
第１　小規模企業に配慮した施策の推進

A B C
事業計画

中項目 小項目 内容 主要 当初予算(千円） 事業の説明 予算事業名等 当初予算(千円） 事業計画（計画値含む）

ウ）起業・
創業に対す
る支援体制
の強化

○チャレンジ企業支援センター内の「創
業支援チーム」において、「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。

① 経営支援課

○チャレンジ企業支援センター事業 318,253 　中小企業支援法に基づき、（公財）千
葉県産業振興センターが実施する、県内
中小企業者が抱える様々な経営課題（経
営・金融・技術・IT相談等）の解決を
「ワンストップ」で支援するための、各
種相談事業や専門家派遣事業及び各種セ
ミナーの開催事業等に対し補助する。

○チャレンジ企業支援センター事業 334,662 　中小企業支援法に基づき、（公財）千
葉県産業振興センターが実施する、県内
中小企業者が抱える様々な経営課題（経
営・金融・技術・IT相談等）の解決を
「ワンストップ」で支援するための、各
種相談事業や専門家派遣事業及び各種セ
ミナーの開催事業等に対し補助する。

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。

② 経営支援課

○ちば起業家応援事業 15,000 　女性・若者・シニア等の新たな発想に
よる起業を促進する方策として、起業機
運の醸成・啓発から優秀な起業家の発
掘・育成、実際の起業に向けた人脈形成
や販路開拓等の経営サポートまで、一貫
した支援を行う。

○ちば起業家応援事業 16,700 　女性・若者・シニア等の新たな発想に
よる起業を促進する方策として、起業機
運の醸成・啓発から優秀な起業家の発
掘・育成、実際の起業に向けた人脈形成
や販路開拓、事業承継等の経営サポート
まで、一貫した支援を行う。

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。

③
経営支援課
（経済政策
課）

予算なし ○「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。

予算なし 「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。

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。
なお、中小企業信用保険法の改正（平成
29年6月）を踏まえ、融資枠の拡大を検討
する。

① 経営支援課

○中小企業振興資金（小規模事業資金
の融資枠の拡大）【再掲】

190,000,000 県内の小規模事業者に対し通常の融資よ
り低利で借りられる融資を行う。なお、
中小企業信用保険法等の改正に伴い、平
成30年度より小規模事業資金（小口零細
企業保証枠）の融資限度額を2,000万円
に引き上げた。

○中小企業振興資金（小規模事業資金
の融資枠の拡大）【再掲】

190,000,000 県内の小規模事業者に対し通常の融資よ
り低利で借りられる融資を行う。なお、
中小企業信用保険法等の改正に伴い、平
成30年度より小規模事業資金（小口零細
企業保証枠）の融資限度額を2,000万円
に引き上げた。

コ）表彰等
による中小
企業の魅力
発信及び経
営革新や技
能向上に向
けた機運の
醸成［再
掲］

○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
企業や地道に努力を重ねてきた従業員等
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。
なお、小規模企業の持続的な発展を後押
しするため、小規模企業枠の創設を検討
する。

② 経済政策課

○千葉のちから「中小企業表彰」 112 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
業や地道に努力を重ねてきた従業員等に
対し、千葉のちから「中小企業・小規模
企業表彰」（中小企業・商店街・従業
員）を行う。
なお、小規模企業の持続的な発展を後押
しするため、これまで表彰要領におい
て、「中小企業表彰」としていたとこ
ろ、「中小企業・小規模企業表彰」と
「小規模企業」を明示する改正を行っ
た。

○千葉のちから「中小企業・小規模企
業表彰」

119 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
業や地道に努力を重ねてきた従業員等に
対し、千葉のちから「中小企業・小規模
企業表彰」（中小企業・商店街・従業
員）を行う。

ア）商工
会・商工会
議所による
伴走型支援

○商工会、商工会議所において、「経営
発達支援計画」を策定し、従来の税務、
経理などの相談に加え、技術の向上、新
たな事業開拓等に係る事業計画の策定・
実施を企業に寄り添って支援する伴走型
支援を行う。
なお、同計画の着実な実施に向けて支援
を検討する。

① 経済政策課

○小規模事業経営支援事業費等補助金 2,270,698 ○商工会、商工会議所において、「経営
発達支援計画」を策定し、従来の税務、
経理などの相談に加え、技術の向上、新
たな事業開拓等に係る事業計画の策定・
実施を企業に寄り添って支援する伴走型
支援を行う。
なお、同計画の着実な実施に向けて支援
を検討する。

○小規模事業経営支援事業費等補助金 2,274,219 ○商工会、商工会議所において、「経営
発達支援計画」を策定し、従来の税務、
経理などの相談に加え、技術の向上、新
たな事業開拓等に係る事業計画の策定・
実施を企業に寄り添って支援する伴走型
支援を行う。
なお、同計画の着実な実施に向けて支援
を検討する。

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（小
規模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
かけて小規模企業の支援ニーズを掘り起
こす） などを行う。

② 経営支援課

○よろず支援拠点による総合支援【再
掲】

予算なし 　中小企業者・小規模事業者の複雑・多
様化する経営課題に対して、総合的・先
進的アドバイスを行い、売上拡大や経営
改善を支援する。

○よろず支援拠点による総合支援【再
掲】

予算なし 　中小企業者・小規模事業者の複雑・多
様化する経営課題に対して、総合的・先
進的アドバイスを行い、売上拡大や経営
改善を支援する。

(2)事業の
持続的発
展への支
援

(3)伴走型
支援体制
の強化

予算事業名担当課

区　　　分

(1)起業・
創業への
支援

平成30年度
計画

平成31年度

計画

資料２－２
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A B C
事業計画

中項目 小項目 内容 主要 当初予算(千円） 事業の説明 予算事業名等 当初予算(千円） 事業計画（計画値含む）

予算事業名担当課

区　　　分 平成30年度
計画

平成31年度

計画

資料２－２

(4)円滑な
事業承継
の促進

○支援機関や金融機関との連携により、
企業の事業承継への気づき、掘り起こし
を行うとともに、支援機関の相談フォ
ローの充実を検討する。

① 経営支援課

○事業承継支援のネットワーク構築
（産業振興センター：チャレンジ企業
支援センター事業（プロジェクトマ
ネージャー等支援人材充実強化事業な
ど）

9,591 　チャレンジ企業支援センター事業で配
置するプロジェクトマネージャーのうち
２名を事業承継担当として配置し、事業
承継課題が潜在化している企業の発掘や
フォロー等を実施する。

○「事業承継支援ネットワークちば」
における支援体制の充実

○事業承継支援助成金

3,000 　[事業承継支援ネットワークちば」に
おいて関係機関と連携して、支援体制の
充実を図るとともに、事業承継に取り組
む中小企業の計画策定や、Ｍ＆Ａ仲介
料、後継者育成等の費用の一部を助成す
る。

○事業引継ぎ支援センターとの連携によ
り、相談・マッチング支援の充実を図
る。

② 経営支援課

○「事業引継ぎ支援センター」の活用 予算なし 　千葉商工会議所内に、専門家を配置
し、相談・助言から、第三者への事業承
継まで、総合的な支援を千葉県単独で行
う「支援センター」を設置し、金融機関
や中小企業支援機関等との連携により、
事業の周知を図るととともに案件の掘り
起こしを行う。

