア
ム千葉」の運営
　企業・大学・研究機関等と連携しな
がら、高等学校における工業教育の充
実を図った。

・会議：総会２回、運営委員会４回
・課題研究発表会２回
・企業見学会３回

2,532

○「工業系高校人材育成コンソーシア
ム千葉」の運営
　企業・大学・研究機関等と連携しな
がら、高等学校における工業教育の充
実を図る。
　

3,016
県立学校
改革推進
課
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

③働きや
すい環境
の整備

ア）ワー
ク・ライ
フ・バラ
ンスの推
進

○「ワーク・ライフ・バランス」を推
進するため、柔軟な働き方の導入や多
様な人材活用などに取り組む中小企業
を、
［啓発セミナーの開催］　［“社員い
きいき！元気な会社”宣言企業の募
集・登録（仕事と育児・介護の両立支
援や残業の削減など働きやすい職場環
境づくりに取り組む企業や取組内容を
県ホームページで紹介）］　［男女共
同参画推進事業所表彰（女性の登用・
職域拡大などに取組んでいる事業所を
表彰）］
［仕事と育児・介護等の「両立支援ア
ドバイザー」の企業への派遣］　等に
より支援する。

○ワーク・ライフ・バランスセミナー
の開催
　経営者や人事労務担当者等を対象
に、有識者の講演や先進事例発表等を
盛り込んだ啓発セミナーを４回開催し
た。参加者総数　312名
○社員いきいき！元気な会社宣言企業
の公表
　多様な人材活用により働きやすい職
場づくりに取り組む企業を募集し、県
ホームページ等で取組内容を周知し
た。
新規公表事企業数　30社　延べ595社公
表
○両立支援アドバイザーの派遣
　社員いきいき！元気な会社宣言の登
録企業に対して、指導・助言、講演等
を行うため、アドバイザーを派遣し
た。
7回（5社）派遣
○ワーク・ライフ・バランス取組状況
調査の実施
　ワーク・ライフ・バランスに関する
両立支援や女性の活躍促進の取組、県
の啓発効果等を把握するため、調査を
実施した。
○ワークルール普及啓発セミナー
　県立高校等に社会保険労務士等を派
遣し、就労に役に立つ労働法の基礎知
識、ワークルールを学ぶ機会を提供し
た。　9校　10回開催

1,804

○ワーク・ライフ・バランスセミナー
の開催
ワーク・ライフ・バランスが実現でき
る働き方を普及させるために、主に企
業経営者や人事労務担当者等を対象
に、有識者による講演や先進企業の事
例発表等を盛り込んだ啓発セミナーを
開催する。

○社員いきいき！元気な会社宣言企業
の公表
多様な人材活用で働きやすい職場環境
づくりに取り組む県内企業を募集し、
県ホームページ等で企業名、取組内容
を広く周知する。

○両立支援アドバイザーの派遣
社員いきいき！元気な会社宣言の登録
企業に対して、指導・助言、講演等を
行うため、両立支援アドバイザーを派
遣する。

○ワークルール講座
県立高校等に社会保険労務士等の専門
家を派遣し、若者向けに実際の就労に
役に立つ労働法の基礎知識、ワーク
ルールを学ぶ機会を提供する。

1,014
雇用労働
課

○事業所における男女共同参画の推進
　男女共同参画による職場環境づくり
に貢献している事業所の取組をたた
え、広く紹介するため、仕事と家庭の
両立支援や女性の登用・職域拡大等に
積極的に取り組んでいる事業所の表彰
を行った。
　
　

37

○事業所における男女共同参画の推進
　男女共同参画による職場環境づくり
に貢献している事業所の取組をたた
え、広く紹介するため、表彰を行う。
　
　募集期間：平成２８年６月１日～８
月３１日
表彰式：平成２９年１月予定

