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　ア　金融・融資

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

中小企業振興資金事業

商工労働部
経営支援課
金融支援室

(043-223-2707)

中小企業融資損失てん補
金

商工労働部
経営支援課
金融支援室

(043-223-2707)

経営安定資金・再生資金
信用保証料補助金

商工労働部
経営支援課
金融支援室

(043-223-2707)

小規模企業者等設備導入
資金貸付事業

商工労働部
経営支援課
金融支援室
(043-223-2707)

(財)千葉県産業振興ｾﾝﾀｰ
(043-299-2902)

県内中小企業者が金融機関からの融資
を受けやすくするため、千葉県信用保
証協会が代位弁済を行った場合に、そ
の一定割合を補てんします。

Ⅰ　平成２３年度総合経済対策

（１）チャレンジする中小企業者などへの支援

事業概要

中小企業の経営基盤の確立と合理化を
図るため、セーフティネット等各種資
金に必要な融資枠を確保し、経営環境
が悪化している県内中小企業者に対す
る資金繰り支援を行います。

１　チャレンジする中小企業者などへの支援、新事業・新産業の創出、
    農林漁業者への支援、建設業者への支援

景気の影響を直接受けやすい小規模企
業者の費用負担の軽減と資金繰りの円
滑化を図るため、小規模企業者の信用
保証料の一部を補助します。

県内小規模企業者等の経営基盤の強化
に必要な設備の導入の促進に資するた
めの資金や設備の貸付を行います。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

下請取引振興事業

商工労働部
産業振興課
新産業創造室
(043-223-2798)

(財)千葉県産業振興ｾﾝﾀｰ
(043-299-2654)

下請かけこみ寺事業

商工労働部
産業振興課
新産業創造室
(043-223-2798)

(財)千葉県産業振興ｾﾝﾀｰ
(043-299-2654)

　イ　下請取引・就業相談

事業概要

受発注取引の紹介あっせん及び県内下
請中小企業と県内外の発注企業との個
別商談会の開催などを通じ、マッチン
グの機会創出に努めるとともに、発注
開拓員等の設置により、発注企業の開
拓を図り、もって県内下請中小企業の
受注量を確保します。
（（財）千葉県産業振興センターで実
施）

企業間で公正な取引が確保される環境
を整備すべく、取引適正化の徹底を目
的として、各都道府県の下請企業振興
協会（県内では（財）千葉県産業振興
センター）に設置され、取引上の悩み
について、相談員及び弁護士による相
談に応じるほか、下請適正取引ガイド
ラインの普及啓発等を実施します。

①各種相談の対応
②迅速な紛争解決
③下請適正取引ガイドラインの普及啓
発
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

チャレンジ企業支援セン
ター事業

商工労働部
経営支援課
経営支援室

（043-223-2790）
(財)千葉県産業振興ｾﾝﾀｰ

(043-299-2907)

小規模事業経営支援事業
費等補助金

商工労働部
経済政策課
団体指導室

（043-223-2704）

ものづくり中小企業販路
開拓支援事業
（ふるさと雇用再生特別
基金事業）

商工労働部
産業振興課
産業技術室

(043-223-2718）

中小企業技術訪問相談員
事業
（ふるさと雇用再生特別
基金事業）

商工労働部
産業振興課
産業企画室

(043-223-2719)

中小企業が抱える様々な課題を解決す
るため、窓口相談や専門家派遣などに
より、ワンストップで支援します。
（（財）千葉県産業振興センター）

県内ものづくり中小企業の受注環境
は、依然として厳しいことから、販売
促進の専門家により、ものづくり中小
企業の販路開拓を支援します。

技術訪問相談員を配置して、企業を訪
問する等により、相談やニーズを聞き
取り、中小企業の抱える課題に迅速に
対応することで、新製品・新技術の創
出強化につなげます。

県内の商工会、商工会議所、商工会連
合会及び商工会議所連合会が行う、小
規模事業者の経営改善を図るための事
業を支援します。

　ウ　相談・専門家派遣

事業概要
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

千葉ものづくり認定事業

商工労働部
産業振興課
産業技術室

(043-223-2718)

千葉県ものづくりの魅力
発信事業
【新規】

商工労働部
産業振興課
産業技術室

(043-223-2718)

ビジネスマッチング商談
会開催事業

商工労働部
産業振興課
新産業創造室
(043-223-2798)

(財)千葉県産業振興ｾﾝﾀｰ
(043-299-2654)

「単品スライド条項」の
的確な運用

県土整備部
技術管理課
技術情報室

（043-223-3503）

　エ　取引振興・官公需

事業概要

中小・ベンチャー企業の優れた製品を
「千葉ものづくり認定製品」として認
定し、販路開拓等の支援を行います。

千葉県と隣接する都県等と連携して、
県域を越えた広域的な合同商談会を開
催し、県内中小企業の販路拡大を図り
ます。
（(財)千葉県産業振興センターで実
施）

鋼材類や燃料油等が高騰している状況
において、工事発注後に資材が高騰し
た場合、請負者に支払う工事代金を上
乗せします。

国内外での競争が激化しているなか、
複数の企業がそれぞれの強みを持ち寄
ることで乗り切る必要に迫られてい
る。そのため、企業情報をデータベー
ス化し、特徴的な技術を持つ連携先や
高度な施策加工に対応できる発注先な
どを企業自らが発掘できるシステムを
提供し、企業間のすりあわせの連鎖を
促進します。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

地域と連携した商業活性
化事業

商工労働部
経営支援課

商業･大型店室
(043-223-2824)

　カ　経営革新の促進

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

経営革新等普及促進事業

商工労働部
経営支援課
経営支援室

（043-223-2790）

事業概要

経営革新の取組みの普及・啓発のた
め、優秀企業表彰や交流会を開催する
とともに、企業を個別に訪問するなど
の取組みを行います。

商業者と市町村等が連携して行う、商
店街のコミュニティ機能や商業機能を
高めるための取組等に対し助成しま
す。

事業概要

　オ　商店街支援～まちづくり～
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　キ　経済団体による取り組み

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

企業間連携ベース事業
【新規】

千葉県商工会議所連合会
（043-222-7110）

中小企業支援ネットワー
ク強化事業
【新規】

千葉県商工会連合会
（043-242-3361）

地域力活用新事業創出支
援事業

千葉県商工会連合会
（043-242-3361）

経営安定特別相談事業
千葉県商工会連合会
（043-242-3361）

サービス産業生産性向上
運動事業

千葉県中小企業団体中央会
（043-306-3281）

小規模事業者による全国規模市場に向
けた事業展開を促進するための特産品
開発や観光資源会開発、地域のブラン
ド形成及び販路開拓等の事業の支援し
ます。
また、新たに、地域社会の構造変化に
対応した、地域課題解決に資する事業
（コミュニテイビジネス等）を支援し
ます。

中小企業が抱える高度・専門的な経営
課題に対し、経済産業局を中心とした
支援ネットワークと連携し、中小企業
の課題の解決を図ります。

小規模事業者の倒産回避、事業継続に
係る課題の解決、再建計画支援につい
て、商工調停士による専門的な指導を
行います。

サービス産業に属する県内中小企業の
生産性向上の気運の醸成を図り、経営
革新への取組へ繋げます。

平成２２年度に、県内２１商工会議所
の協力の基に作成した「企業間連携
ベース」を基に、コーディネート、
マッチング、研究開発のための立ち上
げを検討します。

事業概要
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

新卒者就職応援プロジェ
クト

千葉県経営者協会
（043-246-1158）

第一回合同就職説明会
千葉県経営者協会
（043-246-1158）

借換保証
千葉県信用保証協会
（043-221-8185）

大学・短大・専門学校を卒業しても就
職できなかった学生を対象に、６か月
間中小企業に就業体験させて就職に結
びつけます。

事業概要

人材不足の中小企業と地元での就職を
希望する大学生、短大生相互の出会い
の場を提供します。

中小企業の保証付き既借入金の借換え
及び当該借換えに伴う新たな事業資金
に対する保証を促進することにより、
中小企業の月々の返済額の軽減及び資
金調達の円滑化等を推進します。
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　ア　地域資源の活用等

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

ちば中小企業元気づくり
基金

商工労働部
経済政策課
政策室

(043-223-2703)

(財)千葉県産業振興ｾﾝﾀｰ
(043-299-2901)

農商工連携、地域資源の
活用

商工労働部
経済政策課
政策室

(043-223-2703)

商工労働部
産業振興課
新産業創造室
(043-223-2798)

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

ちば新産業育成ファンド
「第2号ファンド」事業

商工労働部
産業振興課
新産業創造室
(043-223-2798)

　イ　中核ベンチャー企業の育成

事業概要

県内上場企業等との連携による国のス
キーム（地域中小企業応援ファンド）
を活用した新たな投資ファンドを組成
し、成長企業へ必要に応じた適切な投
資を行うとともに、投資先に対するハ
ンズオン型の経営支援を通じて、本県
経済の中核となるベンチャー・中小企
業の成長を促します。

