
第４次ちば中小企業元気戦略　補助指標一覧

【計５７指標（うち再掲６指標）】

平成３０年５月現在

第１　小規模企業に配慮した施策の推進【９指標】

目標

H28 H29 H30

①
チャレンジ企業支援センターにお
ける起業・創業相談件数

240件 373件 306件 - 経営支援課

② 起業家応援イベント参加者数 2,000人 2,500人 2,500人 - 経営支援課

③ 創業支援事業計画の認定市町村数 35市町村 39市町村 43市町村 - 経営支援課

①
県制度融資（小規模事業資金・小
口零細企業保証枠）の融資限度額

1,250万円 1,250万円 2,000万円 - 経営支援課

②
千葉のちから「中小企業表彰」に
おける小規模企業表彰数

1社 3社 3社 - 経済政策課

①
商工会・商工会議所における相談
件数

115,265件
6月確定

(113,864件)
115,200件 本籍 経済政策課

②
よろず支援拠点における相談件数
【再掲】

4,894件 6,521件 6,000件 再掲 経営支援課

①
事業承継ネットワーク構築事業に
おけるアンケート件数

- 4,827件 1,700件 本籍 経営支援課

②
千葉県事業引継ぎ支援センターに
よる相談件数

191件 282件 200件 本籍 経営支援課

第２　創業等への意欲的な取組の推進【１１指標】

目標

H28 H29 H30

① 県制度融資（創業資金）の融資額 42億円 44億円
（２月時点）

44億円 - 経営支援課

②
「千葉ふるさと投資」による支援
件数

－ 5件 11件 - 経営支援課

①
戦略的企業誘致による企業訪問件
数

1,090件
※過去8ヵ年(21～28
年度)の年平均実績

値

1,270件 1,100件 - 企業立地課

②
企業と空き公共施設等を有する市
町村とのマッチング件数

138件 104件 100件 - 企業立地課

①
医療機器等の共同開発件数（累
計）

23件 36件 46件 - 産業振興課

②
ちばメディカルネットワーク登録
会員数

283社 298社 310社 - 産業振興課

① 経営革新計画承認件数 77件 76件 80件 - 経営支援課

②
IoT等の活用に向けたセミナー等の
開催件数（累計）

- 4件 8件 - 産業振興課

(5)
地域資源を活用した新商
品開発などの事業活動の
促進

①
地域資源を活用した新商品・新
サービスの開発等に関する相談件
数【再掲】

865件 992件 930件 再掲 産業振興課

① 海外販路拡大に係る支援件数 15件 19件 15件 - 経済政策課

② 海外ビジネスセミナーの参加人数 960人 750件 1,000人 - 経済政策課

(4)

(6)

項目 指標名

伴走型支援体制の強化(3)

円滑な事業承継の促進(4)

(2)
事業の持続的発展への支
援

起業・創業への支援(1)

起業・創業への支援(1)

企業誘致の推進

成長産業への参入支援(3)

(2)

海外展開への支援

経営革新の促進

項目 指標名
実績 本籍

再掲
担当課

実績 本籍
再掲

担当課

(平成３０年９月現在)

