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千葉県千葉市地域 基本計画 

 

１ 産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する目標 

（１）地域の特色と目指す産業集積の概要について 

（地理的条件、既存の産業集積の状況、インフラの整備状況等地域の特色について） 

【地理的条件等】 
・本市は、首都圏東側に位置し、東京湾に面した１９㎞におよぶ海岸線をもち、大都市で

ありながら、内陸部は緑豊かな丘陵地域となっている。戦後に東京のベッドタウンとし

て急速な市街地化が進んだが、今でも郊外においては、山林等の自然も比較的多く残っ

ており、温暖な気候と肥沃な土地、豊かな緑と水辺など自然環境に大変恵まれている。 

・総人口は全県の約１５％を占める９３．６万人(Ｈ１９．９現在)、市域面積約２７２ｋ㎡

を擁し、平成４年に全国で１２番目の政令指定都市となった。都心まで約４０㎞、関東

地域の新たな交通網である東京湾アクアラインまで約３０㎞、成田国際空港まで約３０

㎞と首都圏、国内、さらには国外からもアクセスが容易であり、高速交通体系、鉄道網

が整備されているほか、国内屈指の貨物取扱高を誇る「特定重要港湾」千葉港を有し、

首都圏はもとより、海と空の両面から海外を視野におさめることができるなど、新産

業・事業活動にとっては極めて優位な位置にある。 

・また、本市は、業務核都市として、首都機能の一翼を担う「千葉都心地区」、先端成長

産業の中枢業務・研究開発・高度学術教育機能等の集積を促進する「幕張新都心地区」、

臨海部の未利用地の活用・整備による新産業導入を目指す「蘇我副都心地区」など、地

域の特性を活かしたプロジェクトを推進しており、これらの中で、地域産業資源を活か

した新事業創出等の産業集積に取り組んでいるところである。 

【既存の産業集積状況】 
・臨海部においては、京葉工業地帯の一翼を担う鉄鋼・電力・食品等の素材型工業集積が

形成されており、特に蘇我地区の産業集積は、高度な環境・リサイクル・新素材分野を

はじめとした新規産業分野への進出を活発化させており、これら鉄鋼等の大手企業・関

連企業が保有する特許を市内中小企業・創業者へ移転する取り組みや、退職者による特

殊技術を活かした創業の事例もみられるなど、新事業創出のポテンシャルが高まってき

ている。今後、長期的には、蘇我副都心地区において「蘇我エコロジーパーク構想」の

推進により環境関連産業集積の拠点整備を目指しているところである。 

・「中央港・新港地区」については、千葉食品工業団地を中心として製造・運輸業、自動

車整備・自動車小売業等が集積しており、特に、千葉食品工業団地は、農林水産省「食

品工業団地形成促進要綱」に基づく食品工業団地として適正化のモデルとされており、

近年においても、食品関係の企業立地が相次いでおり、食品コンビナートしての活力を

維持しているところである。 
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・内陸部においては、「千葉鉄工業団地」での一般機械・金属加工型工業集積があり、主

要な中堅企業等では、新技術・製品開発型企業への転換をはじめ、既存製造技術を活用

しつつ、環境関連、医療・福祉関連等これからの成長が期待できる新分野での新技術・

製品開発への取り組みを積極的に進めている。これらの産業集積と関連した基盤技術型

企業の中には、オンリーワン企業が存在するほか、既存技術の高度化から新分野への取

り組みに対する意欲が高まっている。 

・幕張新都心地区では、情報関連の大手情報・通信産業の業務・研究機能が集中的に集積

しており、ソフト・コンテンツ・ネットワーク等の最先端の情報系ベンチャー企業や創

業・起業家が集結しつつある。これにより、幅広い情報関連産業の集積が確立され、さ

らに、京葉線沿線、千葉中心市街地に広がる情報サービス産業等の集積が形成されつつ

ある。 

・このように本市においては、戦後の臨海部における分厚い工業集積の形成を契機として、

内陸部・都心部にわたる新たな産業集積が形成されている。今後はこれらの産業集積の

もつ技術蓄積や新分野進出への取り組み等を最大限に活かして産業活性化を図ること

が重要となっている。 

【教育・研究・産業連携支援機関】 
・多くの大学、短大、学術研究機関があり、千葉市は屈指の科学都市といえる。 
・市内及び周辺地域には、多くの大学・短大が立地しており、総合大学である国立大学法