中小企業が行う県の指定した264の地域
資源を活用した新たなビジネスへの取
組や、農林水産漁業者と中小企業が連
携して行う農林水産物を活用した新た
なビジネスへの取組に対し、国の認定
の取得などを支援します。

事業概要

中小企業の地域資源を活用した新商品
開発や新事業の展開、販路開拓、高度
研究開発等の取組に対し基金の運用益
により助成を行います。
（(財)千葉県産業振興センターで実
施）

（２）新事業・新産業の創出
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

新事業・新産業創出支援
事業

商工労働部
産業振興課
産業企画室

(043-223-2613)

千葉県型オープン・イノ
ベーション推進事業
【新規】

商工労働部
産業振興課
新産業創造室
(043-223-2798)

産業支援技術研究所によ
る企業支援

商工労働部
産業振興課
産業技術室
(043-223-2718)

産業支援技術研究所
(043-231-4326)

産業支援技術研究所施設
設備整備事業

商工労働部
産業振興課
産業技術室
(043-223-2718)

産業支援技術研究所
(043-231-4326)

受託研究事業

商工労働部
産業振興課
産業技術室

(043-223-2718）
産業支援技術研究所
(043-231-4326)

　ウ　技術開発・イノベーション・知的財産

低炭素化社会や高齢化社会などの新た
な社会ニーズに対応した、新製品・新
技術の研究・開発を進めるため、企業
と大学、企業同士のマッチングやネッ
トワーク形成の促進を図ります。

事業概要

大企業の研究所が多数立地する本県の
特性を活かし、大企業と県内中小企業
の連携を創出するとともに、中小企業
が連携をきっかけに新技術の獲得や技
術の高度化を図ることで、今後成長が
見込まれる産業分野への事業展開を促
進します。

依頼試験や機器設備開放利用等によ
り、企業の技術・製品開発等に係る支
援を実施します。

中小企業の新製品開発や技術水準の向
上に資するため、中小企業が単独で持
つことの難しい高度な設備や高価な機
器等の導入について整備を進めます。
今年度は樹脂を利用して短時間で試作
品を作る光造形システムを整備しま
す。

産業支援技術研究所が技術的課題を抱
える県内中小企業から研究業務を受託
し、企業に変わって研究を実施するこ
とで、技術的課題の解決や新製品開発
などを支援します。
（産業支援技術研究所で実施）
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

ものづくり技術高度化支
援研修事業

商工労働部
産業振興課
産業技術室

(043-223-2718)
産業支援技術研究所
(043-231-4326)

東葛テクノプラザ研究開
発機器等支援事業

商工労働部
産業振興課
産業技術室
(043-223-2718)
東葛テクノプラザ
(04-7133-0139)

東葛テクノプラザ施設・
設備整備事業

商工労働部
産業振興課
産業技術室
(043-223-2718)
東葛テクノプラザ
(04-7133-0139)

かずさＤＮＡ研究所事業

商工労働部
産業振興課
新産業創造室
(043-223-2725)

先端バイオテクノロジー
を活用した産業支援事業
（ふるさと雇用再生特別
基金事業）

商工労働部
産業振興課
新産業創造室
(043-223-2725)

知的財産総合支援事業

商工労働部
産業振興課
産業企画室

(043-223-2719)

かずさアカデミアパークの中核的先導
的施設である「かずさＤＮＡ研究所」
の研究推進を図り、もって新産業の創
出や産業構造の高度化を促進すること
を目的として、ＤＮＡ研究所の事業費
を補助します。

事業概要

県内中小企業の知的財産の創造・保
護・活用を促進するため、制度の普及
啓発から出願支援、戦略的活用に至る
まで総合的に支援します。

東葛テクノプラザは開所から１２年が
経過し、各種設備の経年劣化が進んで
います。機器の更新及び施設の改修を
早期に実施します。

ものづくり産業における企業技術者の
レベルアップを図り「ものづくり技術
の高度化」をより、具体的に・実践的
に行うため、必要となる各種技術を
テーマとし、企業が参加しやすい短期
間で効果的な技術研修（座学・実習）
を行います。
（産業支援技術研究所で実施）

㈶かずさＤＮＡ研究所をはじめとする
県内のバイオ関連企業、研究機関の研
究成果や有用技術を活用するための人
材を同研究所に配置し、新産業の創出
に資する産業支援を実施します。

依頼試験や機器設備開放利用等によ
り、企業の技術支援を実施します。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

中小企業デザイン導入支
援事業
【新規】

商工労働部
産業振興課
産業企画室

(043-223-2719)

コンテンツ産業基礎調査
【新規】

商工労働部
経営支援課

商業・大型店室
(043-223-2824)

かずさインキュベーショ
ンセンター修繕事業

商工労働部
産業振興課
新産業創造室
(043-223-2725)

かずさインキュベーションセ
ンター

（0438-20-5071）

　エ　次世代育成

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

企業の仕事と生活の調和
推進事業

商工労働部
雇用労働課

雇用就労支援室
（043-223-2741）

ゲーム・映像・音楽などを制作するコ
ンテツン産業について、県内の状況を
個々の事業者単位で把握するために調
査を実施し、その結果を公表すること
で、事業者間の取引拡大や、県や市町
村、商工団体等による連携支援につな
げていきます。

かずさインキュベーションセンター
は、開所から１０年以上が経過して経
年劣化による老朽化が随所に目立つた
め、必要な修繕を行います。

事業概要

仕事と生活の調和が図れる働き方を普
及させるため、企業を対象にセミナー
やアドバイザー派遣などの啓発事業を
行います。

中小企業がデザインを企業経営に戦略
的に導入し、魅力ある商品開発やブラ
ンドの強化を行なうために、普及啓発
や講習会の実施、専門家派遣による個
別企業の課題解決支援を行います。

事業概要
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　ア　金融・融資

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

制度融資の活用

農林水産部
団体指導課
経営支援室

(043-223-3074)

　イ　相談・指導

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

アグリトップランナー育
成サポート事業

農林水産部
担い手支援課
担い手育成室
(043-223-2905)

（３）農林漁業者への支援

農業経営や漁業経営の近代化、規模拡
大その他の経営展開を図るために必要
な資金の貸付や利子補給を行います。

・農業近代化資金
・農業経営基盤強化資金
・農業経営改善促進資金
・漁業近代化資金
・沿岸漁業改善資金

事業概要

年間販売額3,000万円以上の企業的経営
体を育成するため、専門家によるコン
サルテーション支援等を行います。

事業概要
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　ウ　担い手の確保・育成

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

ちば新農業人サポート事
業

農林水産部
担い手支援課
担い手育成室
(043-223-2905)

企業等農業参入支援事業

農林水産部
担い手支援課
担い手育成室
(043-223-2904)

担い手への農地集積事業

農林水産部
担い手支援課
農業経営支援室
(043-223-2890)

漁業の担い手確保・育成
総合対策事業

農林水産部
水産局水産課
企画指導室

(043-223-3032)

企業等の農業参入を促進するため、機
械の導入・施設整備等に対して助成し
ます。

生産基盤である農地を、担い手への面
的集積等により最大限有効活用してい
くための措置を講じます。

漁業者の確保・育成を図るため、漁業
への新規就業希望者を対象とした相談
会や技術研修等を実施し、就業を支援
します。

事業概要

学卒就農者や定年帰農者など、多様な
新規就農希望者に対し、相談・研修等
を実施し、就農を支援します。
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　エ　助成・その他

　　①農林業

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

森林吸収源対策間伐促進
事業

農林水産部
森林課

森林づくり推進室
(043-223-3630)

「グリーン・ブルーツー
リズム in ちば」推進事
業

農林水産部
農村振興課
地域振興室

(043-223-2782)

ちばの木活用促進事業

農林水産部
森林課

林業振興室
(043-223-2966)

農産産地強化対策事業

農林水産部
生産販売振興課
農産振興室

(043-223-2887)

水田自給力向上対策事業

農林水産部
生産販売振興課
農産振興室

(043-223-2980)

事業概要

温室効果ガス削減方策として、特に計
画的・集約的・集団的な間伐作業に対
して高率補助し、森林整備を促進する
ことにより、森林吸収源を確保しま
す。

都市と農山漁村との交流を促進するた
め、グリーン・ブルーツーリズムの担
い手を養成するとともに、グリーン・
ブルーツーリズム資源の情報発信や広
報活動を支援します。
また、都市住民の多様なニーズに対応
する良質なグリーン・ブルーツーリズ
ム資源の一層の活用を図るため、体験
農園等における簡易な施設整備を支援
します。
加えて、農林水産物直売所の運営団体
を委託先とし、これら施設の紹介や案
内をする人材を配置し、地域の交流拠
点としての機能の充実を図り、地域全
体の交流人口を増加させ、地域の活性
化を支援します。