○「事業引継ぎ支援センター」の活用 予算なし 　千葉商工会議所内に、専門家を配置
し、相談・助言から、第三者への事業承
継まで、総合的な支援を千葉県単独で行
う「支援センター」を設置し、金融機関
や中小企業支援機関等との連携により、
事業の周知を図るととともに案件の掘り
起こしを行う。

ア）事業承
継に向けた
支援体制の
強化
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第２　創業等への意欲的な取組の推進

A B C
事業計画

中項目 小項目 内容 主要 当初予算(千円） 事業の説明 予算事業名等 当初予算(千円） 事業計画（計画値含む）

ア）起業・
創業に対す
る助成

○「ちば中小企業元気づくり基金事業」
を活用し、起業・創業に必要な事業経費
の一部を助成する。

①
経済政策課
（経営支援
課）

○ちば中小企業元気づくり基金事業 － ○「ちば中小企業元気づくり基金事業」
を活用し、起業・創業に必要な事業経費
の一部を助成する。

○ちば創業応援助成金

○地域課題解決型起業支援事業補助金

7,000

2,000

千葉県内において創業を予定している者
や創業して間もない中小企業（創業５年
未満）に対して、補助率１／２、助成限
度額100万円の補助事業を千葉県産業振
興センターを通じて実施する。

県内の条件不利地域において、地域が抱
える課題の解決に資する分野で起業した
方に対して、助成率１／２、助成限度額
200万円の補助事業を千葉県産業振興セ
ンターを通じて実施する。

イ）起業・
創業に対す
る制度融資
による資金
調達［再
掲］

○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。
なお、中小企業信用保険法の改正（平成
29年6月）を踏まえ、「融資枠の拡大」を
検討する。

① 経営支援課

○中小企業振興資金
（創業資金の融資）

190,000,000 県内における創業者又は創業後５年未満
の中小企業者に対し、通常の融資より低利
で借りられる融資を行う。なお、中小企業信
用保険法等の改正に伴い、平成30年度より
創業資金（一般枠）の融資限度額を3,500万
円に引き上げた。

○中小企業振興資金
（創業資金の融資）

190,000,000 県内の創業へのチャレンジを一層促進する
ため、創業資金信用保証料補助金を新設
し、創業資金の利用に伴う信用保証料の一
部を補助する。（Ｈ31新規 予算額2,000万
円）

コ）起業・
創業後の事
業展開に対
する助成

○クラウドファンディングを活用した資
金調達により、地域資源を活用した独創
的な技術やアイデアによる新事業を行う
中小企業者に対して、助成等を行う。

② 経営支援課

○「千葉ふるさと投資」活用支援事業
の実施
　

3,700 クラウドファンディングを活用した資金
調達により、地域資源を活用した独創的
な技術やアイデアによる新事業を行う中
小企業に対して、助成等を行う。

○「千葉ふるさと投資」活用支援事業
の実施
　

3,700 クラウドファンディングを活用した資金
調達により、地域資源を活用した独創的
な技術やアイデアによる新事業を行う中
小企業に対して、助成等を行う。

(2)企業誘
致の推進

ア)中小企業
の立地促進

○千葉県の立地環境の優位性を生かし、
トップセールスなどを強化するととも
に、企業進出支援体制の充実を図る。

① 企業立地課

○戦略的企業誘致推進事業
　・誘致トップセミナーの開催

15,028 千葉県の立地環境の優位性を生かした戦
略的な企業誘致を実施するため、知事
トップセールスなどを開催するととも
に、企業進出進出支援体制の充実を図
る。

○戦略的企業誘致推進事業
　・誘致トップセミナーの開催

17,184 千葉県の立地環境の優位性を生かした戦
略的な企業誘致を実施するため、知事
トップセールスなどを開催するととも
に、企業進出進出支援体制の充実を図
る。

○市町村との連携を図りつつ、小学校や
幼稚園などの空き公共施設等を活用した
企業進出を促進する。 ② 企業立地課

○空き公共施設等を活用した企業進出
支援事業

16,000 小学校や幼稚園などの空き公共施設のほ
か、空き家や空き店舗を活用し、企業進
出を支援することで、地域の仕事の場を
創出し、地域経済の活性化を図る。

○空き公共施設等を活用した企業進出
支援事業

16,000 小学校や幼稚園などの空き公共施設のほ
か、空き家や空き店舗を活用し、企業進
出を支援することで、地域の仕事の場を
創出し、地域経済の活性化を図る。

○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。

①② 産業振興課

○「ちば健康・医療ものづくり産業支
援推進会議」の運営

240 　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

○「ちば健康・医療ものづくり産業支
援推進会議」の運営

493 　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　開催予定回数　3回

○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。 ①② 産業振興課

○「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

560 　県、支援機関、千葉大学、国立がん研
究センター東病院等との連携により、臨
床側とものづくり中小企業との結び付け
や共同開発を促進する。
・共同開発予定件数10件

○専門人材（相談対応）の配置、各種
イベント・セミナーの開催

○医工連携開発促進事業
　中核医療研究機関との臨床開発支援

28,000 　県、支援機関、千葉大学、国立がん研
究センター東病院等との連携により、臨
床側とものづくり中小企業との結び付け
や共同開発を促進する。
・共同開発予定件数10件

○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。

①② 産業振興課

○「ちばメディカルネットワーク」の
運営

500 　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298社
・メルマガ配信予定回数12回

○「ちばメディカルネットワーク」の
運営

500 　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308社
・メルマガ配信予定回数12回

平成31年度

計画
区　　　分

担当課 予算事業名

平成30年度
計画

(3)成長産
業への参
入

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

(1)起業・
創業への
支援
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A B C
事業計画

中項目 小項目 内容 主要 当初予算(千円） 事業の説明 予算事業名等 当初予算(千円） 事業計画（計画値含む）

平成31年度

計画
区　　　分

担当課 予算事業名

平成30年度
計画

ウ）コー
ディネー
ターの配置
による医療
機関等との
連携

○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、臨床現場とものづくり企業のマッチ
ングや、医療研究機関等への支援を行
う。

①② 産業振興課

○専門人材（相談対応）の配置、各種
イベント・セミナーの開催

○医工連携開発促進事業
　中核医療研究機関との臨床開発支援

65,900 　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。また、国立がん研究センター
東病院内の地域企業の連携拠点「中核医
療研究機関内千葉県拠点」に医療現場に
精通した専門人材を「コーディネー
ター」として１名配置し、医療機関との
連携を強化する。
・メディカルコンシェルジュ配置予定数
4名
・コーディネーター配置予定数1名
・製品開発・事業化セミナー講演予定数
7回
・展示会出展予定数1回

○専門人材（相談対応）の配置、各種
イベント・セミナーの開催

○医工連携開発促進事業
　中核医療研究機関との臨床開発支援

28,000 　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。また、国立がん研究センター
東病院及び千葉大学医学部附属病院内の
地域企業の連携拠点「中核医療研究機関
内千葉県拠点」に医療現場に精通した専
門人材を「コーディネーター」として１
名配置し、医療機関との連携を強化す
る。
・メディカルコンシェルジュ配置予定数
2名
・コーディネーター配置予定数1名
・共同開発予定件数10件