30
男女共同
参画課
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

イ）企業
内保育所
整備に関
する支援

○労働者が子育てしながら働きやすい
職場環境の整備をを支援するため、国
（労働局）が行う事業所内保育所の整
備費助成に対し県が独自の加算措置を
行う。

－ －

○核家族化や共働き世帯の増加に伴い
保育ニーズが高まる中、シフト制など
の多様な就業形態においても、労働者
が子育てしながら働きやすい職場環境
の整備を支援するため、事業主等が事
業所内保育所を設置する経費に対し補
助を行う。
　具体的には、国（労働局）が行う事
業所内保育所の整備費助成に対し県が
独自の加算措置を行う。

20,000
雇用労働
課

ウ）労働
教育講座
の開催

○労働関係法の基礎知識や労働問題の
専門的な知識の習得を目的として、県
内労働者、使用者及び県民を対象とし
た講座「労働大学」を開催する。

○労働大学講座の開催
　労働関連法規や労働問題に対する知
識・理解を得ることにより労使関係の
安定を図るため、労働者、使用者及び
県民を対象として講座を実施した。
・10月26日～11月24日の期間におい
て、全８日間実施。
・延べ参加者1,012人

610

○労働大学講座
　労働関連法規や労働問題に対する知
識・理解を得ることにより、労使関係
の安定を図るため、県内労働者、使用
者及び一般県民を対象として、労働教
育講座を実施する。 653

雇用労働
課

③働きや
すい環境
の整備
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

③働きや
すい環境
の整備

エ）メン
タルヘル
ス対策の
推進

○労働者のメンタルヘルス問題等に対
応するため、労働相談センターに「相
談員」を配置し、本人及びその家族や
職場の同僚等関係者からの相談に応じ
る。

○労働相談センター
　社会保険労務士、産業カウンセラー
等の専門家５名を相談員として労働相
談センターに配置し、解雇、賃金不払
い、パワハラ・セクハラ等の労働問
題、職場のストレス等に対するアドバ
イスを実施した。
相談件数 1,663件

○特別労働相談
　民事関係に係る法律相談に関して弁
護士による特別相談、職場のストレス
や不安を感じている労働者に対して臨
床心理士によるメンタルヘルス特別相
談を実施した。
・弁護士による特別相談　23件
・働く人のメンタルヘルス特別相談
14件

7,610

○労働相談センター
　社会保険労務士、産業カウンセラー
等の専門家５名を相談員として労働相
談センターに配置して、解雇、賃金不
払い、パワハラ・セクハラ等の労働問
題、職場のストレス等に対する具体的
なアドバイスを実施する。

○特別労働相談
　民事関係に係る法律相談に関して弁
護士による特別相談、職場のストレス
や不安を感じている労働者に対して臨
床心理士による働く人のメンタルヘル
ス特別相談を実施する。

9,048
雇用労働
課

オ）障害
者雇用優
良事業所
認定事業
の推進

○障害のある人を積極的に雇用し、障
害のある人もない人も共に働きやすい
職場づくりに努めている企業を「笑顔
いっぱい！フレンドリーオフィス」と
して認定し、その企業や取組内容を紹
介する。

○「笑顔いっぱい！フレンドリーオ
フィス」事業の実施
　障害のある人を積極的に雇用し、障
害のある人もない人も共に働いている
企業・事業所を「笑顔いっぱい！フレ
ンドリーオフィス」として認定し、公
表することで、障害のある人の雇用に
対する理解の促進を図った。

・認定事業所数11社（累計134社）

-

○「笑顔いっぱい！フレンドリーオ
フィス」事業の実施
　障害のある人を積極的に雇用し、障
害のある人もない人も共に働いている
企業・事業所を「笑顔いっぱい！フレ
ンドリーオフィス」として認定し、公
表することで、障害のある人の雇用に
対する理解の促進を図る。

-
産業人材
課

○「笑顔いっぱい！フレンドリーオ
フィス」として認定されている中小企
業を対象とし、一般的な事業資金より
低利な「障害者雇用推進資金」による
融資を行う。

○障害者雇用推進資金の融資
　「笑顔いっぱい！フレンドリーオ
フィス」として認定されている中小企
業者に対し、事業に必要な資金を供給
した。

（平成28年3月末現在）
・融資実績　1件
　　15,000千円

141,200,000

○障害者雇用推進資金の融資
　（融資枠（全体枠）)　570,000,000
　「笑顔いっぱい！フレンドリーオ
フィス」として認定されている中小企
業者に対し、事業に必要な資金を供給
する。