県産木材の需給構造を確立して、森林
資源の循環利用を実現するために県産
木材を活用した木造住宅の推進等を図
ります。

麦・大豆への作付け転換や米・麦・大
豆の優良種子生産に取り組む営農組織
等に対し、必要な機械設備の導入を支
援します。

水田を活用し、食料自給力の向上を図
るため、麦・大豆や飼料用米などの生
産に取り組む農業者を支援します。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

「輝け！ちばの園芸」産
地整備支援事業

農林水産部
生産販売振興課
園芸振興室

(043-223-2871)

県産農産物販売チャレン
ジ支援事業

農林水産部
生産販売振興課
販売流通対策室
(043-223-3085)

県産農林水産物魅力発信
事業

農林水産部
生産販売振興課
販売流通対策室
(043-223-3085)

県産農林水産物の輸出促
進事業

農林水産部
生産販売振興課
販売流通対策室
(043-223-3085)

県産農産物の地域ブラン
ド化推進事業

農林水産部
生産販売振興課
販売流通対策室
(043-223-3085)

ちばの６次産業化チャレ
ンジ支援事業
【新規】

農林水産部
担い手支援課
農業経営支援室
(043-223-3087)

農業の新規参入モデル構
築事業
（ふるさと雇用再生特別
基金事業）

農林水産部
担い手支援課
担い手育成室
(043-223-2904)

地域が進めるブランド化について、商
品の開発・加工・管理から最終的な販
売まで一貫した取組を支援し、活力あ
る地域づくりを推進します。

輸出による海外販路の開拓と拡大に向
けた活動に対して支援します。

新規就農希望者の就農・定着の促進を
図るため、参入初期は農業法人等の雇
用により経営安定を図り、数年後の独
立就農を目指す、新規参入モデルを構
築する。

農業者や農業者の組織する団体が経営
の多角化等による所得向上のため、生
産だけでなく、新たに加工販売等に取
り組む場合に必要となる施設等の整備
や販路開拓等を支援します。

県産農林水産物の販路の開拓・拡大、
消費者への効果的なＰＲ活動に対して
支援します。

県産農林水産物のイメージアップを図
るため、知事のトップセールスや、卸
売業者や量販店と連携し首都圏のスー
パーマーケットを中心に「千葉県フェ
ア」を開催し、県産品のＰＲによる新
たな販路開拓、販売促進を目指しま
す。

園芸農業の生産力強化を図るため、生
産用施設・機械等の整備に対して支援
します。

事業概要
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

農林水産部
農村振興課
地域振興室

(043-223-2862)

農林水産部
生産販売振興課
園芸振興室

（043-223-2871）

農林水産部
畜産課

生産振興室
（043-223-2939）

園芸産地競争力強化総合
対策事業

農林水産部
生産販売振興課
園芸振興室

(043-223-2871)

耕作放棄地総合対策事業

（耕作放棄地活用推進事業）
　耕作放棄地の発生防止と解消、有効
活用を促進するため、地域で行なう耕
作放棄地の再生作業（障害物除去・深
耕・整地等）への支援及び、都市農業
地域の耕作放棄地を中心に、障害物除
去等の農地再生利用活動への支援を行
ないます。
　また、耕作放棄地発生抑制から再
生・利用に対する集落ぐるみの取組み
を支援します。

（園芸生産利用拡大支援事業）
露地野菜の生産力強化のため、耕作放
棄地を再生し、生産面積の拡大に取り
組む農家に対し、生産に必要な機械・
設備を整備します。

事業概要

（飼料生産拡大整備支援事業）
自給飼料作物の生産力強化のため、耕
作放棄地を再生し、生産面積の拡大に
取り組む生産集団に対し、生産に必要
な機械・設備を整備します。

園芸産地の競争力強化を図るため、大
規模・高度な生産・流通関係施設等の
整備に対して支援します。
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　　②水産業

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

水産業構造改善施設整備
事業

農林水産部
水産局水産課

振興室
(043-223-3045)

東京湾漁業総合対策事業

農林水産部
水産局水産課

振興室
(043-223-3051)

千葉県漁業経営構造改善
事業

農林水産部
水産局水産課

振興室
(043-223-3045)

広域漁港整備事業

農林水産部
水産局漁港課
漁港整備室

(043-223-3021)

事業概要

効率的かつ安定的な漁業経営を育成し
水産物の安定的な供給を図るため、市
町村、漁協等が実施する共同利用施設
等の整備に要する経費に対し助成しま
す。

本県水産業の構造改善を促進し、水産
物の流通の合理化並びに水産加工業の
協業化及び経営の合理化を図るため、
市町村、漁協等が実施する施設の整備
に要する経費に対し助成します。

東京湾漁業を、漁業の特性を生かした
活力ある生産体制に育成するため、東
京湾沿岸の市町、漁協等が実施するの
り養殖、貝類漁業、漁船漁業の振興等
の事業に要する経費に対し助成しま
す。

第３種及び第４種漁港の漁港施設の整
備、改良等を実施します。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

地域水産物供給基盤整備
事業

農林水産部
水産局漁港課
漁港整備室

(043-223-3021)

水産基盤ストックマネジ
メント事業

農林水産部
水産局漁港課
漁港整備室

(043-223-3021)

漁村再生交付金事業

農林水産部
水産局漁港課
漁港整備室

(043-223-3021)

水産物販売流通消費総合
対策事業

農林水産部
水産局水産課

振興室
(043-223-3045)

個性的で豊かな漁村の再生を支援する
ことを目的に漁港施設等の整備を実施
します。

県産水産物の販売流通について，生産
現場から消費者に至るまでの視点でと
らえた効果的な対策を総合的に講じま
す。

事業概要

経年変化により老朽化の進行した漁港
施設を計画的な取り組みによる保全工
事を実施し長寿命化と更新コストの平
準化を図る。

第１種、第２種漁港の漁港施設の整
備、改良等を実施します。
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（４）建設業者への支援

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

建設工事紛争相談

県土整備部
建設・不動産業課
建設業・契約室
(043-223-3108)

中間前金払の要件緩和

県土整備部
建設不動産業課
建設業・契約室
(043-223-3116)

「地域建設業経営強化融
資制度」

県土整備部
建設不動産業課
建設業・契約室
(043-223-3116)

早期発注対策

県土整備部
建設不動産業課
建設業・契約室
(043-223-3116)

①「下請セーフティネット債務保証事
業」
公共工事受注建設業者が、出来高部分
を担保として融資を受けられるよう、
建設業者が県に対し有する工事請負代
金債権の譲渡を認めます。
②「地域建設業経営強化融資制度」
公共工事受注業者が、出来高を超えた
未完成部分を担保とし融資を受けられ
るよう、建設業者が県に対し有する工
事請負代金債権の譲渡を認めます。

請負代金額の１０分の２以内を請求で
き、前払金と併せることにより、請負
代金額１０分の６が利用できる中間前
金払について、対象工事要件のうち
「100日以上」の工期要件を廃止し要件
を緩和しました。

①　最低制限価格の適用金額につい
て、「2,500万円未満」から「5,000万
円未満」に変更しました。
②  低入札価格調査の適用金額につい
て、「2,500万円以上」から「5,000万
円以上」に変更しました。
③  総合評価方式において、特別簡易
型（５千万円～１億円未満）について
「施工計画」を省略することとしまし
た。（「安全審査」の対象工事は除
く。）

※ 平成21年5月1日から当分の間、公告
又は指名通知を行う入札

事業概要

建設工事の請負契約に伴う紛争相談を
受け付けます。
・対　象
　発注者、請負業者、下請業者の契約
当事者
・相談日
　職員による相談は随時
　相談所相談員による相談は毎週火曜
日

19



２　若年者などの就業を支援する緊急雇用対策

　ア　緊急雇用対策

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

緊急雇用創出事業

商工労働部
雇用労働課
労働政策室

(043-223-2767)

ふるさと雇用再生特別基
金事業

商工労働部
雇用労働課
労働政策室

(043-223-2767)

　イ　就業支援・職業訓練

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

高等技術専門校の職業訓
練

商工労働部
産業人材課

キャリア形成支援室
（043-223-2754）

民間教育訓練機関等を活
用した職業訓練

商工労働部
産業人材課

キャリア形成支援室
（043-223-2762）

デュアルシステム訓練事
業

商工労働部
産業人材課

キャリア形成支援室
（043-223-2762）

若年者及び離転職者を対象に、高等技
術専門校や専修学校等における座学と
それに関連する企業の現場実習を併せ
て行い、ものづくりやＩＴ関連等の即
戦力となる人材育成を行います。