人千葉大学（９学部。以下「千葉大学」という。）をはじめとして、社会システム工学

全般の研究開発を行っている千葉工業大学等の理工系大学、「情報」に特化した東京情

報大学、地域総合研究所を有する千葉経済大学、敬愛大学等の社会科学系大学が立地し

ている。 
・特に、千葉大学では、平成６年に「共同研究推進センター」を設置後、同センターの産

学連携促進機能を強化し、平成１６年４月に「知的財産本部」に、更には、平成１８年

４月には同部を「産学連携・知的財産機構」に改組し、亥鼻地区にも産学連携推進部を

整備したところである。 
・また、本市には、「千葉県産業支援技術研究所」等の公設試験研究機関をはじめとして、

臨海部における大手民間研究機関、技術開発部門、技術センター等、幕張新都心地区に

おける情報系の大手民間研究所・業務施設が立地しており、内陸部の「千葉土気緑の森

工業団地」では環境・素材・石油・電力等の研究所及び高度な技術支援サービス部門が

立地しているなど、市内に２０以上の民間研究所・研究開発部門が集積している。 
《国立大学法人千葉大学》 

医学、園芸、工業デザイン等の教育・研究分野において地域内外から高い評価を得てお

り、研究分野は広範多岐にわたっている。当大学は９学部と９大学院を有し、連合大学院

にも参画する総合大学である一方で、平成６年に共同研究推進センターを設置するなど、
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産学連携窓口・体制が整備されており、市内の大手・中堅企業等との共同研究や産学連携

が推進されてきたが、平成１６年４月の法人化を期に上記センターを発展的に解消し、新

たに「知的財産本部」を設置し、さらに平成１８年４月には同部を「産学連携・知的財産

機構」に改組し、研究成果の発掘や共同研究、受託研究、産学連携のコーディネートによ

り力を入れて取り組んでいるところである。さらに、平成２２年２月４日には、広範な分

野で相互に人的資源等を活用し、地域社会の発展と人材の育成に寄与するため、千葉市と

千葉大学との間で包括協定を締結した。 
《東京情報大学》 

「情報システム学科」「環境情報学科」「情報ビジネス学科」「情報文化学科」及び大学

院から構成される私立大学で、「情報」を基本コンセプトとして、IT インフラ、環境マ

ネジメント、ビジネスアプリケーション、マルチメディアの学際領域に焦点をあてた研究

が活発。 
《千葉工業大学》 

本市に隣接する習志野市に立地する私立大学で、工学部、情報科学部、社会システム科

学部及び大学院が設置されている。平成１７年１０月には、産学連携専門の窓口として産

官学融合センターが設けられ、産学連携を全学的に進めており、また、インターンシップ

事業にも積極的に取り組んでいる。 
《千葉経済大学》 

実学を重視した私立大学で、地域における産学官連携の一翼を担う大学として、経済学

部（経済学科・経営学科の２学科）の上に大学院を置き、また地域総合研究所を併設して

いる。また、公開講座などを開講することにより、地域社会との連携を進めている。 
《産業支援機関》 

財団法人千葉市産業振興財団や財団法人千葉県産業振興センター、千葉県産業支援技

術研究所などの産業支援機関が本区域内に所在し、相談事業や技術指導を行っている。 

インキュベーション施設は、千葉市ビジネス支援センターインキュベーション施設、

千葉大亥鼻イノベーションプラザ等、多く存在する。さらに、独立行政法人科学技術振

興機構の地域産学官共同研究拠点が整備される予定である。 

また、日本政策金融公庫千葉支店が千葉市中心部にあり、本区域には企業活動をさま

ざまな面からサポートする体制が整っている。 

【インフラ】 
・千葉市内を起点とする道路、鉄道も多く、県内交通体系の結節点となっている。また、

県・市その他による産業支援機関も集中している。英フィナンシャル・タイムズ・グル

ープ発行の海外直接投資情報誌「「fDi マガジン」が選ぶ「アジアの未来都市 2009/2010」
の産業インフラ部門では、千葉市が第７位に選ばれた。 
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《道路・鉄道》 

・道路交通網については、東関東自動車道や京葉道路、千葉東金道路、国道１６号など主

要道路が当地域内を通っている。 

・鉄道交通網については、東京湾岸部を JR 京葉線、総武線、京成線が走り、県内各地か

らの路線も千葉市中心部で接続するものが多い。 

・道路、鉄道双方の県内交通網の要衝となっている。 

《港湾》 

・千葉港は特定重要港湾であり、我が国有数の港湾

貨物量を誇る。年間入港船舶は、外航船 4,547

隻、87,376 千総トン、内航船 61,070 隻、56,134

千総トンであり、取扱貨物量は外国貿易 98,229

千トン、内国貿易 68,735 千トン合計 166,964 千

トン（いずれも平成 18 年）、海上輸送網の重要な

拠点となっている。 

《空港》 

・成田国際空港までは最短 20分でアクセス可能である。 

 