○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。

① 経営支援課

○経営革新優秀企業表彰制度

○経営革新事例集の作成

916 　中小企業が新たな製品の開発や商品の
提供など、経営の革新に果敢に挑戦する
取組を促進することを目的に、経営革新
を通じて他の模範となる実績を達成した
優秀な企業を表彰する。
　経営革新制度の周知・普及を図るた
め、毎年「経営革新計画承認企業事例
集」を作成する。

○経営革新優秀企業表彰制度

○経営革新事例集の作成

916 　中小企業が新たな製品の開発や商品の
提供など、経営の革新に果敢に挑戦する
取組を促進することを目的に、経営革新
を通じて他の模範となる実績を達成した
優秀な企業を表彰する。
　経営革新制度の周知・普及を図るた
め、毎年「経営革新計画承認企業事例
集」を作成する。

○「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。 ① 経営支援課

○セミナーの開催【再掲】 253 　商工会・商工会議所等で実施されるセ
ミナー等に職員を派遣し、経営革新制度
の概要や承認取得企業の事例紹介等を行
う。

○セミナーの開催【再掲】 263 　商工会・商工会議所等で実施されるセ
ミナー等に職員を派遣し、経営革新制度
の概要や承認取得企業の事例紹介等を行
う。

○「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。 ① 経営支援課

○金融機関と連携した普及事業 予算なし 　中小企業団体中央会や産業振興セン
ター等の支援機関と連携し普及に努める
とともに、金融機関の法人担当者へも制
度の説明や情報交換を行っている。

○金融機関と連携した普及事業 予算なし 　中小企業団体中央会や産業振興セン
ター等の支援機関と連携し普及に努める
とともに、金融機関の法人担当者へも制
度の説明や情報交換を行っている。

○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。 ① 経営支援課

○支援機関と連携した普及事業 予算なし 　中小企業団体中央会や産業振興セン
ター等の支援機関と連携し普及に努めて
いる。

○支援機関と連携した普及事業 予算なし 　中小企業団体中央会や産業振興セン
ター等の支援機関と連携し普及に努めて
いる。

○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。

① 経営支援課

○支援機関と連携した支援 予算なし 　経営環境が大きく変化する時代にあっ
て、新たな取組みに果敢にチャレンジす
る経営革新計画の承認企業に対しては、
承認後１年以上２年未満の企業にフォ
ローアップ調査を実施し、承認計画への
取組状況や要望等の把握に努める。

○支援機関と連携した支援 予算なし 　経営環境が大きく変化する時代にあっ
て、新たな取組みに果敢にチャレンジす
る経営革新計画の承認企業に対しては、
承認後１年以上２年未満の企業にフォ
ローアップ調査を実施し、承認計画への
取組状況や要望等の把握に努める。

○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。

① 経営支援課

○中小企業経営革新計画フォローアッ
プ事業

予算なし 　経営環境が大きく変化する時代にあっ
て、新たな取組みに果敢にチャレンジす
る経営革新計画の承認企業に対しては、
承認後１年以上２年未満の企業にフォ
ローアップ調査を実施し、承認計画への
取組状況や要望等の把握に努める。

○中小企業経営革新計画フォローアッ
プ事業

予算なし 　経営環境が大きく変化する時代にあっ
て、新たな取組みに果敢にチャレンジす
る経営革新計画の承認企業に対しては、
承認後１年以上２年未満の企業にフォ
ローアップ調査を実施し、承認計画への
取組状況や要望等の把握に努める。

○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。 ① 経営支援課

○指導員研修等への講師派遣 予算なし ○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 予算なし 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。

(4)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

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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A B C
事業計画

中項目 小項目 内容 主要 当初予算(千円） 事業の説明 予算事業名等 当初予算(千円） 事業計画（計画値含む）

平成31年度

計画
区　　　分

担当課 予算事業名

平成30年度
計画

○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。

① 経営支援課

○経営革新等普及促進事業 916 　県内中小企業の経営革新を促進するた
め、「経営革新優秀企業表彰」「経営革
新企業交流会」や、産業振興センターに
よる経営革新セミナーの開催などによ
り、制度の普及・啓発に努めている。

○経営革新等普及促進事業 916 　県内中小企業の経営革新を促進するた
め、「経営革新優秀企業表彰」「経営革
新企業交流会」や、産業振興センターに
よる経営革新セミナーの開催などによ
り、制度の普及・啓発に努めている。

ウ）IoT導入
等による経
営革新への
支援

○技術開発の進むＩｏＴ等の活用に向
け、セミナー開催や専門家派遣等を通じ
て県内中小製造業の生産性向上を支援す
る。

② 産業振興課

○中小製造業向けスマート化推進事業 2,090 　IoT等の利活用により中小企業の生産
性向上を図るため、千葉県スマート化推
進会議の開催を通じた各種事業の企画・
検討、及びIoT啓発セミナー等による普
及啓発・各種支援（専門家派遣等）を行
う。
・千葉県スマート化推進会議　開催予定
回数　3回
・IoT啓発セミナー、IoT実習講座等の開
催　4回以上

○中小製造業向けスマート化推進事業 15,300 　IoT等の利活用により中小企業の生産
性向上を図るため、千葉県スマート化推
進会議の開催を通じた各種事業の企画・
検討、セミナー・実習等を通じた普及啓
発、相談窓口・IoT体験ラボの設置や専
門家派遣等による支援を行う。
・千葉県スマート化推進会議：3回開催
・IoT啓発セミナー：2回開催
・IoT実習講座：5カ所開催
・ITスキルアップ講習会：5回開催

(5)地域資
源を活用
した新商
品開発・
事業活動
の促進

イ）地域資
源を活用し
た事業展開
に対する専
門人材によ
る支援［再
掲］

○地域産業の活性化を図るため、本県の
恵まれた地域資源を活用し、新商品の開
発やブランド化に取り組む地域や中小企
業等に対し、専門人材による支援を行
う。
また、東京オリンピック・パラリンピッ
クを見据え、訪日外国人向け県産土産品
への支援も行う。

① 産業振興課

○千葉のポテンシャルを生かした地域
産業活性化事業
・地域ブランド・地域産業支援

33,200 県内の農林水産物などの地域資源を活用
した新商品の開発や、ブランド化に取り
組む地域や中小企業に対し、専門人材に
よる支援を行う。
平成３０年度は特に、東京オリンピッ
ク・パラリンピック開催を見据え、セミ
ナーの開催や専門家派遣により訪日外国
人向け県産土産品の開発などへの支援も
実施する。

○千葉のポテンシャルを生かした地域
産業活性化事業
・地域ブランド・地域産業支援

34,882 県内の農林水産物などの地域資源を活用
した新商品の開発や、ブランド化に取り
組む地域や中小企業に対し、専門人材に
よる支援を行う。
平成３１年度は、３０年度に引き続き訪
日外国人向け県産土産品の開発・改良を
支援するとともに、開発商品の販路開拓
などへの支援も実施する。