190,000,000

産業人材
課
（経営支
援課）
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第六　相談支援体制の充実と官公需の推進

27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課

ア）
「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

○「チャレンジ企業支援センター」に
おいて、経営の専門家などの相談員を
配置し、［窓口相談］［専門家派遣］
［情報提供（セミナー、相談会）］を
柱とした事業を行う。窓口相談では、
経営・技術・金融・法律などの各種相
談にワンストップで対応し、必要に応
じ専門家を派遣するなど、経営課題の
解決に向けた支援を行う。

○チャレンジ企業支援センター事業
　窓口相談や技術相談、専門家派遣、
経営革新のためのワンストップ支援な
どにより、中小企業の様々な経営課題
の解決を支援した。

・窓口相談事業
・訪問相談事業
・専門家派遣事業
・フロンティア企業支援
・セミナー開催3回
　（創業、BCP及び経営革新、事業承
継）

309,690

○チャレンジ企業支援センター事業
　窓口相談や技術相談、専門家派遣、
経営革新のためのワンストップ支援な
どにより、中小企業の様々な経営課題
の解決を支援する。

・窓口相談事業
・訪問相談事業
・専門家派遣事業
・フロンティア企業支援
・セミナー開催3回
　（創業、BCP及び経営革新、事業承
継）

311,027
経営支援
課

イ）よろ
ず支援拠
点におけ
る総合支
援機能の
強化　[再
掲]

○「よろず支援拠点」において、
「チャレンジ企業支援センター」と連
携しながら、［チーム編成によるトー
タル支援（企業の複数の経営課題に対
し、相談指導員がチーム組みをして迅
速な解決を図る）］[攻めの相談支援
（地元の金融機関や支援機関など連携
を図り、地域に出かけて企業の支援
ニーズを掘り起こす）]
などを行う。

○よろず支援拠点による総合支援【再
掲】
　地域の支援機関等と連携を図り、セ
ミナー及び個別相談会を開催し支援
ニーズを掘り起こすとともに、伴走的
な支援につなげた。
　また、サテライト相談所（地域金融
機関等を含め順次拡大予定）におい
て、地域での相談に応じた。

・セミナー・相談会　35回予定
・サテライト相談所開設　11か所

-

○よろず支援拠点による総合支援【再
掲】
　地域の支援機関等と連携を図り、セ
ミナー及び個別相談会を開催し支援
ニーズを掘り起こすとともに、伴走的
な支援につなげた。
　また、サテライト相談所（地域金融
機関等を含め順次拡大予定）におい
て、地域での相談に応じる。

・セミナー・相談会　35回予定
・サテライト相談所開設　11か所

-
経営支援
課

ウ）県・
地域経済
機関・地
域金融機
関等との
連携によ
る支援機
能強化

○県・商工会議所、商工会等・地域金
融機関の連携体である「地域プラット
フォーム」の構成団体が協働して、
[専門家派遣]　[構成員の支援能力向上
のための勉強会] [中小企業施策の発
信]　[セミナーの共同開催]
等の経営支援を行う。

○「地域プラットフォーム」における
連携
　「地域プラットフォーム」構成団体
の協働により、各種の経営支援等を
行った。

-

○「地域プラットフォーム」における
連携
　「地域プラットフォーム」構成団体
の協働により、各種の経営支援等を行
う。

-
経営支援
課

区　　　分

①総合的
な支援機
能の充実
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

①総合的
な支援機
能の充実

○「よろず支援拠点」において、商工
会等の地域支援機関に対する支援能力
向上支援や情報発信を行う。
[支援能力向上のための勉強会・情報提
供]　[中小企業施策の情報発信]