資料６



第３　産学官連携・企業間連携の促進と技術開発力の強化【６指標】

目標

H28 H29 H30

①
産学官等の連携に関する相談等支
援件数

760件
※25～28年度の年平

均実績値
638件 660件 - 産業振興課

②
新商品開発等に関する競争資金等
の獲得件数

54件
※25～28年度の年平

均実績値
12件 30件 - 産業振興課

③
ちば新事業創出ネットワークの参
加団体数

676件 679件 680件 - 産業振興課

①
県産業支援技術研究所等による中
小企業等への技術相談・支援件数

1,400件
※25～28年度の年平

均実績値
1,442件 1,400件 - 産業振興課

②
千葉ものづくり認定製品認定件数
（累計）

138件 144件 150件 - 産業振興課

(3) 知的財産の保護及び活用 ① 知的財産の相談等支援件数 1,528件 1,542件 1,485件 - 産業振興課

第４　経営基盤の強化の促進【８指標】

目標

H28 H29 H30

(1) 円滑な資金調達への支援 ① 県制度融資の融資枠 5,700億円 5,700億円 5,700億円 - 経営支援課

① 受注取引の紹介あっせん件数 758件 777件 765件 - 産業振興課

② 販路に関する相談件数 224件 250件 240件 - 産業振興課

(3) 生産性の向上への支援 ①
チャレンジ企業支援センターが行
う専門家派遣の企業数

74社 69社 75社 - 経営支援課

(4)
再生可能エネルギー等の
活用促進

①
市町村等に対する各種会議やセミ
ナー等での新エネルギー関連施策
の情報提供回数

13回 10回 13回 - 産業振興課

①
千葉県事業引継ぎ支援センターに
よる相談件数【再掲】

191件 282件 200件 再掲 経営支援課

②
事業承継ネットワーク構築事業に
おけるアンケート件数【再掲】

- 4,827件 1,700件 再掲 経営支援課

(6)
リスクマネジメントへの
支援

① BCPセミナー受講者数 28人 24人 26人 - 経営支援課

第５　人材の確保及び育成の支援【９指標】

目標

H28 H29 H30

①
ジョブカフェちばを採用活動に利
用した企業数

1,471社 1,316社 1,700社 - 雇用労働課

②
プロフェッショナル人材の県内中
小企業における正規雇用件数

18人 31人 15人 - 雇用労働課

①
女性・中高年齢者の就労支援施設
におけるセミナー及び交流イベン
トの開催件数

40件 45件 40件 - 雇用労働課

②
女性の再就職支援プログラム参加
者数

- 69人 50人 - 雇用労働課

③ 障害者雇用率達成企業の割合 51.5% 54.5% 増加を目指す - 産業人材課

①
県立高等技術専門校における在職
者訓練（ちば企業人スキルアップ
セミナー）事業の受講率

75.4% 77.7% 80.0% - 産業人材課

②
離職者再就職訓練事業における就
職率

77.9% 76.3% 75.0% - 産業人材課

①
「働き方改革」アドバイザーを活
用して働き方改革に取り組んだ企
業数

- 25社 20社 - 雇用労働課

②
「社員いきいき！元気な会社」宣
言企業登録事業所数

652社 760社 780社 - 雇用労働課

項目

中小企業のニーズに応じ
た人材育成への支援

働き方改革など働きやす
い環境の整備

(3)

(4)

事業承継と事業再生への
支援

(5)

女性活躍など多様な人材
活用の促進

(2)

中小企業の人材確保への
支援

(1)

(2)
技術力の向上と研究開発
型企業の支援

産学官連携・企業間連携
の促進

(1)

項目 指標名
実績 本籍

再掲
担当課

項目 指標名
実績 本籍

再掲
担当課

販路開拓の促進(2)

指標名
実績 本籍

再掲
担当課



第６　地域づくり・まちづくりと連携した中小企業の活性化【７指標】

目標

H28 H29 H30

①
地域商業活性化コーディネーター
派遣回数

21回 11回 20回 - 経営支援課

②
商店街若手リーダーの養成数（累
計）

310人 327人 341人 - 経営支援課

(2)
中小企業と地域住民・大
学等の教育機関との交
流・連携の促進

① 職場体験等情報提供企業数 - - 100社 本籍 経済政策課

①
地域資源を活用した新商品・新
サービスの開発等に関する相談件
数

865件 992件 930件 本籍 産業振興課

②
ちば農商工連携事業支援基金によ
る助成件数（累計）

71件 85件 95件 - 経済政策課

①
海外観光ゲストへのおもてなし力
向上研修受講者数

295人 405人 329人 - 観光企画課

②
オール千葉おもてなし推進事業に
おけるイベント参加者数

- 270人 500人 - 観光企画課

第７　相談支援体制と情報発信の充実、官公需施策の推進【７指標】

目標

H28 H29 H30

①
商工会・商工会議所における相談
件数【再掲】

115,265件
6月確定

(113,864件)
115,200件 再掲 経済政策課

②
チャレンジ企業支援センターにお
ける相談件数

2,352件 2,916件 2,400件 - 経営支援課

③ よろず支援拠点における相談件数 4,894件 6,521件 6,000件 本籍 経営支援課

①
職場体験等情報提供企業数【再
掲】

- - 100社 再掲 経済政策課

② 地域勉強会・円卓会議の開催件数
17回

※平成25～28年度の
年平均実績値

19回
※平成25～29年度の
年平均実績値

20回 - 経済政策課

①
県官公需契約金額に占める中小企
業の割合

74.8%
8月確定
（75.5%）

75.5% - 経済政策課

② 官公需適格組合との契約件数 50件
8月確定
（71件）

54件 - 経済政策課

項目

項目

支援情報・中小企業の魅
力等の情報発信の強化

(2)

(3) 官公需施策の推進

関係機関の連携による相
談支援

(1)

農商工連携等による地域
産業の振興

(3)

(1)
地域と連携した商店街活
性化

おもてなし力の向上によ
る観光振興を通じた地域
の活性化

(4)

指標名
実績 本籍

再掲
担当課

指標名
実績 本籍

再掲
担当課