○「ちば中小企業元気づくり基金事業」
を活用し、展示会出展等に必要な事業経
費の一部を助成する。 ①

経済政策課
（産業振興
課）

○「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。

削除（後継事業では海外展開を特出し
していない為）

削除 削除

○知事がトップセールスを行った国や地
域などを中心に、当該地域で開催される
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、商談機
会を提供することで中小企業の海外販路
拡大を支援する。

① 経済政策課

○海外展開支援事業
（海外展示商談会出展支援、国際展示
商談会（国内）出展支援）

5,630 ○海外見本市等に千葉県ブースを出展
○国内で開催される国際展示商談会への
出展支援

○海外展開支援事業
（海外展示商談会出展支援、国際展示
商談会（国内）出展支援）

6,410 ○海外見本市等に千葉県ブースを出展
○国内で開催される国際展示商談会への
出展支援

○海外展開に関心を持つ県内中小企業等
の求めに応じ、国際取引等に通じた専門
家を派遣し、個別的かつ専門的な実務支
援を行う。（受益者負担あり）

① 経済政策課

○中小企業海外販路開拓支援事業(右
記当初予算）の一部

7,588 国際取引等に通じた専門家による実務支
援の実施

○中小企業海外販路開拓支援事業(右
記当初予算）の一部

7,588 国際取引等に通じた専門家による実務支
援の実施

ウ）国際化
セミナー等
の開催

○海外展開に関するノウハウや情報、人
材等が不足する中小企業に対し、国別・
分野別セミナーの開催や人材育成を目的
とした貿易実務講座などを実施する。

② 経済政策課

○中小企業海外販路拡大支援事業 26,541 日本貿易振興機構（ジェトロ）千葉貿易
情報センターと連携して下記の事業を行
う。
○貿易実務講座や国別、分野別等各種セ
ミナーの開催

○中小企業海外販路拡大支援事業
○日本貿易振興機構千葉貿易情報セン
ター支援事業

26,573 日本貿易振興機構（ジェトロ）千葉貿易
情報センターと連携して下記の事業を行
う。
○貿易実務講座や国別、分野別等各種セ
ミナーの開催

(6)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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第３　産学官・企業間連携の促進と技術開発力の強化

A B C
事業計画

中項目 小項目 内容 主要 当初予算(千円） 事業の説明 予算事業名等 当初予算(千円） 事業計画（計画値含む）

(1)産学官
連携・企
業間連携
の促進

イ）コー
ディネー
ターによる
産学連携の
促進

○千葉県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。

①②③
産業振興課

○新事業新産業創出支援事業
・研究開発コーディネーターの活用

27,435 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。

○新事業新産業創出支援事業
・研究開発コーディネーターの活用

27,435 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。

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。

①②③ 産業振興課

○新事業新産業創出支援事業
・研究開発コーディネーターの活用

27,435 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。

○新事業新産業創出支援事業
・「ちば新事業創出ネットワーク」の活用

2,014 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を実施する。

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。

①②③ 産業振興課

○新事業新産業創出支援事業
・「ちば新事業創出ネットワーク」の活用

2,014 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を実施する。

○新事業新産業創出支援事業
・「ちば新事業創出ネットワーク」の活用

2,014 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を実施する。

ウ）県産業
支援技術研
究所、東葛
テクノプラ
ザ、かずさ
DNA研究所に
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。

①
産業振興課
（経済政策
課）

○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

471,935 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

○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

424,145 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

エ）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、製品の販路開拓
を支援する。

② 産業振興課

○「千葉ものづくり認定製品」の認定
及び情報発信

1,185 中小企業が製造する優れた製品や独創的
な製品を「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。

○「千葉ものづくり認定製品」の認定
及び情報発信

1,185 中小企業が製造する優れた製品や独創的
な製品を「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。

(3)知的財
産の保護
及び活用

支援

○千葉県産業振興センターや千葉県発明
協会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。

① 産業振興課

○相談対応等の実施

○知的財産セミナーの開催【再掲】

2,116 知財に関する専門人材を配置し相談に対
応することにより、自社技術の保護・活
用や大学等の知財を活用した新製品開発
等をを促進する。
また、知財の普及啓発等を図るため、セ
ミナーを開催する。

○相談対応等の実施

○知的財産セミナーの開催【再掲】

2,116 知財に関する専門人材を配置し相談に対
応することにより、自社技術の保護・活
用や大学等の知財を活用した新製品開発
等をを促進する。
また、知財の普及啓発等を図るため、セ
ミナーを開催する。

○弁理士などによる専門家相談会を県内
各所で実施する。 ① 産業振興課

○相談対応の実施 予算なし 国や千葉県発明協会等と連携し、県内
11ヶ所で相談会を実施する。

○相談対応の実施 予算なし 国や千葉県発明協会等と連携し、県内
11ヶ所で相談会を実施する。

イ）知的財
産に関する
相談支援

平成31年度

計画
平成30年度

計画
区　　　分

(2)技術力
の向上と
研究開発
型企業の
導入促進

担当課 予算事業名
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第４　経営基盤の強化の促進

A B C
事業計画

中項目 小項目 内容 主要 当初予算(千円） 事業の説明 予算事業名等 当初予算(千円） 事業計画（計画値含む）

(1)円滑な
資金調達
への支援

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。

① 経営支援課

○中小企業振興資金 190,000,000 中小企業の経営基盤の安定に必要な資金
を円滑に提供するため、金融機関等と協
力して、県内の中小企業に対し、通常の
融資より低利で借りられる融資を行う。

○中小企業振興資金 190,000,000 中小企業の経営基盤の安定に必要な資金
を円滑に提供するため、金融機関等と協
力して、県内の中小企業に対し、通常の
融資より低利で借りられる融資を行う。

(2)販路開
拓の促進

ウ）受発注
取引（下請
取引）の斡
旋

○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。

① 産業振興課

○受発注情報等収集提供事業（下請け
取引の斡旋等）

47,761 下請取引専門指導員及び発注企業開拓員
を活用し、県内外の大手企業等に対する
発注案件の開拓を行うとともに、本県下
請中小企業の景況感や支援ニーズを把握
し、それらに合わせた相談指導を行うこ
とにより、下請中小企業の受注取引の紹
介斡旋件数の増加を図る。

○受発注情報等収集提供事業（下請け
取引の斡旋等）

46,160 下請取引専門指導員及び発注企業開拓員
を活用し、県内外の大手企業等に対する
発注案件の開拓を行うとともに、本県下
請中小企業の景況感や支援ニーズを把握
し、それらに合わせた相談指導を行うこ
とにより、下請中小企業の受注取引の紹
介斡旋件数の増加を図る。

エ）専門家
による総合
的なアドバ
イスの実施

○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。

②
産業振興課
（経営支援
課）

○専門家による相談等の実施 8,000 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。

○専門家による相談等の実施 8,000 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。

(3)生産性
向上への
支援

○中小サービス産業の生産性の向上に向
けて、専門家派遣による支援の促進を検
討する。
また、サービス産業の生産性向上を促進
するため、支援事例の取りまとめ・紹介
を検討する。