○よろず支援拠点と地域支援機関との
連携
　商工会や商工会議所等の地域支援機
関に対する情報発信、情報共有を図る
ための会議を開催した。

・2回開催

-

○よろず支援拠点と地域支援機関との
連携
　商工会や商工会議所等の地域支援機
関に対する情報発信、情報共有を図る
ための会議を開催する。

・3回開催予定

-
経営支援
課

○中小企業の身近な相談先である「税
理士会」「社会保険労務士会」等との
連携を図り、支援策情報の周知等を行
う。

○税理士会、社会保険労務士会との連
携
　相互の情報発信ツール等を活用し、
中小企業支援関連事業の周知を行う等
の連携を図る。

　中小企業元気戦略のリーフレット等
の配布や、県で配信するメールマガジ
ンに労務関連事業の掲載を行う等、連
携を図った。

-

○税理士会、社会保険労務士会との連
携
　相互の情報発信ツール等を活用し、
中小企業支援関連事業の周知を行う等
の連携を図る。

リーフレット等の配布や、メールマガ
ジン等の活用等を実施する。

-
経済政策
課

エ）小規
模事業者
を支える
地域支援
機関の機
能強化
[再掲]

○地域の総合的な支援機関であり、小
規模事業者を支えている「商工会議
所」・「商工会」の意欲的な企業支援
の取組が、適正に反映される補助制度
の仕組みを構築する。

○小規模事業経営支援事業費等補助金
の制度見直し【再掲】
　地域の小規模事業者等への支援を強
化するため一部制度を見直し、小規模
事業者への支援実績（経営革新認定件
数や創業支援件数など）の実績評価を
導入する。

2,172,121

○小規模事業経営支援事業費等補助金
における実績評価制度の実施【再掲】
　地域の小規模事業者等への支援を強
化するため、小規模事業者への支援実
績（経営革新認定件数や創業支援件数
など）により補助金の一部を配分する
実績評価制度を実施する。

2,231,259
経済政策
課

ウ）県・
地域経済
機関・地
域金融機
関等との
連携によ
る支援機
能強化
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

○商工会議所や商工会が、地域経済の
活性化に積極的に取り組むため、自ら
企画提案する地域の特性を踏まえた特
色のある創造的な事業に対し、助成を
行う。

○伴走型小規模事業者等支援提案型事
業の実施【新規】
　小規模事業者の経営の高度化や基盤
強化、事業継続等、小規模事業者の支
援を目的とし、商工団体が自ら提案す
る事業に対し補助を行う。
　
・対象事業　小規模事業者の経営の高
度化や課題解決等の支援・創業・事業
承継への支援、その他、地域の小規模
事業者のニーズや特性を踏まえて提案
する事業

27年度実績：８件

20,000

○伴走型小規模事業者等支援提案型事
業の実施【再掲】
　小規模事業者の経営の高度化や基盤
強化、事業継続等、小規模事業者の支
援を目的とし、商工団体が自ら提案す
る事業に対し補助を行う。
　
・対象事業　小規模事業者の経営の高
度化や課題解決等の支援・創業・事業
承継への支援、その他、地域の小規模
事業者のニーズや特性を踏まえて提案
する事業

20,000
経済政策
課

①総合的
な支援機
能の充実

エ）小規
模事業者
を支える
地域支援
機関の機
能強化
[再掲]

○商工会議所や商工会が、地域経済の
活性化に積極的に取り組むため、自ら
企画提案する地域の特性を踏まえた特
色のある創造的な事業に対し、助成を
行う。

○地域経済活性化提案型事業の実施
【再掲】
　地域特性を踏まえた事業展開と地域
経済活性化を目的とし、商工会及び商
工会議所が自ら提案する事業に対し、
補助を行う。

・対象事業　地域資源を活用した事
業、新規産業・雇用創出に資する事
業、観光振興事業　等
27年度実績：１４件

14,000

○地域経済活性化提案型事業の実施
【再掲】
　地域特性を踏まえた事業展開と地域
経済活性化を目的とし、商工会及び商
工会議所が自ら提案する事業に対し、
補助を行う。

・対象事業　地域資源を活用した事
業、新規産業・雇用創出に資する事
業、観光振興事業　等

14,000
経済政策
課

②支援情
報、中小
企業情報
の提供機
能の強化

○国、市町村、経済関係団体と連携
し、融資や助成などの各種支援情報な
ど、中小企業の経営に役立つ情報を編
集したメールマガジン「千葉県産業情
報ヘッドライン」をタイムリーに配信
するとともに、配信登録者の増加を目
指す。