【目指す産業集積の概要について】 

県都としての発展を続けてきた本区域であるが、現在、既存産業は産業構造の変化、激

しい国際競争などの課題に直面している。 
一方で、千葉県では「県都一時間構想」により県内主要都市と本地域とが所要時間 1
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時間以内で結ばれることを目指しており、県内において、物流、人的交流の拠点としての

本地域の重要性は一層増すことが見込まれる。また、本区域の企業には高度な最先端技術

を有する企業も多く、加えて最近では、本区域内に集積している大学を通じての産学官連

携の動きなど、地域の強みを一層活かす動きもある。 
これまで集積してきた業種の競争力を強化するとともに、今後進展が見込まれる分野及

びこれらの産業を活性化させることが見込まれる下記分野への集中的投資を行い、地域経

済の活性化を目指す。 
 

①食品関連産業 
食品関連産業は、産業分類上は農業（植物工場に限る）、食料品製造業、飲料・た

ばこ・飼料製造業（酒類製造業及びたばこ製造業を除く）及び学術・開発研究機関か

ら成り、当市の製造業全体の製造品出荷額の約 23％を占めている。多くの従業員を

雇用する産業であり、地域全体への影響力を持っている業種であることに加え、景気

変動の影響を受けにくいため、不況に強いという特徴を持っている。 
当市においては、千葉食品コンビナートを中心として戦後から食品関連産業の集積

が形成されており、これら集積をより一層図っていくため、積極的な企業誘致・フォ

ローアップ、産業基盤の整備、設備老朽化等への対応、人材の育成・確保への支援、

技術支援等を総合的に実施していく。 
また、首都圏へのアクセスに優れた当市のメリットを活かすことができる植物工場

等食品関連産業の新分野への進出を目指す企業の立地を促進し、食に関する産業の新

しい形態の集積など事業環境を整備することで、従来の食品産業の集積に加え、これ

ら新分野の集積を構築し、雇用の創出や農業等との連携を図り、地域の活力の向上を

目指す。 

②素材型ものづくり関連産業 
素材型ものづくり関連産業は、産業分類上は化学工業（化学肥料製造業、塩製造業

及び動物用医薬品製造業を除く）、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、

その他の製造業、学術・開発研究機関（自然科学研究所に限る)から成り、当市の製

造業全体の製品出荷額のうち概ね 50％を占めている。当市には第 2 次大戦後急速に

発展した京葉工業地域があり、臨海部の埋立地には鉄鋼業などの大規模な工場が立地

し、日本有数の素材型ものづくり関連産業の集積がある。 
現在、素材型ものづくり関連産業を取り巻く環境は、世界経済の急速な悪化に伴う

需要の落ち込みなど厳しさを増しているが、本区域内の製造業は、高度な先端技術を

強みとする企業が多く、これらを活用して時代の流れに対応した新事業展開が期待で

きるところである。また、素材型ものづくり関連産業に携わる企業の関連会社も多く

立地しており、区域内の産業全体への波及も大きくなっている。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E9%8B%BC%E6%A5%AD
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国際競争激化・環境問題への対応等が求められる中、本区域の中心産業である素材