① 経営支援課

○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）

1,500  　経営の向上を目指す意欲がある中小
企業者等に対し、当該企業が抱える様々
な問題（経営、技術、人材、情報化等）
の解決を図るため、チャレンジ企業支援
センターに登録している民間の専門家を
派遣し、経営診断・技術助言等を行う。

○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（専門家派遣事業の
一部）

20,650
の一部

 　経営の向上を目指す意欲がある中小
企業者等に対し、当該企業が抱える様々
な問題（経営、技術、人材、情報化等）
の解決を図るため、チャレンジ企業支援
センターに登録している民間の専門家を
派遣し、経営診断・技術助言等を行う。

○経営力向上計画策定の意欲がある中小
企業に対し、計画策定の支援を行う。

① 経営支援課

○専門家派遣の活用
（産業振興センター：チャレンジ企業
支援センター（専門家派遣事業等））

20,227 　経営の向上を目指す意欲がある中小企
業者等に対し、当該企業が抱える様々な
問題（経営、技術、人材、情報化等）の
解決を図るため、チャレンジ企業支援セ
ンターに登録している民間の専門家を派
遣し、経営診断・技術助言等を行う。

○専門家派遣の活用
（産業振興センター：チャレンジ企業
支援センター（専門家派遣事業等））

20,650 　経営の向上を目指す意欲がある中小企
業者等に対し、当該企業が抱える様々な
問題（経営、技術、人材、情報化等）の
解決を図るため、チャレンジ企業支援セ
ンターに登録している民間の専門家を派
遣し、経営診断・技術助言等を行う。

(4)再生可
能エネル
ギー等の
活用促進

○中小企業等による再生可能エネルギー
の導入に関し、「ワンストップ窓口」で
の相談対応を行い、エネルギーの分散確
保や環境負荷の低減、地域経済の活性化
につなげていく。

① 産業振興課

○相談対応による支援 予算なし 民間事業者の太陽光発電や風力発電等の
導入に係るワンストップ窓口での相談対
応や情報提供を行う。

○相談対応による支援 予算なし 民間事業者の太陽光発電や風力発電等の
導入に係るワンストップ窓口での相談対
応や情報提供を行う。

○地域主導型の新エネルギーの活用を図
るため、企業、商工団体等が市町村と連
携して行う取組に対し支援を行う。

① 産業振興課

○地域主導型新エネルギー活用プロ
ジェクト支援事業

2,000 企業、商工団体等が市町村と連携して行
う、再生可能エネルギー等の活用に向け
た取組に対する支援を行う。

○地域主導型新エネルギー活用プロ
ジェクト支援事業

2,000 企業、商工団体等が市町村と連携して行
う、再生可能エネルギー等の活用に向け
た取組に対する支援を行う。

平成31年度

計画

ウ）再生可
能エネル
ギー事業へ
の参入促進

平成30年度
計画

区　　　分

担当課 予算事業名

ア）専門家
派遣による
生産性向上
への支援
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A B C
事業計画

中項目 小項目 内容 主要 当初予算(千円） 事業の説明 予算事業名等 当初予算(千円） 事業計画（計画値含む）

平成31年度

計画
平成30年度

計画
区　　　分

担当課 予算事業名

(5)事業承
継と事業
再生への
支援

○事業引継ぎ支援センターとの連携によ
り、相談・マッチング支援の充実を図
る。

① 経営支援課

○「事業引継ぎ支援相談センター」の
活用

予算なし 　千葉商工会議所内に、専門家を配置
し、相談・助言から、第三者への事業承
継まで、総合的な支援を千葉県単独で行
う「支援センター」を設置し、金融機関
や中小企業支援機関等との連携により、
事業の周知を図るととともに案件の掘り
起こしを行う。

○「事業引継ぎ支援相談センター」の
活用

予算なし 　千葉商工会議所内に、専門家を配置
し、相談・助言から、第三者への事業承
継まで、総合的な支援を千葉県単独で行
う「支援センター」を設置し、金融機関
や中小企業支援機関等との連携により、
事業の周知を図るととともに案件の掘り
起こしを行う。

○支援機関や金融機関との連携により、
企業の事業承継への気づき、掘り起こし
を行うとともに、支援機関の相談フォ
ローの充実を検討する。

② 経営支援課

○事業承継支援のネットワーク構築
（産業振興センター：チャレンジ企業
支援センター事業（プロジェクトマ
ネージャー等支援人材充実強化事業な
ど）

9,591 　チャレンジ企業支援センター事業で配
置するプロジェクトマネージャーのうち
２名を事業承継担当として配置し、事業
承継課題が潜在化している企業の発掘や
フォロー等を実施する。

○「事業承継支援ネットワークちば」
における支援体制の充実

○事業承継支援助成金

3,000 [事業承継支援ネットワークちば」にお
いて関係機関と連携して、支援体制の充
実を図るとともに、事業承継に取り組む
中小企業の計画策定や、Ｍ＆Ａ仲介料、
後継者育成等の費用の一部を助成する。

(6)リスク
マネジメ
ント支援

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。

① 経営支援課

○セミナーの開催
（産業振興センター：チャレンジ企業
支援センター事業）

253 　大規模地震や風水害、大震災等の緊急
事態における事業継続、早期復旧のため
の取組であるBCP（事業継続計画）及び
経営革新制度（中小企業新事業活動促進
法）の理解と取組の促進を図るセミナー
を開催する。

○セミナーの開催
（産業振興センター：チャレンジ企業
支援センター事業）

263 　大規模地震や風水害、大震災等の緊急
事態における事業継続、早期復旧のため
の取組であるBCP（事業継続計画）及び
経営革新制度（中小企業新事業活動促進
法）の理解と取組の促進を図るセミナー
を開催する。

ア）事業承
継に向けた
支援体制の
強化　[再
掲]
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第５　人材の確保及び育成の支援

A B C
事業計画

中項目 小項目 内容 主要 当初予算(千円） 事業の説明 予算事業名等 当初予算(千円） 事業計画（計画値含む）

(1)中小企
業の人材
確保への
支援

ア）中小企
業の若者採
用・定着支
援

○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や相談、人材定着
セミナー、若年求職者に対する個別相
談、適職診断、各種セミナー、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。

① 雇用労働課

○ジョブカフェちば事業 136,697 ○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。
・若年求職者との交流イベント
・求人企業の開拓
・企業向け定着支援セミナー

○ジョブカフェちば事業 140,415 ○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。
・若年求職者との交流イベント
・求人企業の開拓
・企業向け採用、定着支援セミナー

○県外からの転職希望者等に対し、県
内中小企業等への就労を支援するた
め、求人情報や暮らし情報等を一元的
に提供するマッチングサイトを運営す
るとともに、条件不利地域内※の中小
企業等に対し求人広告の作成を支援す
る。

※県内11市町（館山市、勝浦市、鴨川
市、富津市、南房総市、いすみ市、東庄
町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南
町）

雇用労働課

○地域しごとマッチング支援事業 ○地域しごとマッチング支援事業 27,000 ○県外からの転職希望者等に対し、県内
中小企業等への就労を支援するため、求
人情報や暮らし情報等を一元的に提供す
るマッチングサイトを運営するととも
に、条件不利地域内※の中小企業等に対
し求人広告の作成を支援する。
・「地域しごとNAVI」による情報発信
・求人広告等作成セミナー