○メールマガジン｢千葉県産業情報ヘッ
ドライン」による情報発信
　メールマガジンを活用し、週1回、各
種支援情報等を配信した（配信回数49
回）。県民だよりでの広報や、セミ
ナー等でのリーフレット配布を行い、
配信者数の増加を目指す取組を行っ
た。
　・登録者数　5,208件（H28.3.10時
点）

912

○メールマガジン｢千葉県産業情報ヘッ
ドライン」による情報発信
　メールマガジンを活用し、週1回、各
種支援情報等を配信する。また、各市
町村へのリーフレット郵送や、県民だ
よりでの広報、セミナーや各種イベン
トにおけるリーフレットの配布等を行
い、配信者数の増加を図る。

912
経済政策
課

○「千葉県産業情報ヘッドライン」に
加え、フェイスブック等ＳＮＳの活用
を行い、重層的な情報提供活動を行
う。

○SNSによる情報発信
　フェイスブックページ「千葉中小企
業元気ナビ」により、週2回程度、支援
策情報等を発信した。
　・「いいね！」登録者数　294件
（H28.3.10時点）

-

○SNSによる情報発信
　フェイスブックページ「千葉中小企
業元気ナビ」において週2回程度、支援
策情報等を発信していく。 －

経済政策
課

ア）情報
発信ツー
ルの拡充
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

イ）あら
ゆる機会
を捉えた
広報・周
知

○元気戦略普及のための地域勉強会を
県内各地で開催するほか、商工会議
所・商工会等における講演等を通じ
て、施策の周知に努める.

○「中小企業元気戦略」の普及
　地域勉強会や商工会、商工会議所に
おける講演等を通じ、「中小企業元気
戦略」の紹介、パンフレットの配布等
を行った。

-

○「中小企業元気戦略」の普及
　地域勉強会や商工会、商工会議所に
おける講演等を通じ、「中小企業元気
戦略」の紹介、パンフレットの配布等
を行う。

-
経済政策
課

○県税事務所や地域振興事務所など、
中小企業の経営者等が比較的訪問する
機関に「中小企業支援策一覧」を備え
る。

○「中小企業支援策一覧」による情報
発信
　県税事務所及び地域振興事務所にお
いて、「中小企業支援策一覧」の配架
を行った。

-

○「中小企業支援策一覧」による情報
発信
　県税事務所及び地域振興事務所にお
いて、「中小企業支援策一覧」の配架
を行う。

-
経済政策
課

イ）あら
ゆる機会
を捉えた
広報・周
知

○「地域プラットフォーム」（構成
員：(公財)千葉県産業振興センター、
県、商工会議所・商工会・中小企業団
体中央会等の経済機関、信用金庫等の
地域金融機関）を活用し、幅広い情報
発信を行う。

○「地域プラットフォーム」による情
報発信
　地域プラットフォーム構成員に対す
る情報発信・情報共有のための会議を
開催した。

・2回開催

-

○「地域プラットフォーム」による情
報発信
　地域プラットフォーム構成員に対す
る情報発信・情報共有のための会議を
開催する。

・年3回開催予定

-
経営支援
課

○「産業情報ヘッドライン」等を活用
し、国、県、市町村の施策が一覧でわ
かる中小企業庁のポータルサイト「施
策マップ」の周知に努める。

○「施策マップ」による情報発信
　産業情報ヘッドライン等、県の持つ
情報発信ツールを使い、「施策マッ
プ」の周知を図った。

-

○「施策マップ」による情報発信
　産業情報ヘッドライン等、県の持つ
情報発信ツールを使い、「施策マッ
プ」の周知を図る。

-
経済政策
課

ウ）起
業・創業
支援策情
報の発信
[再掲]

○(公財)千葉県産業振興センターの
ホームページ内に「起業・創業ポータ
ルサイト」を設け、起業・創業を目指
す意欲ある希望者等に対し、県及び県
内市町村における支援策情報を一元的
に提供する。