離転職者や母子家庭の母などを対象に
専修学校や大学等を活用し、ＩＴ関
連、経理事務等の職業訓練を行いま
す。

都道府県に対する交付金により基金を
造成し、地方公共団体が、職を失った
非正規労働者や中高年齢者等を対象に
一次的な雇用・就業機会を創出しま
す。

事業概要

事業概要

都道府県に対する交付金により基金を
造成し、地方公共団体が創意工夫を凝
らした事業を企画・実施することによ
り、地域求職者等の安定的な雇用機会
の創出を図ります。

高等技術専門校において新規学卒者、
離転職者や障害者などを対象に、企業
現場で即戦力となる人材育成を行いま
す。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

ちば企業人スキルアップ
セミナー事業

商工労働部
産業人材課

キャリア形成支援室
（043-223-2762）

障害者の態様に応じた多
様な職業訓練

商工労働部
産業人材課

障害者就労支援室
(043-223-2756)

ジョブカフェちば事業

商工労働部
雇用労働課

雇用就労支援室
（043-223-2745）
ジョブカフェちば
（047-426-8471）

地域若者サポートステー
ション事業

商工労働部
雇用労働課

雇用就労支援室
（043-223-2745）
ちば仕事プラザ
（047-351-5531）

千葉県求職者総合支援セ
ンター事業
（緊急雇用創出事業）

商工労働部
雇用労働課

雇用就労支援室
(043-223-2933)

高等技術専門校において、県内中小企
業等の在職者を対象に技能向上を図る
短期集中訓練を実施します。

専修学校、社会福祉法人及び企業等を
活用し、障害者の能力、適性及び地域
の障害者の雇用ニーズに対応したパソ
コン、軽作業等の職業訓練を行いま
す。

事業概要

若年無業者の職業的自立を支援するた
め、通所型の施設として「ちば地域若
者サポートステーション」を設置し、
専門的な相談及び自立支援プログラム
の提供などを行います。

「ジョブカフェちば」では、若者の正
規雇用に向け、独自の求人開拓を行う
ほか、実践的なセミナーなど多様なメ
ニューを実施し、若年求職者のニーズ
に応じた支援を行います。

離職を余議なくされた求職者に対する
総合的な就業・生活支援を行うととも
に、新たに女性や中高年齢者などの就
職困難者に対する就労支援機能の充実
を図ります。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

労働相談事業

商工労働部
雇用労働課
労働政策室

(043-223-2743)

労働者福祉資金融資制度

商工労働部
雇用労働課
労働政策室

(043-223-2743)

事業概要

「千葉県労働相談センター」におい
て、賃金不払いや解雇など様々な雇用
労働問題やメンタルヘルスなどでお悩
みの方に対して、専門の相談員が問題
解決に向けた相談を行います。
相談時間：開庁日の9時～20時
（17時以降は電話のみ）
相談場所：県庁本庁舎2階
電話番号：043-223-2744
※弁護士による特別労働相談及び臨床
心理士による働く人のメンタルヘルス
特別労働相談は要予約

労働者の生活の安定を支援するため低
利融資を行います。
対象者：
1　中小企業にお勤めの方
2　育児･介護休業中の方
3　離職中の方
・中小企業労働者生活安定資金
　融資額100万円以内、金利年2.2%
・育児・介護休業者生活安定資金
　融資額50万円以内（休業期間3ヶ月以
下の場合）・100万円以内（休
業期間3ヶ月超の場合）、金利年1.9%
・離職者生活安定資金
　一般資金30万円以内、金利年1.5%
　特別資金20万円以内、金利年1.5%
※限度額は一般・特別あわせて50万円
以内

22



　ア　消費者保護

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

消費者行政活性化基金事業

環境生活部
県民生活課

消費者行政推進室
（043-223-2296）

消費者センター運営事業

環境生活部
県民生活課

消費者行政推進室
(043-223-2293)

貸金業指導事業

環境生活部
県民生活課
調査指導室

(043-223-2271)

事業者指導事業

環境生活部
県民生活課
調査指導室

(043-223-2262)

多重債務問題対策事業

環境生活部
県民生活課

消費者行政推進室
(043-223-2292)

３　子育て支援、高齢者支援、安全安心などの県民生活に対する支援

悪質な事業者に対して、関係法令や条
例等に基づき、必要な調査、報告徴
収、立入検査、業務改善指示、指導、
勧告、業務停止命令、公表等を行うと
ともに、消費者被害の未然防止や拡大
防止を図ります。

多重債務問題解決のため、相談窓口の
周知等を図るキャンペーンや多重債務
者への無料相談会を実施します。

貸金業法等に基づき貸金業者の登録及
び指導・監督を行うとともに、債務者
からの苦情・相談を行い、業務の適正
化を図ります。

県消費者センターにおいて消費生活や
個人情報に関する相談及び苦情等の処
理を行います。また、国の消費者行政
施策に対応し、消費生活相談体制の充
実強化を図ります。

事業概要

県及び市町村の消費生活相談体制の充
実・機能強化や、多重債務者等への生
活再建サポート業務の実施等、消費者
行政活性化に向け、消費者行政活性化
基金を活用して、集中的に取組みま
す。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

消費者教育啓発事業

環境生活部
県民生活課

消費者行政推進室
(043-223-2293)

振り込め詐欺撲滅に向け
た捜査活動の充実強化

警察本部
刑事部捜査二課
（043-201-0110）

　イ　低所得世帯及び生活基盤が弱い母子家庭への貸付

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

離職者等生活・就労等支
援対策事業

健康福祉部
健康福祉指導課
保護・自立支援室
(043-223-2309)

母子寡婦福祉資金貸付金

健康福祉部
児童家庭課

子ども家庭支援室
(043-223-2320)

県営住宅の提供による住
宅支援

県土整備部
住宅課

県営住宅管理室
(043-223-3280)

事業概要

緊急雇用創出事業等臨時特例基金の住
まい対策拡充等支援事業分を活用し
て、求職中の生活困窮者向けの各種事
業を実施します。

解雇・雇止めになった住宅困窮者に県
営住宅を提供します。

消費者ﾄﾗﾌﾞﾙを未然に防ぐため、消費者教
育の充実に努めます。また、消費者教育、
啓発の一層の推進を図るため、消費者団
体等と共催で消費者ﾌｫｰﾗﾑの開催や、教
育現場での消費者教育の実施を目的とす
る教員向け研修会の開催などを実施しま
す。

振り込め詐欺に対する県民の「抵抗
力」を醸成し、その発生を抑止するた
め、効果的な広報啓発活動を実施しま
す。

母子家庭の経済的自立を支援するた
め，生活資金の一部を貸し付けます。

事業概要
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　ウ　防災・耐震化の推進

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

健康福祉部
児童家庭課

虐待防止対策室
(043-223-2322)

健康福祉部
障害福祉課

施設福祉推進室
(043-223-2646)

医療施設耐震化整備基金
事業

健康福祉部
医療整備課

医療体制整備室
(043-223-3886)

医療施設耐震整備事業

健康福祉部
医療整備課

医療体制整備室
(043-223-3886)

旧警察本部別館耐震改修
事業

総務部
管財課

庁舎整備室
(043-223-2108)

県立学校大規模改修事業

教育庁
企画管理部
財務施設課
施設室

（043-223-4153）

県立学校耐震化推進事業

教育庁
企画管理部
財務施設課
施設室

(043-223-4153)

旧警察本部別館の耐震化工事を実施し
ます。

社会福祉施設等の安全・安心を確保す
るため、社会福祉施設等の耐震化及び
スプリンクラーの整備に対して助成し
ます。

社会福祉施設等耐震化等
臨時特例基金事業

事業概要

火災発生時に自力で避難することが困
難な方が入所する乳児院の安全・安心
の確保することを目的に，スプリンク
ラーの整備に対して助成します。

国の交付金により造成した基金を活用
して、災害拠点病院等の耐震工事費に
対し助成します。

地震発生時において必要な医療提供体
制の維持を図るため、医療施設の耐震
化又は補強等に係る経費に対し助成し
ます。

県立学校の校舎・体育館等で、耐震診
断の結果、補強を要すると判定された
建物について、緊急度の高いものか
ら、計画的に耐震化工事を実施しま
す。

県立学校の老朽化等に伴う改修工事を
実施します。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

県立美術館耐震改修等整
備事業

教育庁
教育振興部
文化財課
学芸振興室

(043-223-4127)

旧印旛高校校舎解体事業

教育庁
企画管理部
財務施設課
施設室

(043-223-4153)

　エ　学校教育の振興

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

私立高等学校等就学支援
事業

総務部
学事課

私学振興室
(043-223-2155)

特別支援学校分校・分教
室整備事業

教育庁
企画管理部
財務施設課
施設室

(043-223-4153)

家庭の教育費負担の軽減を図るため、
私立高等学校等の生徒に対し授業料の
一定額（118,800円）を助成します。
なお、低所得世帯の生徒については、
所得に応じて、助成金額の1.5倍～2倍
した額を上限として助成します。