※県内11市町（館山市、勝浦市、鴨川
市、富津市、南房総市、いすみ市、東庄
町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南
町）

○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
経験者等のプロフェッショナル人材の採
用を支援する。

② 雇用労働課

○プロフェッショナル人材戦略拠点事
業

43,000 ○潜在成長力のある地域企業の経営者
に、新商品開発や新販路開拓などの「攻
めの経営」への転身を促し、その成長戦
略の実現のために必要となるプロフェッ
ショナル人材の採用を支援する「プロ
フェッショナル人材戦略拠点」を運営す
る。

○プロフェッショナル人材戦略拠点事
業

42,254 ○潜在成長力のある地域企業の経営者
に、新商品開発や新販路開拓などの「攻
めの経営」への転身を促し、その成長戦
略の実現のために必要となるプロフェッ
ショナル人材の採用を支援する「プロ
フェッショナル人材戦略拠点」を運営す
る。

(2)女性活
躍など多
様な人材
活用の促
進

ア）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、相談、セ
ミナー、求職者と企業との交流会、会社
見学会等を行う。 ① 雇用労働課

○千葉県ジョブサポートセンター事業 35,258 ○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。
・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

○千葉県ジョブサポートセンター事業 59,232 ○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。
・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

○正社員での再就職を希望する女性求職
者に対し、個人のニーズや能力に応じた
再就職支援プログラム等を実施し、女性
の再就職を支援するとともに、人材不足
に悩む中小企業に即戦略を供給する。

② 雇用労働課

○輝く女性応援事業 14,000 ○主に正社員での再就職を希望する女性
求職者を対象に、座学研修と職場実習な
ど個人の能力やニーズに応じ組み合わせ
て参加できる再就職に向けたプログラム
を実施し、女性の再就職を支援する。
・フォーラムの開催
・再就職支援プログラムの実施

○千葉県ジョブサポートセンター事業 ○女性チャレンジ応援事業として、主に
正社員での再就職を希望する女性求職者
を対象に、個人のニーズや能力に応じた
再就職支援プログラムを実施し、女性の
再就職を支援する。

イ）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。

③ 産業人材課

○障害者就業支援キャリアセンター事
業

30,051 ○特例子会社設置検討企業や法定雇用率
未達成企業など、障害者雇用に関する多
様な企業ニーズに対応し、相談・訪問に
よる支援を行うほか、障害のある人を対
象とした職業準備訓練や就労に関する相
談支援を行う。

○障害者就業支援キャリアセンター事
業

33,670 ○特例子会社設置検討企業や法定雇用率
未達成企業など、障害者雇用に関する多
様な企業ニーズに対応し、相談・訪問に
よる支援を行うほか、障害のある人を対
象とした職業準備訓練や就労に関する相
談支援を行う。

○企業支援員を配置し、企業への障害者
雇用支援を行う。

③ 産業人材課

○企業支援員(障害者雇用アドバイ
ザー）事業

49,555 ○企業支援員を県内16の障害者就業・生
活支援センターに各1名配置し、企業訪
問し雇用管理上のアドバイス等を行う。

○企業支援員(障害者雇用アドバイ
ザー）事業

50,014 ○企業支援員を県内16の障害者就業・生
活支援センターに各1名配置し、企業訪
問し雇用管理上のアドバイス等を行う。

区　　　分

担当課 予算事業名

平成31年度

計画
平成30年度

計画

平成３１年度新規事業
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A B C
事業計画

中項目 小項目 内容 主要 当初予算(千円） 事業の説明 予算事業名等 当初予算(千円） 事業計画（計画値含む）

区　　　分

担当課 予算事業名

平成31年度

計画
平成30年度

計画

○障害者雇用促進のための「意識改革」
事業

③ 産業人材課

○障害者雇用促進のための「意識改
革」事業

2,625 ○企業向けに障害者就労現場の見学会を
５か所以上、相談会を６回以上開催す
る。
また、障害者向けに、障害者雇用企業及
び働いている障害者による体験談の発表
や意見交換等の交流会を３回以上開催す
る。

○障害者雇用促進のための「意識改
革」事業

2,938 ○企業向けに障害者就労現場の見学会を
５か所以上、相談会を６回以上開催す
る。
また、障害者向けに、障害者雇用企業及
び働いている障害者による体験談の発表
や意見交換等の交流会を３回以上開催す
る。

○障害者雇用に係る国や県等の支援制度
や支援機関等を紹介するハンドブックの
作成・配布を検討する。

③
産業人材課

○障害者雇用促進のための「意識改
革」事業

320 ○企業向けに障害者雇用に関する支援制
度等を紹介するハンドブックを作成・配
布する。

○障害者雇用促進のための「意識改
革」事業

203 ○企業向けに障害者雇用に関する支援制
度等を紹介するハンドブックを作成・配
布する。

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

③
産業人材課

○障害者雇用サポート事業 35,000 ○障害のある人の就労を支援するため、
基礎訓練と職場実習を組み合わせた研修
を実施するとともに、障害者就労アドバ
イザーが、雇用を検討している企業に出
向き、職場実習受入れのための業務選定
や、社内勉強会を開催するなど雇用に向
けた支援を行う。
［研修生60名募集］

○障害者雇用サポート事業 35,648 ○障害のある人の就労を支援するため、
基礎訓練と職場実習を組み合わせた研修
を実施するとともに、障害者就労アドバ
イザーが、雇用を検討している企業に出
向き、職場実習受入れのための業務選定
や、社内勉強会を開催するなど雇用に向
けた支援を行う。
［研修生60名募集］

(3)中小企
業のニー
ズに応じ
た人材育
成への支
援

イ）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。

① 産業人材課

○ちば企業人スキルアップセミナー事
業

6,498 ○ちば企業人スキルアップセミナー事業
中小企業等で働いている方を対象に、更
なる知識や技能のスキルアップと資格取
得をサポートするため、在職者訓練とし
て短期間のセミナーを実施する。

○ちば企業人スキルアップセミナー事
業

6,301 ○ちば企業人スキルアップセミナー事業
中小企業等で働いている方を対象に、更
なる知識や技能のスキルアップと資格取
得をサポートするため、在職者訓練とし
て短期間のセミナーを実施する。

オ）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。
特に、社会ニーズを踏まえ、国家資格の
取得等を目指すコースの追加を検討す
る。

② 産業人材課

○離職者等再就職訓練事業 1,255,330 30年度計画としては約200コースを実施
予定である。
国家取得等を目指す長期高度人材育成
コースとして、介護福祉士7コース、保
育士6コース、美容師3コースを設定し
た。

○離職者等再就職訓練事業 1,433,520 31年度計画としては約200コースを実施
予定である。
国家取得等を目指す長期高度人材育成
コースとして、介護福祉士8コース、保
育士6コース、美容師などの専門人材6
コースを設定する予定である。

カ）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（千葉県地域訓練コンソーシアム）で
開発した、観光分野の「委託訓練モデル
カリキュラム」を、県の委託訓練に活用
する。