○ポータルサイトの運営【再掲】
　「千葉県内の起業・創業支援情報」
ページにおいて、県内の起業支援策情
報を一元的に発信する。
　チャレンジ企業支援センターのＨＰ
リニューアルに併せ、より分かりやす
く発信できるよう内容等を見直した。

・月1回更新

-

○ポータルサイトの運営【再掲】
　「千葉県内の起業・創業支援情報」
ページにおいて、県内の起業支援策情
報を一元的に発信する。

・月1回更新
-
経営支援
課

②支援情
報、中小
企業情報
の提供機
能の強化
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

エ）中小
企業の魅
力等発信
[再掲]

○「地域で頑張る企業紹介」等中小企
業の魅力や地域に根付いた取組を伝え
る冊子を作成し、学校等地域の関係機
関に配布する。

○「地域で頑張る企業紹介」の実施
　地域で頑張る企業の取組内容を紹介
する記事を作成し、県教育委員会ウェ
ブサイトにある「県教委ニュース」に
おいても配信を行う。

各経済団体等を通じて職場体験等の受
入可能な企業の情報を収集し、学校現
場に情報提供を行った。また、地域資
源を活用したメニューを給食に提供し
ている企業や、障害者の方々の職場体
験を積極的に受け入れている企業等に
取材を行い、県教委ニュースに企業の
紹介記事を掲載した（２社）。

・１月号（ONE勝浦企業組合）
・３月号（昭和プラスチック㈱）

-

○「地域で頑張る企業紹介」の実施
　地域で頑張る企業の取組内容を紹介
する記事を作成し、県教育委員会ウェ
ブサイトにある「県教委ニュース」に
おいても配信を行う。

・より多くの企業情報を収集できるよ
う、経済団体等に引き続き協力を依頼
していく。
・職場体験等を行っている企業に取材
をし、県教委ニュースへの掲載等を通
じて地域の企業の魅力を発信してい
く。

-

経済政策
課
（教育政
策課）
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

③官公需
施策の推
進

ア）中小
企業者の
受注機会
増加への
配慮

「県の契約の方針」を踏まえ、以下の
点に配慮する。
・入札参加者に係る「地域要件」を適
切に設定し、地域における事業者の受
注機会の増大を図る。
＜総合評価方式＞
・当該管内での施工実績を評価するな
ど「地域精通度」を適切に評価する。
・地域の雇用促進、災害協定や県産品
の活用などを評価する「地域貢献度」
を適切に評価する。
＜適正価格による発注＞
・ダンピング防止等を図るため、「低
入札価格調査制度」及び「最低制限価
格制度」を適切に運用する。
・原材料価格の動向や需給の状況等を
勘案し、適正価格での発注に配慮す
る。
・「分離・分割発注」に関する国の好
事例等を紹介して、発注者の知識の向
上に努める。
＜分離・分割発注の推進＞
・経済合理性や公平性を十分検討した
上で、可能な限り「分離・分割発注」
を行うよう努める。

○地域要件の設定
 一般競争入札及びオープンカウンター
等において、参加資格の要件として
「千葉県内に本店又は営業所のある
者」等の地域要件を設定し、千葉県内
の中小企業者の受注機会の配慮を行っ
た。

○総合評価方式
　「千葉県総合評価方式ガイドライ
ン」により、「地域精通度」及び「地
域貢献度」を適切に評価した。

○適正価格による発注
　ダンピング防止や品質確保を図るた
め導入している低入札価格調査制度及
び最低制限価格制度に係る運用の細部
を整理し、より適正に運用されるよう
にした。
　資材価格の動向を確認し、単価の改
定を適宜行った。

○分離分割発注
　分離・分割発注については、共通消
耗品の契約において、品目グループご
と及び地域ごとに分割して発注する等
を行っている。また、国との共催で行
う「官公需確保対策地方推進協議会」
などの発注者向けの説明において、分
離分割発注に努めるよう周知を図っ
た。（６グループ×１２地域＋１グ
ループ〔全地域〕）

技術管理
課　873
管財課

1012

○地域要件の設定
 一般競争入札及びオープンカウンター
等において、引き続き、参加資格の要
件として「千葉県内に本店又は営業所
のある者」等の地域要件を設定し、千
葉県内の中小企業者の受注機会の配慮
を行っていく。