型ものづくり関連産業の活性化を図り、企業間の連携や技術開発、・設備投資などを

促すことで、当該業種の活性化ひいては地域産業の底上げを図る。 

③加工型ものづくり関連産業 

本市の加工型ものづくり関連産業は、印刷・同関連業、化学工業（化学肥料製造業、

塩製造業及び動物用医薬品製造業を除く）、金属製品製造業、生産用機械器具製造業

等から成り、事業所数は当市の製造業全体の約 60%近くを占めている。 
加工型ものづくり関連産業については、本区域内の内陸部の工業団地を中心に一般

機械・金属加工など関連産業が集積しているものの、近年、他の都市部と同様に、事

業所数・従事者数は減少傾向にあり、また諸外国との競争により、取り巻く環境は一

層厳しさを増していると言える。 
その一方で、新技術創出、新分野進出を積極的に行っている事業者については、こ

れらを強みにし、事業展開を拡大させているものもいるが、これら事業者にとっても、

さらなる新技術の創出は喫緊の課題である。 
本市では千葉大学をはじめとした学術機関に加え、財団法人千葉県産業振興センタ

ー等の産業支援機関も数多く存在しており、これら機能を積極的に活用し、一般機

械・金属加工など幅広い加工型の産業における高度化・新事業展開への取り組みを促

進していく。 

④情報通信・エレクトロニクス関連産業 

情報通信・エレクトロニクス関連産業は、電子部品・デバイス・電子回路製造業、

電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、通信業（その他の固定電気通信業に

限る）、情報サービス業、インターネット付随サービス業から構成されている。 
本市では幕張新都心に、日本 IBM㈱、富士通㈱、㈱ＡＣＣＥＳＳなど、高度先端

技術を有する大手ソフトウェア業や外資系企業などの本社機能や研究開発機能が集

積している。ソフト・コンテンツ・ネットワーク等の情報系ベンチャー企業も多く、

情報通信産業の集積は顕著となっている。 
これらソフト面の情報通信関連産業の集積を一層図ることに加え、システムの設

計・開発を自社で行うエレクトロニクス関連産業等のハード事業者の企業立地推進及

び市内企業の事業高度化の推進に取り組み、ソフト・ハード一体での産業の集積を図

り、産業活性化を促す。 

⑤物流関連産業 
本区域の強みである交通アクセスの良さを活かすため、運輸・卸等の物流関連産業

を集積する。流通業務の効率化は、すべての業種にとっての課題であり、物流関連産

業の集積を区域内産業全体の活性化、競争力強化に繋げる。 
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（２）具体的な成果目標 

 現状 計画終了後 伸び率 

集積区域における集積 

業種全体の付加価値額 
3,534 億円 3,711 億円 5.0％ 

 
（３）目標達成に向けたスケジュール 

取組事項 

（取組を行う者） 

平成 22

年度 

平成 23

年度 

平成 24

年度 

平成 25

年度 

平成 26

年度 

産業用共用施設の整備等      

(1)産業用地と情報提供 

（市・県） 

     

(2)共用施設整備 

（市･県･㈶市産業振興財団･㈶県産業振興センター） 

     

人材育成      

(1)人材育成事業 

（㈶市産業振興財団） 

     

(2)ものづくり技術高度化支援研修事業 

（県） 

     

(3)IT 関連産業人材の育成・確保 

（県、 (財)千葉県産業振興センター） 

     

(4)製造中核人材育成事業 

（県、 (財)千葉県産業振興センター） 

     

技術支援      

(1)産学官連携による技術支援 

（市・県・㈶市産業振興財団・㈶県産業振興センター） 

     

その他      

(1)企業立地促進条例 

（県） 

     

(2)企業立地の促進・優遇措置 

（市・県） 

     

(3)千葉市事業環境整備構想 

（市・㈶市産業振興財団） 

     

(4)千葉県物流戦略 

（県） 

     

(5)千葉県知的財産戦略 

（県） 

     

(6)ちば中小企業元気づくり基金 

（県、(財)千葉県産業振興センター） 

     

(7)ちば農商工連携事業支援基金 

（県、(財)千葉県産業振興センター） 

     

(8)地域力連携拠点事業 

（商工団体、(財)千葉県産業振興センター） 
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(9)エネルギーフロントランナーちば推

進戦略 

（県、市、京葉臨海コンビナートの主要 11社） 

     

(10)大学・研究機関との連携強化 

（県、市、大学等、(財)千葉県産業振興センター） 

     

(11) 広域的な連携事業への参画や協働

による、地域企業のネットワーク構築事

業等 

（(財)千葉県産業振興センター、(財)千葉市産業

振興財団及び千葉県千葉市地域産業活性化協議

会、茨城県圏央道沿線地域及び千葉県東葛地域の

地域産業活性化協議会構成員等） 

     

２ 集積区域として設定する区域 

（区域） 

千葉市 

設定する区域は、平成２１年４月１日現在における行政区画その他の区域又は道路、鉄

道等により表示したものである。 

※ なお、この区域に含まれる自然公園法に規定する自然公園地域、自然環境保全法に規

定する自然環境保全地域及び緑地環境保全地域、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する

法律に規定する鳥獣保護区及び環境省指定の特定植物群落、シギ・チドリ類渡来湿地、

特別緑地保全地区及び近郊緑地保全区域等の環境保全上重要な地域については集積区

域より除くものとする。また、国土形成計画や農業振興地域整備計画、都市計画等の各

種土地利用に関する計画又は方針との整合性の確保を図るとともに、都市機能の無秩序

分散を招かないよう十分配慮するものとする。 

 