② 産業人材課

○離職者等再就職訓練事業 1,255,330 30年度計画として観光分野は1コースを
実施する予定である。

○離職者等再就職訓練事業 1,433,520 31年度計画として観光分野は1コースを
実施する予定である。

(4)働き方
改革など
働きやす
い環境の
整備

ア)働き方改
革の推進

○働き方の見直しに関心のある企業を対
象にセミナーを開催し意識の醸成を図る
とともに、個別に相談を受け、助成金制
度の活用等を助言する働き方改革アドバ
イザーを派遣する。また、労働局や商工
会議所等と連携し、働き方改革に係る地
域相談会の実施について検討する。

①
②

雇用労働課

○「働き方改革」推進事業 17,000 ○働き方の見直しに関心のある企業を対
象にセミナーを開催し意識の醸成を図る
とともに、個別に相談を受け、助成金制
度の活用等を助言する働き方改革アドバ
イザーを派遣する。また、労働局や商工
会議所等と連携し、働き方改革に係る地
域相談会を実施する。
・アドバイザーの企業への派遣
・セミナー及びシンポジウムの開催
・地域相談会の開催

○「働き方改革」推進事業 17,000 ○働き方の見直しに関心のある企業を対
象にセミナーを開催し意識の醸成を図る
とともに、個別に相談を受け、助成金制
度の活用等を助言する働き方改革アドバ
イザーを派遣する。
・アドバイザーの企業への派遣
・セミナー及びシンポジウムの開催
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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

A B C
事業計画

中項目 小項目 内容 主要 当初予算(千円） 事業の説明 予算事業名等 当初予算(千円） 事業計画（計画値含む）

(1)地域と
連携した
商店街の
活性化

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。

① 経営支援課

○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）

1,760 コーディネーター派遣目標を20回として
実施する。

○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）

1,760 コーディネーター派遣目標を20回として
実施する。

エ）商店街
リーダーの
養成

○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。

② 経営支援課

○商店街若手リーダー養成事業(ふさ
の国商い未来塾)

1,477 修了者の目標数を14人として実施する。 ○商店街若手リーダー養成事業(ふさ
の国商い未来塾)

1,477 修了者の目標数を14人として実施する。

○上記講座への参加者及び過去修了者間
の交流会等を開催し、交流や情報交換を
促進することにより、商店街相互のネッ
トワーク作りを推進する。

② 経営支援課

○商店街若手リーダー養成事業(ふさ
の国商い倶楽部)

223 累計修了者数を341人とし、交流や情報
交換を推進する。

○商店街若手リーダー養成事業(ふさ
の国商い倶楽部)

223 累計修了者数を341人とし、交流や情報
交換を推進する。

(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

ア）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
（職場体験等の受け入れ企業、出張講演
が可能な企業等）の集約化及び県ホーム
ページを通じた情報発信を検討する。 ①

経済政策課
（教育政策
課・指導
課・生涯学
習課）

○学校教育と連携した中小企業・小規
模企業魅力発信事業

4,586 中学・高校生の職場体験などを通じて中
小企業・小規模企業の魅力を発信するた
め、職場体験受け入れ企業の情報を集約
し、県ホームページに掲載する。

○学校教育と連携した中小企業・小規
模企業魅力発信事業

0 中学・高校生の職場体験などを通じて中
小企業・小規模企業の魅力を発信するた
め、職場体験等の受入れ企業の情報を掲
載したサイトについて幅広く周知すると
ともに、掲載企業の新規掘り起こしを行
う。

(3)農商工
連携等に
よる地域
産業の振
興

イ）地域資
源を活用し
た事業展開
に対する専
門人材によ
る支援

○地域産業の活性化を図るため、本県の
恵まれた地域資源を活用し、新商品の開
発やブランド化に取り組む地域や中小企
業等に対し、専門人材による支援を行
う。
また、東京オリンピック・パラリンピッ
クを見据え、訪日外国人向け県産土産品
の開発等への支援も行う。

① 産業振興課

○千葉のポテンシャルを活かした地域
産業活性化事業
・地域ブランド・地域産業支援

33,200 県内の農林水産物などの地域資源を活用
した新商品の開発や、ブランド化に取り
組む地域や中小企業に対し、専門人材に
よる支援を行う。
平成３０年度は特に、東京オリンピッ
ク・パラリンピック開催を見据え、セミ
ナーの開催や専門家派遣により訪日外国
人向け県産土産品の開発などへの支援も
実施する。

○千葉のポテンシャルを活かした地域
産業活性化事業
・地域ブランド・地域産業支援

34,882 県内の農林水産物などの地域資源を活用
した新商品の開発や、ブランド化に取り
組む地域や中小企業に対し、専門人材に
よる支援を行う。
平成３１年度は、３０年度に引き続き訪
日外国人向け県産土産品の開発・改良を
支援するとともに、開発商品の販路開拓
などへの支援も実施する。

オ）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

○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。

② 経済政策課

○農商工連携事業支援基金事業の活用 － ○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 － 平成３１年度は、新商品・新サービス開
発、販路開拓を支援するとともに、関係
機関等が行う支援事業（販路開拓支援
等）を支援する。

○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。

②
経済政策課
（産業振興
課）

○専門家派遣の活用
（上記のハンズオン支援）

－ ○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
（上記のハンズオン支援）

－ 平成３１年度は、３０年度に引き続き専
門家派遣を行い、農商工連携を支援す
る。

○地域資源アドバイザーや専門家派遣等
により、地域資源を活用した地域ブラン
ド化を支援する。

① 産業振興課

○千葉のポテンシャルを活かした地域
産業活性化事業
・地域ブランド・地域産業支援

33,200 県内の農林水産物などの地域資源を活用
した新商品の開発や、ブランド化に取り
組む地域や中小企業に対し、専門人材に
よる支援を行う。
平成３０年度は特に、東京オリンピッ
ク・パラリンピック開催を見据え、セミ
ナーの開催や専門家派遣により訪日外国
人向け県産土産品の開発などへの支援も
実施する。

○千葉のポテンシャルを活かした地域
産業活性化事業
・地域ブランド・地域産業支援

34,882 県内の農林水産物などの地域資源を活用
した新商品の開発や、ブランド化に取り
組む地域や中小企業に対し、専門人材に
よる支援を行う。
平成３１年度は、３０年度に引き続き訪
日外国人向け県産土産品の開発・改良を
支援するとともに、開発商品の販路開拓
などへの支援も実施する。

(4)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

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

○地域で観光振興の中心となる人材等を
対象に、ＩＣＴを活用した外国人観光客
への対応の紹介や、おもてなしの考え
方、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実施する。

① 観光企画課

○【再掲】海外観光ゲストへのおもて
なし力向上事業

10,000 観光・宿泊施設や地域で観光振興の中心
になる人材などを対象に、外国人観光客
への対応の現状、ICT等の導入を促進し
ていくことで受入れ体制を整えられる
事、おもてなしの考え方、接客・サービ
スを行うために必要な知識や技能を学ぶ
講習会を開催することにより、外国人観
光客の受入れ体制の整備・啓発を行う。

○【再掲】海外観光ゲストへのおもて
なし力向上事業

10,000 東京オリンピック・パラリンピックに向
け、県内の観光施設及び宿泊施設の経営
者や従業員等を対象に、先進的なおもて
なしについて情報を共有する講習会を行
い、オール千葉でのおもてなし力向上を
図る。