○総合評価方式
「千葉県総合評価方式ガイドライン」
により、「地域精通度」及び「地域貢
献度」を適切に評価する。

○適正価格による発注
　ダンピング防止や品質確保を図るた
め、引き続き、低入札価格調査制度及
び最低制限価格制度を適正に運用して
いく。
　資材価格の動向を確認し、単価の改
定を適宜行う。

○分離分割発注
　分離・分割発注については、引き続
き、共通消耗品の契約において、品目
グループごと及び地域ごとに分割して
発注する等を行っていく。また、国と
の共催で行う「官公需確保対策地方推
進協議会」などの発注者向けの説明に
おいて、分離分割発注に努めるよう周
知を図る。

技術管理
課　1176

管財課
1012

管財課・
建設不動
産業課・
技術管理
課

イ）入札
参加資格
審査手続
きの利便
性の向上

○県と市町村のシステムを統合した
「ちば電子調達システム」により、県
と市町村への入札参加資格の登録申請
を一括で行えるよう統合したシステム
を、引き続き運用する。

○市町村における電子調達システムの
利用促進
・「ちば電子調達システム」の運用を
継続した。（県と53団体（52市町村、
１一部事務組合））
・入札参加資格審査共同受付窓口の運
営を行った。
・平成28･29年度入札参加資格申請（当
初申請）の審査を行った。

81,378

○市町村における電子調達システムの
利用促進
・「ちば電子調達システム」の運用を
継続する。（県と53団体（52市町村、
１一部事務組合））
・入札参加資格審査共同受付窓口の運
営を行う。
・平成28･29年度入札参加資格申請（随
時・変更申請）の審査を行う。

80,889

情報シス
テム課
（管財
課・建設
不動産業
課）
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27年度の事業実施状況
27年度
決算額

28年度の事業計画
28年度
予算額

担当課区　　　分

③官公需
施策の推
進

○県ホームページ（ちば電子調達シス
テム）において、入札契約情報（発注
見通し、入札予定、入札結果等）の公
開を行う。

○入札契約情報の公開
　ちば電子調達システムにより、入札
予定、入札結果等を適切に公表する。
これが適切に公表されるよう指導を
行った。

-

○入札契約情報の公開
　ちば電子調達システムにより、入札
予定、入札結果等を適切に公表する。
これが適切に公表されるよう指導を行
う。

-

管財課・
建設不動
産業課・
経済政策
課

○入札制度の制度改善の取組を県ホー
ムページにおいて公表し、周知を行
う。

○制度改善等の公表・周知
　入札・契約制度の改善や制度の見直
しについて、県ホームページで公表
し、周知を行った。

-

○制度改善等の公表・周知
　入札・契約制度の改善や制度の見直
しについて、県ホームページで公表
し、周知を行う。

-

管財課・
建設不動
産業課・
経済政策
課

エ）官公
需施策
（県の契
約の方針
等）の普
及啓発

○県関係課、官公需関係出先機関など
に「県の契約の方針」や官公需施策の
概要、官公需適格組合の活用促進につ
いて普及啓発を行う。
特に市町村の発注担当者に対して、各
種会議などの機会を通じ、官公需施策
の必要性等について普及啓発を行う。

○説明会等を通じた官公需制度等の普
及啓発
　国との共催で行う「官公需確保対策
地方推進協議会」や千葉県中小企業団
体中央会が主催する「官公需普及促進
懇談会」等を通じて、官公需制度の概
要、官公需施策の必要性、官公需適格
組合の活用促進等について普及啓発を
図った。

-

○説明会等を通じた官公需制度等の普
及啓発
　国との共催で行う「官公需確保対策
地方推進協議会」や千葉県中小企業団
体中央会が主催する「官公需普及促進
懇談会」等を通じて、官公需制度の概
要、官公需施策の必要性、官公需適格
組合の活用促進等について普及啓発を
図る。

-

経済政策
課
（管財
課・建設
不動産業
課）

ウ）受発
注等の情
報公開の
促進
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