特別支援学校の児童生徒の増加に伴う
過密化・教室不足に対応するため、高
等学校の空き校舎などを活用して特別
支援学校の分校・分教室を整備しま
す。

総務部
学事課

私学振興室
(043-223-2155,2156)

私立学校の振興と保護者負担の軽減を
図るため、高校・幼稚園については県
単独の補助単価の上乗せを増額し、学
校法人の教育に要する経常的経費に対
する助成を拡充します。

・高等学校等教育改革推進経費
・幼稚園「親と子の育ちの場」推進経
費
・幼稚園特別支援教育経費

私立学校経常費補助

県立美術館の耐震改修、設備改修及び
劣化に伴う内外装の改修等のため意匠
設計を行います。

平成22年4月に新設移転し、現在使用さ
れなくなった印旛高校の校舎解体工事
を行います。

事業概要

事業概要
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　オ　福祉人材の確保

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

社会福祉施設職員養成事
業貸付金（補助事業）

健康福祉部
健康福祉指導課
調整指導室

(043-223-2304)

健康福祉部
障害福祉課

障害者計画推進室
（043-223-2935）

健康福祉部
健康福祉指導課
調整指導室

(043-223-2304)

健康福祉部
健康福祉指導課
調整指導室

(043-223-2606)

福祉介護人材の緊急的な確保を図る措
置（進路選択学生等支援事業、潜在的
有資格者等養成支援事業、複数事業所
連携事業、職場体験事業、福祉人材確
保対策地域連携コーディネート事業、
福祉・介護人材マッチング支援事業、
キャリア形成訪問指導事業）を実施し
ます。

事業概要

介護福祉士又は社会福祉士の養成施設
に在学する者に対し、修学資金を貸付
けることにより、県内の社会福祉施設
等において介護福祉士又社会福祉士の
業務に従事することを促進するととも
に、その定着を図ります。

福祉・介護人材の確保のため、元気な
高齢者の介護現場における就労等の可
能性を検討するための調査や、講演会
の開催など広報によるきっかけ作りを
行います。

障害者自立支援対策及び
福祉・介護人材確保対策
臨時特例基金事業

国の交付金により造成した基金を活用
して、事業者に対する運営の安定化等
を図るとともに、新体系サービスへの
円滑な移行等を図る事業を実施しま
す。
また、福祉・介護人材の緊急的な確保
や処遇の改善を図ります。
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　カ　保健医療体制の整備・子育て支援

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

健康福祉部
医療整備課

自治体病院対策室
(043-223-3902)

健康福祉部
健康福祉政策課

政策室
(043-223-2609)

健康福祉部
健康づくり支援課

食と健康・がん対策室
(043-223-2482)

健康福祉部
健康づくり支援課
健康ちば推進室
(043-223-2403)

事業概要

地域医療再生計画に基づき、山武長生
夷隅医療圏において、転院搬送体制の
底上げによる救急医療資源の効率的・
効果的活用を図るため、回復期リハビ
リテーション病棟の整備を行う医療機
関に対し助成します。

地域医療再生計画に基づき、自治体病
院の連携・機能強化、救急医療の確
保、医師・看護師確保等の事業を実施
します。

地域医療再生臨時特例基
金事業

地域医療再生計画に基づき、地域医療
連携バスの普及や医療機関の連携・
ネットワーク化の促進などのための事
業を実施します。

地域医療再生計画に基づき、東京大学
に寄附プロジェクトを設置し、高齢化
が急速に進行している柏市豊四季団地
をモデルフィールドとして、千葉大
学、柏市、地域医療関係者等と連携
し、在宅医療を担う医師を対象とした
教育プログラムの開発や研修・育成、
また、在宅医療を担う医師の連携など
による在宅医療システムモデルを構築
します。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

こども病院分娩機能の整
備

病院局
経営管理課

経営企画戦略室
（043-223-3966）

すこやか出産応援事業
（基金事業）

健康福祉部
児童家庭課

子ども家庭支援室
(043-223-2329)

子ども医療費助成事業

健康福祉部
児童家庭課

子ども家庭支援室
(043-223-2329)

子ども手当支給事業

健康福祉部
児童家庭課
少子化対策室

（043-223-2317）

子どもの健やかな育ちを支援するため
に、中学校修了前までの児童に子ども
手当を支給します。県は、従来の児童
手当に相当する額の一部を負担しま
す。

妊婦の健康管理の充実を図るため，市町
村が実施する妊婦の健康診査に係る費用
を市町村に助成します。

子どもの医療費に対する助成の対象者
を，22年12月から小学校３年生までに
拡大し，子どもの保健医療対策の一層
の充実を図ります。

高度専門的な治療が必要な異常新生児
に対し出生前後の一貫した治療を行う
ため、千葉県こども病院に分娩機能を
整備します。

事業概要
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

健康福祉部
児童家庭課
少子化対策室

（043-223-2321）

健康福祉部
児童家庭課
少子化対策室

（043-223-2317）

健康福祉部
児童家庭課

子ども家庭支援室
(043-223-2320)

健康福祉部
児童家庭課
企画調整班

(043-223-2323)

健康福祉部
児童家庭課

虐待防止対策室
(043-223-2357)

交通バリアフリー対策事
業

総合企画部
交通計画課
交通企画室

(043-223-2063)

（児童養護施設等環境整備事業）
児童養護施設等の退所者等の就業支
援，生活向上のための環境改善及び施
設職員等の研修等に助成します。

（地域子育て創生事業）
地域の実情に応じた創意工夫のある子
育て支援活動に関する取組に助成しま
す。

（児童虐待防止対策緊急強化事業【新
規】）
児童相談所等における児童の安全確認
のための体制強化，児童虐待防止対策
強化のための広報啓発，児童相談所等
の体制強化のための環境改善等に助成
します。

（子育て安心応援事業）
・保育所等の施設整備費の補助
・保育所入所児童の送迎サービス
・家庭的保育に係る改修費・検収費用
の補助　を行います。

安心こども基金事業

事業概要

（ひとり親家庭等支援事業）
母子家庭の母の経済的自立に効果的な
資格の取得を支援するため給付してい
る，高等技能訓練促進費を拡充しま
す。

高齢者や障害者等の利便性、安全性の
向上を図るため、公共交通機関である
鉄道駅エレベーター等の整備や路線バ
スへの超低床ノンステップバス等の導
入経費に対し助成し、バリアフリー化
を推進します。

30



施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

保育対策等促進事業

健康福祉部
児童家庭課
少子化対策室

（043-223-2317）

放課後児童の健全な育成

健康福祉部
児童家庭課
少子化対策室
(043-223-2317)

健康福祉部
高齢者福祉課
施設福祉推進室
(043-223-2347)

健康福祉部
健康福祉指導課
調整指導室

(043-223-2606)

国の交付金により造成した基金を活用
して、市町村の実施する小規模な介護
施設等の整備事業及び特別養護老人
ホーム・有料老人ホーム等のスプリン
クラー整備事業等に対し助成します。
また、新たに地域の福祉活動の拠点整
備など地域の支え合い活動の体制づく
りを支援します。

事業概要

介護基盤緊急整備等臨時
特例基金事業

地域の社会資源である余裕教室・空き
店舗・倉庫等を、地域福祉の拠点とし
て改修・整備する場合に、これを支援
する市町村に助成を行います。

保護者が就労等により昼間家庭にいな
い主に小学校低学年児童（放課後児
童）に対し，授業の終了後に小学校の
余裕教室等を利用して適切な生活の場
を与える放課後児童クラブの運営及び
施設整備を支援します。

仕事と子育ての両立や，安心して子育
てができる環境整備を推進するため，
パート勤務等の多様な就労形態に対応
して必要な日時に児童を預かる特定保
育や，病院・保育所で行う病気児童保
育等に対して助成する。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

健康福祉部
保険指導課
介護保険室

(043-223-2834)

健康福祉部
高齢者福祉課
施設福祉推進室
(043-223-2347)

健康福祉部
医療整備課
管理指導室

(043-223-3879)

富浦学園施設整備事業

健康福祉部
児童家庭課

虐待防止対策室
(043-223-2322)

老人福祉施設整備事業補
助

健康福祉部
高齢者福祉課
施設福祉推進室
（043-223-2347）

東上総児童相談所一時保
護所設置事業

健康福祉部
児童家庭課

虐待防止対策室
(043-223-2322)

県立障害者施設整備事業

健康福祉部
障害福祉課

施設福祉推進室
(043-223-2339)

介護職員処遇改善等臨時
特例基金事業

袖ヶ浦福祉センター及び千葉リハビリ
テーションセンターの施設を整備しま
す。

特別養護老人ホームや短期入所居室
（ショートステイ）の施設整備を進め
ます。特に特別養護老人ホームについ
て、平成２１年度から２３年度までの
間は臨時的な補助単価の加算措置を行
い、緊急的に整備を促進します。