○本県を訪れる多くの方々が「また千葉
県に行きたい」と心から思えるよう、
「オール千葉」でのおもてなしの機運を
加速するための取組を、東京２０２０オ
リンピック・パラリンピックの開催まで
切れ目なく、継続的に実施する。

② 観光企画課

○オール千葉おもてなし推進事業 14,000 【シンポジウムの開催】
・経済観光分野で１回：２００名
　地域別で３回：計３００名
【おもてなしリーフレット等の作成】
・おもてなしの機運向上に資するような
リーフレット等を作成する。

○オール千葉おもてなし推進事業 14,352 「オール千葉」でのおもてなし機運を醸
成させるための下記取組を実施する。
・おもてなしイベントの開催（年2回）
・オール千葉おもてなし隊PR活動（年8
回）
・オール千葉おもてなしキャンペーン
（年1回）

予算事業名

区　　　分

担当課

平成31年度

計画
平成30年度

計画
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第７　相談支援体制と情報発信体制の充実と官公需の推進

A B C
事業計画

中項目 小項目 内容 主要 当初予算(千円） 事業の説明 予算事業名等 当初予算(千円） 事業計画（計画値含む）

ア）商工
会・商工会
議所による
伴走型支援
［再掲］

○商工会、商工会議所において、「経営
発達支援計画」を策定し、従来の税務、
経理などの相談に加え、技術の向上、新
たな事業開拓等に係る事業計画の策定・
実施を企業に寄り添って支援する伴走型
支援を行う。
なお、同計画の着実な実施に向けて支援
を検討する。

① 経済政策課

○小規模事業経営支援事業費等補助金 2,270,698 商工会、商工会議所において、「経営発
達支援計画」を策定し、従来の税務、経
理などの相談に加え、技術の向上、新た
な事業開拓等に係る事業計画の策定・実
施を企業に寄り添って支援する伴走型支
援を行う。
なお、同計画の着実な実施に向けて支援
を検討する。

○小規模事業経営支援事業費等補助金 2,274,219 商工会、商工会議所において、「経営発
達支援計画」を策定し、従来の税務、経
理などの相談に加え、技術の向上、新た
な事業開拓等に係る事業計画の策定・実
施を企業に寄り添って支援する伴走型支
援を行う。
なお、同計画の着実な実施に向けて支援
を検討する。

ウ「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。

② 経営支援課

○チャレンジ企業支援センター事業 318,253 　中小企業支援法に基づき、（公財）千
葉県産業振興センターが実施する、県内
中小企業者が抱える様々な経営課題（経
営・金融・技術・IT相談等）の解決を
「ワンストップ」で支援するための、各
種相談事業や専門家派遣事業及び各種セ
ミナーの開催事業等に対し補助する。

○チャレンジ企業支援センター事業 334,662 　中小企業支援法に基づき、（公
財）千葉県産業振興センターが実施
する、県内中小企業者が抱える様々
な経営課題（経営・金融・技術・IT
相談等）の解決を「ワンストップ」
で支援するための、各種相談事業や
専門家派遣事業及び各種セミナーの
開催事業等に対し補助する。

エ）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、「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。

③ 経営支援課

○よろず支援拠点による総合支援 予算なし 　中小企業者・小規模事業者の複雑・多
様化する経営課題に対して、総合的・先
進的アドバイスを行い、売上拡大や経営
改善を支援する。

○よろず支援拠点による総合支援 予算なし 　中小企業者・小規模事業者の複
雑・多様化する経営課題に対して、
総合的・先進的アドバイスを行い、
売上拡大や経営改善を支援する。

(2)支援情
報、中小
企業の魅
力等の情
報発信の
強化

エ）中小企
業の魅力等
発信　[再
掲]

○教育現場で活用できる中小企業情報
（職場体験等の受け入れ企業、出張講演
が可能な企業等）の集約化及び県ホーム
ページを通じた情報発信を検討する。

①

経済政策課
（教育政策
課・指導
課・生涯学
習課）

○学校教育と連携した中小企業・小規
模企業魅力発信事業

4,586 中学・高校生の職場体験などを通じて中
小企業・小規模企業の魅力を発信するた
め、職場体験受け入れ企業の情報を集約
し、県ホームページに掲載する。

○学校教育と連携した中小企業・小規
模企業魅力発信事業

0 中学・高校生の職場体験などを通じて中
小企業・小規模企業の魅力を発信するた
め、職場体験等の受入れ企業の情報を掲
載したサイトについて幅広く周知すると
ともに、掲載企業の新規掘り起こしを行
う。

カ）中小企
業を支える
市町村・商
工団体等と
の連携

○県と市町村・商工団体等が連携した円
卓会議を開催し、地域独自の取組に関す
る優良事例を他の地域へ情報共有し、普
及の働きかけを行う。

② 経済政策課

予算なし ○県と市町村・商工団体等が連携した円
卓会議を開催し、地域独自の取組に関す
る優良事例を他の地域へ情報共有し、普
及の働きかけを行う。

予算なし ○県と市町村・商工団体等が連携した円
卓会議を開催し、地域独自の取組に関す
る優良事例を他の地域へ情報共有し、普
及の働きかけを行う。

(1)関係機
関の連携
による相
談支援

平成30年度
計画

平成31年度

計画
区　　　分

担当課 予算事業名
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A B C
事業計画

中項目 小項目 内容 主要 当初予算(千円） 事業の説明 予算事業名等 当初予算(千円） 事業計画（計画値含む）

平成30年度
計画

平成31年度

計画
区　　　分

担当課 予算事業名

(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

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
に設定するとともに、県内中小企業の適
切な評価と積極的な活用に努め、地域に
おける事業者の受注機会の増大を図る。
・技術力の正当な評価や、競争入札にお
ける同一等級格付け区分内の者による競
争の確保等による中小企業者の受注機会
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「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。（現行の運用例：資材単価は年2回、
変動が著しい場合は　　　　随時改定）

①②

（総務部）
管財課・建
設不動産業
課・（県土
整備部）技
術管理課

○地域要件の設定

○総合評価方式

○適正価格による発注

○分離分割発注

予算なし 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
に設定するとともに、県内中小企業の適
切な評価と積極的な活用に努め、地域に
おける事業者の受注機会の増大を図る。
・技術力の正当な評価や、競争入札にお
ける同一等級格付け区分内の者による競
争の確保等による中小企業者の受注機会
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「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。（現行の運用例：資材単価は年2
回、変動が著しい場合は　　　　随時改
定）

○地域要件の設定

○総合評価方式

○適正価格による発注

○分離分割発注

予算なし 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
に設定するとともに、県内中小企業の適
切な評価と積極的な活用に努め、地域に
おける事業者の受注機会の増大を図る。
・技術力の正当な評価や、競争入札にお
ける同一等級格付け区分内の者による競
争の確保等による中小企業者の受注機会
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「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。（現行の運用例：資材単価は年2
回、変動が著しい場合は　　　　随時改
定）

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。

①②

経済政策課
（管財課・
建設不動産
業課）

予算なし ○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。

予算なし ○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。
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