児童虐待の増加等に対応するため，東
上総児童相談所に一時保護所を設置し
ます。

特別養護老人ホーム等の円滑な開設の
ため、施設の開設準備に要する経費等
に対し助成します。

他の業種との賃金格差を縮め、介護が
確固とした雇用の場として成長してい
けるよう介護職員の処遇改善に取り組
む事業者へ資金の交付を行います。

事業概要

介護老人保健施設の円滑な開設のた
め、施設の開設準備に要する経費に対
して助成します。

老朽化・狭隘化が著しい県立児童養護
施設「富浦学園」の居住環境の改善等
を図るため，建て替えを進めます。
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　キ　その他

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

地域自殺対策緊急強化基
金事業

健康福祉部
健康づくり支援課

自殺対策班
(043-223-2668)

新型インフルエンザ対策
事業

健康福祉部
薬務課

企画指導室
(043-223-2614)

子宮頸がん等ワクチン接
種促進基金事業
【新規】

健康福祉部
疾病対策課
感染症対策室
(043-223-2665)

治山事業

農林水産部
森林課

森林基盤整備室
(043-223-2962)

林道事業

農林水産部
森林課

森林基盤整備室
(043-223-2962)

森林整備加速化・林業再
生基金事業

農林水産部
森林課

林業振興室
（043-223-2954）
森林づくり推進室
（043-223-3630）

崩壊地及びその危険の高い山地等の復
旧・予防等の工事及び荒廃した保安林
の復旧・再整備等を行います。

事業概要

新型インフルエンザによる健康被害の
拡大や、社会・経済機能の低下などの
影響を最小限に抑制するため、抗イン
フルエンザウイルス薬（タミフル・リ
レンザ）を備蓄します。

国の自殺対策緊急強化交付金により造
成した基金事業として、県や市町村等
において自殺対策強化としての相談支
援・人材養成・啓発普及等の事業を行
います。

国の「子宮頸がん等ワクチン接種緊急
促進臨時特例交付金」により設置する
「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進
臨時特例基金」を活用して、市町村が
行う、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブ
ワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン
接種事業に対し補助します。

計画的な森林整備のため、林道の開
設、改良及び維持管理を行います。

森林整備加速化・林業再生基金を活用
し、県内の森林整備を促進するために
実施する、間伐等の事業に対して助成
します。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

移動交番車配備事業

警察本部
地域部地域課
警務部警務課

（043-201-0110）

環境生活部
生活・交通安全課

生活安全室
（043-223-2333）

警察本部
生活安全部

生活安全総務課
（043-201-0110）

（地域安全パトロール事業）
ひったくりなどの街頭犯罪の発生を未
然に防止するため、国の交付金により
造成した基金を活用し、街頭犯罪の多
発地域において防犯パトロールや防犯
啓発活動を行います。
（緊急雇用創出事業）

県民の身近で活動する移動交番車を全
県下に配備することにより、地域の防
犯力を強化し、安全・安心なまちづく
りを推進するため、未配備の地域に車
両１３台を増配備します。

（ひったくり防止対策事業）
多発しているひったくり犯罪への対策
として、市町村が実施する防犯カメラ
の設置事業に対して助成します。ま
た、県民の防犯意識を高めるため、テ
レビＣＭの製作・放映等によりひった
くり防止の広報・啓発を行います。

ひったくり対策事業
【新規】

事業概要
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４　新たな成長につながる地域経済活性化、インフラの整備

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

ちばの地域力向上・タイ
アップ事業

総合企画部
政策企画課
地域振興室

（043-223-2441）

幕張新都心の持つ魅力を
高めるための千葉市との
共同調査事業
【新規】

商工労働部
経済政策課

産業地域整備室
(043-223-2714)

旅フェア2011出展及び物
産展事業

商工労働部
観光課

観光団体支援室
(043-223-2414)

宿泊・滞在型観光推進事
業

商工労働部
観光課

観光企画室
(043-223-2415)

東京湾アクアラインを活
用した観光プロモーショ
ン

商工労働部
観光課

観光プロモーション室
(043-223-2412)

観光立県全国キャンペー
ン事業

商工労働部
観光課

観光プロモーション室
(043-223-2412)

（１）地域経済活性化対策

市町村や市民団体、大学、企業等が連
携・協働して行う、アクアラインを活
用した地域づくりなどの取組に対して
助成し、県内地域の「地域力」の向上
を図ります。

幕張メッセで開催される「旅フェア
2011」に観光ＰＲの千葉県ブースを出
展します。
また、県産品を紹介・販売する物産展
を開催します。

東京湾アクアラインを活用した観光
キャンペーンを行い、アクアライン及
び本県観光のＰＲを行います。

地域が主体となって実施する宿泊・滞
在型観光の取組に対して助成します。

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
町村との連携、メディアの活用によ
り、各季節に対応した観光キャンペー
ンを実施します。

事業概要

幕張新都心の魅力を高め、首都圏にお
ける交流拠点都市としての存在感を強
化するため、土地利用の高度化や回遊
性の確保、大規模集客イベントの波及
効果拡大などに関する具体策について
の調査検討を、千葉市と共同で行いま
す。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

観光地魅力アップ緊急整
備事業

商工労働部
観光課

観光企画室
(043-223-2415)

サイクルツーリズムモデ
ル事業
【新規】

商工労働部
観光課

観光企画室
（043-223-2415）

伝統的工芸品新ブランド
検討事業
【新規】

商工労働部
観光課

観光団体支援室
（043-223-2414）

立地企業補助金

商工労働部
企業立地課
誘致推進室

(043-223-2444)

戦略的企業誘致の推進

商工労働部
企業立地課
誘致推進室

(043-223-2444)

工業団地整備検討事業

商工労働部
企業立地課
誘致推進室

(043-223-2444)

県内の伝統的工芸品を新たな観光土産
品として商品化する可能性について、
伝統的工芸品の制作現場の意見や、デ
ザインやマーケティングの専門家のア
ドバイスを踏まえ、調査検討を行いま
す。

本県で優位性の高いサイクリングを活
用した特色ある観光振興を図るため、
H22の調査結果を踏まえた、サイクル
ツーリズムのモデル事業を実施しま
す。

事業概要

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、観光案内版、観光
案内所党の設置・改修について、その
経費の一部を補助します。特に、民間
観光施設の公衆トイレについては、県
としての助成内容を拡充します。

新たな工業団地の整備を市町村と共同
して行うにあたり、平成22年度に選定
した候補地を対象として、採算性や課
題の解決策について調査を実施すると
ともに、外部有識者による工業団地整
備検討委員会において、専門的な立場
から検討を行います。

本県への企業立地を促進するため、企
業訪問や企業誘致セミナーなどの企業
誘致に取り組みます。また、首都圏と
並んで経済の中心地であり、多くの企
業の本社が集積する関西地区における
企業誘致を強化するため、新たに大阪
に企業誘致専門員を駐在させます。

県内への企業立地を促進するため、立
地企業に対する助成を行い、戦略的な
企業誘致を推進します。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

千葉港千葉中央ふ頭コン
テナターミナル利用拡大
事業

県土整備部
港湾課

港湾振興室
(043-223-3835)

東京湾アクアライン料金
引下げ社会実験

県土整備部
道路計画課

高速道路促進室
(043-223-3298)

買い物弱者対策モデル実
証事業
【新規】
（緊急雇用創出事業）

商工労働部
経営支援課

商業・大型店室
(043-223-2824)

平成23年4月1日から26年3月31日まで、
東京湾ｱｸｱﾗｲﾝの通行料金を、ＥＴＣ車
を対象とし、全日、普通車800円、大型
車1,320円などに引下げる社会実験を行
います。

事業概要

高齢化の進展や地域商店街の撤退など
により、買い物弱者の問題が顕著化し
てきていることから、この問題を解決
するために、本県の地域環境に適応し
た新たなビジネスモデルのアイデアを
募集し、ビジネスモデルとして確立が
可能か、実際に事業を実施して検証し
ます。

コンテナターミナル利用者に対して、
コンテナ取扱量に応じた補助を行う事
業を実施します。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

地域グリーンニュー
ディール基金事業

環境生活部
環境政策課
政策室

(043-223-4649)

中小企業における省エネ
設備導入補助金
（地域グリーンニュー
ディール基金事業）

環境生活部
環境政策課

温暖化対策推進室
(043-223-4139)

エコカー・エコドライブ
普及展開事業

環境生活部
大気保全課

自動車公害対策室
（043-223-3802）

森林吸収源対策間伐促進
事業
（再掲）

農林水産部
森林課

森林づくり推進室
(043-223-3630)

（２）　低炭素社会の実現

資金・人材の不足などにより、大企業
に比して省エネ対策が遅れている中小
企業に対して、県が支援を行うことに
より、温室効果ガスの効果的な削減を
図ります。

国（環境省）からの補助金を受けて平
成21年度に造成した千葉県地域環境保
全基金（地域グリーンニューディール
基金）を活用（取り崩し）し、市町村
公共施設の省エネ改修工事をはじめ、
地球温暖化対策等の環境問題を解決す
るための事業に21年度から23年度まで
集中的に取り組みます。

温室効果ガス削減方策として、特に計
画的・集約的・集団的な間伐作業に対
して高率補助し、森林整備を促進する
ことにより、森林吸収源を確保しま
す。

公共交通機関への電気バスの普及を図
るため、電気バスを導入する路線バス
事業者に対し、国と協調して補助を実
施します。

事業概要
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

社会福祉施設事業

健康福祉部

衛生・環境事業

健康福祉部

土地改良事業

農林水産部

道路・橋りょう事業

県土整備部

河川・海岸・砂防事業

県土整備部

（３）　公共事業等

事業概要

子育て安心応援事業（基金事業）
保育所整備促進事業
特別養護老人ホーム建設事業補助　等

国道道路改築事業
県単道路改良事業
橋りょう架換事業
耐震橋りょう緊急架換事業
舗装道路修繕事業
交通安全対策事業
災害防止事業
排水整備事業
橋りょう修繕事業
電線類地中化整備事業　等

河川基盤整備事業
市街地整備河川事業
海岸基盤整備事業
土砂災害防止事業
河川改良事業
河川総合開発事業
河川管理事業
水辺環境整備事業
河川維持事業
水防事業　　等

経営体育成基盤整備事業
県営用排水改良事業
湛水防除事業等公共事業の実施　　等

病院事業会計負担金
公的医療機関整備事業補助
生活排水対策浄化槽推進事業　等
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

港湾整備事業

県土整備部

住宅事業

県土整備部

都市計画事業

県土整備部

教育事業

教育庁

警察施設事業

警察本部

重要・地方港湾事業
特定重要港湾事業
港湾維持事業
港湾整備事業
重要・地方港湾海岸事業
特定重要港湾海岸事業
うるおいのある海岸づくり事業　等

公営住宅建設事業

街路整備事業
都市公園整備事業
組合施行土地区画整理事業費補助
等

高等学校施設整備事業
特別支援学校施設整備事業　等

警察施設整備事業
安全施設整備事業　等

事業概要
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５　グローバル経済を踏まえた海外展開の推進

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

東アジア等における知事
トップセールス

商工労働部
観光課

観光プロモーション室
（043-223-2418）

知事のトップセールスにより、アジア
地域において商談会やイベントを開催
し、県産の加工食品や農水産物の販路
拡大を進めるとともに、本県観光の魅
力をＰＲすることにより、海外での千
葉県の知名度向上を図ります。

（１）知事のトップセールスによる県産品や農水産物の海外展開

事業概要
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

成田空港30万回ビジョン
具体化検討調査

総合企画部
空港地域振興課
空港政策室

(043-223-2283)

国際会議開催補助金
【新規】

商工労働部
経済政策課

産業地域整備室
（043-223-2733）

外国人観光客向けプロ
モーション事業

商工労働部
観光課

観光プロモーション室
（043-223-2418）

外国人観光客受入体制整
備事業

商工労働部
観光課

観光プロモーション室
（043-223-2418）

成田国際空港国内線を活
用した外客広域観光ルー
ト事業
【新規】

商工労働部
観光課

観光プロモーション室
（043-223-2418）

海外映画・ドラマ等ロケ
誘致事業
【新規】

商工労働部
観光課

観光団体支援室
（043-223-2414）

本県への外国人観光客の増加を図るた
め、成田国際空港を擁する優位性を活
かし、東アジアを中心に観光客を積極
的に誘致するためのプロモーション活
動を行います。

成田空港の機能拡充を県内経済の活性
化につなげるため、国際会議の県内誘
致に向けた新たな助成金制度を創設
し、国内外の各地域との誘致競争力を
強化します。

外国人向けパンフレットの作成や海外
旅行代理店等において使用される観光
情報誌への広告を掲載します。
外国語版観光ホームページにおいて情
報を提供します。

海外映画やテレビドラマ等のロケー
ション撮影を県内に誘致し、千葉県の
知名度と外国人旅行者の増加を図りま
す。

成田空港の競争力向上、空港を活用し
た経済活性化を図るため、空港周辺に
おける国際交流・国際ビジネス機能の
強化やカジノを含む複合施設の導入可
能性などについて調査検討を行いま
す。

（２）成田国際空港を活用した経済活性化、観光等の推進

事業概要

国や石川県と連携し、広域観光パンフ
レットの作成や豪州旅行会社の招請旅
行等を実施します。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

中小企業海外販路拡大事
業

商工労働部
経済政策課
政策室

(043-223-2703）
(独)日本貿易振興機構千葉

貿易情報センター
(043-271-4100）

中小企業外国出願支援事
業

商工労働部
産業振興課
産業企画室

(043-223-2719)
(財)千葉県産業振興セン

ター
(043-299-2653)

バイオ関連海外ビジネ
ス・研究開発交流支援事
業

商工労働部
産業振興課
新産業創造室
(043-223-2725)

県産農林水産物の輸出促
進事業
【再掲】

農林水産部
生産販売振興課
販売流通対策室
(043-223-3085)

事業概要

県内企業等と海外企業等との技術提携
や販路拡大を支援するとともに、海外
のバイオ・ライフサイエンス分野の学
術機関等との連携を進め、国内のみな
らず海外バイオ関連産業・学術情報が
集まる世界に開かれた国際的なバイオ
関連産業集積への取組を進めます。

高い技術力や優秀な製品で国際展開を
図ろうとする中小企業に対して、外国
出願に要する経費の一部を助成するこ
とにより、外国での権利化を促し、侵
害等による被害を未然に防止すること
で、県内中小企業の国際競争力の向上
及び経営基盤の強化を図ります。
（（財）千葉県産業振興センターで実
施）

貿易相談、マッチング支援、専門家派
遣等を実施し、中小企業の海外取引を
促進します。
（（独）日本貿易振興機構千葉貿易情
報センターで実施）

（３）企業の海外販路の開拓など

輸出による海外販路の開拓と拡大に向
けた活動に対して支援します。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

県立学校施設整備事業

教育庁
企画管理部
財務施設課
施設室

（043-223-4153）

県立学校耐震化推進事業

教育庁
企画管理部
財務施設課
施設室

(043-223-4153)

災害防止事業

県土整備部
道路環境課
企画調整室

(043-223-3139)

舗装道路修繕事業

県土整備部
道路環境課
企画調整室

(043-223-3139)

交通安全施設整備事業
警察本部
交通規制課

（043-201-0110）

東葛テクノプラザ施設・
設備整備事業

商工労働部
産業振興課
産業技術室

(043-223-2718)
東葛テクノプラザ
(04-7133-0139)

交通安全の確保や沿道住民の生活環境
の向上を図るため道路の舗装修繕を実
施します。
14路線16箇所　L=5.8ｋｍ

国の「きめ細かな交付金」を活用し、
交通信号機２０基を新設します。

東葛テクノプラザは開所から１０年が
経過し、各種設備の経年劣化が進んで
いる。機器の更新及び施設の改修を早
期に実施します。

Ⅱ　2月補正予算等～総合経済対策関連～

県立学校の校舎・体育館等で、耐震診
断の結果、補強を要すると判定された
建物について、緊急度の高いものか
ら、計画的に耐震化工事を実施しま
す。

安全・安心の確保のため、道路のり面
の防災対策を実施します。
12路線20箇所

（１）地域活性化交付金事業（きめ細かな交付金・住民生活に光をそそぐ交付金）

事業概要

国の交付金により造成した基金を活用
し、県立学校の老朽化等に伴う改修工
事を実施します。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

いじめ撲滅に向けた啓発
事業

教育庁
教育振興部
指導課

生徒指導室
（043-223-4054）

犯罪被害者支援対策事業
警察本部

警務部警務課
（043-201-0110）

施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

高等技術専門校訓練生支
援業務

商工労働部
産業人材課

キャリア形成支援室
（043-223-2752）

アグリトップランナー育
成支援事業

農林水産部
担い手支援課
担い手育成室
(043-223-2905)

ちば新農業人サポート事
業

農林水産部
担い手支援課
担い手育成室
(043-223-2905)

企業等農業参入支援事業

農林水産部
担い手支援課
担い手育成室
(043-223-2904)

高等技術専門校において「訓練・生活
支援給付金」の事務を行う臨時職員を
配置します。

学卒就農者や定年帰農者など、多様な
新規就農希望者に対し、相談・研修等
を実施し、就農を支援します。

国の「住民生活に光をそそぐ交付金」
を活用し、適切な被害者支援を行うと
ともに犯罪は許されないという規範意
識の向上を図るため、犯罪被害者支援
等に関するＤＶＤを作成します。

いじめゼロ宣言やいじめについて相談
できる機関を記載したクリアホルダー
を県内全ての児童生徒に配付し、いじ
め撲滅のための啓発を行います。

企業等の農業参入を促進するため、機
械の導入・施設整備等に対して助成し
ます。

事業概要

事業概要

（２）その他の経済対策関連事業

年間販売額3,000万円以上の企業的経営
体を育成するため、研修会の開催、中
小企業診断士等によるコンサルテー
ション、企業的経営を目指した生産・
販売力強化等の取組を支援します。
なお、企業的経営を目指した生産・販
売力強化等の取組を支援については補
助事業であり、補助率1/2。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

担い手への農地集積事業

農林水産部
担い手支援課
農業経営支援室
(043-223-2890)

森林病害虫等防除事業

農林水産部
森林課

森林づくり推進室
(043-223-3630)

「グリーン・ブルーツー
リズムinちば」推進事業

農林水産部
農村振興課
地域振興室

(043-223-2862)

水田自給力向上対策事業

農林水産部
生産販売振興課
農産振興室

(043-223-2980)

耕作放棄地活用推進事業

農林水産部
農村振興課
地域振興室

(043-223-2862)

生産基盤である農地を、担い手への面
的集積等により最大限有効活用してい
くための措置を講じます。

食料自給力・自給率の向上を図るた
め、水田を有効活用して、新規需要米
（飼料用米や米粉用米）の作付拡大を
行う取組みを支援する。

松林に対して薬剤散布及び被害木の伐
倒駆除を実施し、海岸の保安林等機能
の高い松林を保全します。

事業概要

耕作放棄地の発生防止と解消、有効活
用を促進するため、地域で行なう耕作
放棄地の再生作業（障害物除去・深
耕・整地等）への支援及び、都市農業
地域の耕作放棄地を中心に、障害物除
去等の農地再生利用活動への支援を行
います。

都市と農山漁村との交流を促進するた
め、グリーン・ブルーツーリズムの担
い手を養成するとともに、市町村が行
う都市住民を受け入れる体制の整備や
地域資源の有効活用のための連携方策
の検討等を支援します。
また、都市住民の多様なニーズに対応
する良質なグリーン・ブルーツーリズ
ム資源の一層の活用を図るため、体験
農園等における簡易な施設整備を支援
します。
加えて、農林水産物直売所の運営団体
を委託先とし、これら施設の紹介や案
内をする人材を配置し、地域の交流拠
点としての機能の充実を図り、地域全
体の交流人口を増加させ、地域の活性
化を支援します。
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

水産総合研究センター施
設整備事業

農林水産部
水産局漁業資源課

栽培推進室
(043-223-3037)

水産基盤ストックマネジ
メント事業

農林水産部
水産局漁港課
漁港整備室

(043-223-3021)

社会福祉施設等耐震化等
臨時特例基金事業

健康福祉部
障害福祉課

施設福祉推進室
(043-223-2646)

医療施設耐震化臨時特例
基金事業

健康福祉部
医療整備課

医療体制整備室
(043-223-3886)

文書館施設改修事業

総務部
政策法務課
文書室

(043-223-2152)

私立学校経常費補助

総務部
学事課

私学振興室
(043-223-2155,2156)

私立高等学校等就学支援
事業
【新規】

総務部
学事課

私学振興室
(043-223-2155)

社会福祉施設等の安全・安心を確保す
るため、社会福祉施設等の耐震化及び
スプリンクラーの整備に対して助成し
ます。

事業概要

家庭の教育費負担の軽減を図るため、
私立高等学校等の生徒に対し授業料の
一定額（118,800円）を助成します。な
お、低所得世帯の生徒については、所
得に応じて、助成金額の1.5倍～2倍し
た額を上限として助成します。

・勝浦生産開発室のマダイ親魚棟改築
工事
・内水面水産研究所空調設備更新工事

経年変化により老朽化の進行した漁港
施設を計画的な取組により長寿命化と
更新コストの平準化を図ります。

国の交付金により造成した基金を活用
して、災害拠点病院等の耐震工事費に
対し助成します。

文書館の建物の外壁と非常用蓄電池設
備の劣化に伴い、文書館を安全に利用
できる環境に整備するため、改修工事
を行います。

私立学校の振興と保護者負担の軽減を
図るため、高校・幼稚園については県
単独の補助単価の上乗せを増額し、学
校法人の教育に要する経常的経費に対
する助成を拡充します。
・高等学校等教育改革推進経費
・幼稚園「親と子の育ちの場」推進経
費
・幼稚園特別支援教育経費

47



施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

図書館施設整備事業

教育庁
教育振興部
生涯学習課

社会教育振興室
（043-223-4071）

総合教育センター施設整
備事業

教育庁
教育振興部
指導課

学力推進室
(043-223-4052)

体育施設整備事業

教育庁
教育振興部
体育課

スポーツ振興室
(043-223-4106)

障害者自立支援対策及び
福祉・介護人材確保対策
臨時特例基金事業

健康福祉部
障害福祉課

障害者計画推進室
（043-223-2935）

子ども医療費助成事業

健康福祉部
児童家庭課

こども家庭支援室
(043-223-2329)

介護基盤緊急整備等臨時
特例基金事業

健康福祉部
高齢者福祉課
施設福祉推進室
(043-223-2347)

東上総児童相談所一時保
護所設置事業

健康福祉部
児童家庭課

虐待防止対策室
(043-223-2322)

総合教育センター本館の冷暖房設備に
ついて設備の更新及び改修を行いま
す。

子どもの医療費に対する助成の対象者
を、本年１２月から新たに小学校３年
生までに拡大し、子どもの保健医療対
策の一層の充実を図ります。

児童虐待の増加等に対応するため、東
上総児童相談所に一時保護所を設置し
ます。

総合スポーツセンター内のスポーツ科
学センター空調設備（冷温水機）の整
備及び競技用備品の整備等を実施しま
す。
国際総合水泳場のメインプール可動床
桟橋の改修等を実施します。
国の交付金により造成した基金を活用
して、事業者に対する運営の安定化等
を図るとともに、新体系サービスへの
円滑な移行等を図る事業を実施しま
す。また、福祉・介護人材の緊急的な
確保や処遇の改善を図ります。

国の交付金により造成した基金を活用
して、市町村の実施する小規模な介護
施設等の整備事業及び特別養護老人
ホーム・有料老人ホーム等のスプリン
クラー整備事業に対し助成します。

図書館設備等の老朽化に伴う整備を行
います。

事業概要
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施策・事業名
部局課名
担当課・室名
（ＴＥＬ）

地域自殺対策緊急強化基
金事業

健康福祉部
健康づくり支援課

自殺対策班
(043-223-2668)

健康福祉部
薬務課

企画指導室
(043-223-2614)

健康福祉部
疾病対策課
感染症対策室
(043-223-2665)

子宮頸がん等ワクチン接
種促進基金事業
【新規】

健康福祉部
疾病対策課
感染症対策室
(043-223-2665)

森林整備加速化・林業再
生基金事業

農林水産部森林課
林業振興室

（043-223-2954）
森林づくり推進室
（043-223-3630）

県民活動促進事業
【新規】

環境生活部
県民活動・文化課
ＮＰＯ法人室
事業推進室

(043-223-4147,4166)

ひったくり緊急対策事業
【新規】

警察本部
刑事部刑事総務課
地域部地域課

（043-201-0110）

身近な地域課題の解決にあたる県民及
び民間の団体（公益法人、市民活動団
体、まちづくり団体、地縁組織等）の
自立的な活動を後押しし、地域の課題
解決等の取組みを促進するため、千葉
県県民活動促進臨時特例基金を活用し
て２３年度から２年間集中的に取り組
みます。

森林整備加速化・林業再生基金を活用
し、県内の森林整備を促進するために
実施する、間伐等の事業に対し助成し
ます。

強い病原性を持つ新型インフルエンザ
の発生に備え、日ごろから関係機関相
互の情報共有や知識の習得、健康危機
を想定した訓練等を実施します。ま
た、県民からの電話相談に対応しま
す。さらに入院医療機関設備整備を実
施します。

国の「子宮頸がん等ワクチン接種緊急
促進臨時特例交付金」により設置する
「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進
臨時特例基金」を活用して、市町村が
行う、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブ
ワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン
接種事業に対し補助します。

新型インフルエンザによる健康被害の
拡大や、社会・経済機能の低下などの
影響を最小限に抑制するため、抗イン
フルエンザウイルス薬（タミフル・リ
レンザ）を備蓄します。

新型インフルエンザ対策
事業

県や市町村等において、自殺対策強化
として相談支援、人材養成、普及啓発
等の事業を行います。

ひったくり事件の検挙・抑止のため、
捜査用自動二輪車の増車や防犯啓発用
の機器整備を行う。

事業概要
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