（集積区域の可住地面積） 

21,936ha 

 

（集積区域に指定されている理由） 

千葉県内の人口・事業所数の約 15%を千葉市が占めていることからも窺えるように、本

区域は千葉県内の一大産業集積地と言える。区域内には多様な産業がバランスよく発展し

ており、それぞれの企業間は取引・交流など様々な形で結び付いている。また、企業間の

みならず産学間でも連携が進んでいる。 

本区域は、地理・地勢的に、経済社会の活動範囲としても一体性を有しているため、本

計画における集積区域として指定するものである。 

 

３ 集積区域の区域内において特に重点的に企業立地を図るべき区域 
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（区域） 

千葉土気
と け

緑の森工業団地・ちばリサーチパーク 

なお、その他の地域については当面指定しないが、必要に応じて計画の変更により対応

する。 

所在地地番等は別添一覧にて示す。地番は平成２１年４月１日現在の表示による。 

４ 工場立地法の特例措置を実施しようとする場合にあっては、その旨及び当該特例措置の

実施により期待される産業集積の形成又は産業集積の活性化の効果 

（工場立地法の特例措置を実施しようとする区域） 

当面は設定せず、設定する必要が生じた場合は、計画の変更により対応する。 

 

５ 集積業種として指定する業種（以下「指定集積業種」という。） 

  （１）業種名 

（業種名又は産業名） 

以下の産業を指定集積業種とする。 

 

①食品関連産業 

②素材型ものづくり関連産業 

③加工型ものづくり関連産業 

④情報通信・エレクトロニクス関連産業 

⑤物流関連産業  

 

（日本標準産業分類上の業種名） 

①食品関連産業  

01 農業（植物工場に限る）〔環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境

制御を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設をいう〕 

09 食料品製造業 

10 飲料・たばこ・飼料製造業（102 酒類製造業及び 105 たばこ製造業を除く） 

71 学術・開発研究機関（711 自然科学研究所に限る) 

②素材型ものづくり関連産業 

16 化学工業（161化学肥料製造業、1624塩製造業及び1655動物用医薬品製造業

を除く） 

21 窯業・土石製品製造業 

22 鉄鋼業 

23 非鉄金属製造業 
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32 その他の製造業 

71 学術・開発研究機関（711 自然科学研究所に限る) 

③加工型ものづくり関連産業 

13 家具・装備品製造業 

14 パルプ・紙・紙加工品製造業（1499 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業のうち

紙製衛生材料製造業を除く） 

15 印刷・同関連業 

16 化学工業（161化学肥料製造業、1624塩製造業及び1655動物用医薬品製造業

を除く） 

18 プラスチック製品製造業 

21 窯業・土石製品製造業 

24 金属製品製造業 

25 はん用機械器具製造業 

26 生産用機械器具製造業 

27 業務用機械器具製造業（2743 医療用品製造業のうち「動物用医療機械器具」を

除く） 

31 輸送用機械器具製造業（312 鉄道車両・同部分品製造業及び 313 船舶製造・修

理業、舶用機関製造業を除く） 

32 その他の製造業 

71 学術・開発研究機関（711 自然科学研究所に限る) 

④情報通信・エレクトロニクス関連産業 

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

29 電気機械器具製造業 

30 情報通信機械器具製造業 

37 通信業（3719 その他の固定電気通信業に限る） 

39 情報サービス業 

40 インターネット附随サービス業 

⑤物流関連産業 

44 道路貨物運送業 

47 倉庫業 

48 運輸に附帯するサービス業(484 こん包業に限る) 

50 各種商品卸売業 

51 繊維・衣服等卸売業 

52 飲食料品卸売業 



 

 
11

53 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業（536 再資源卸売業を除く） 

54 機械器具卸売業 

55 その他の卸売業 
 

 
  （２） （１）の業種を指定した理由 

①食品関連産業 

本区域内には食品工業団地形成促進要綱に基づく農林水産大臣認定食品工業団地で

ある千葉食品コンビナートを中心とする食品関連産業の集積がある。本区域内の食品関

連産業は事業所数 95 か所（区域内構成比 16.7％）、従業者数 7 千人超（同 33.1％）の

一大基幹産業であり、長年にわたり首都圏の豊かで安全な食生活を支えてきた。 

しかし、操業年数が長い企業においては、設備老朽化の課題が持ち上がりつつも、昨

今の経済環境の悪化、競争激化、原材料高騰などの経済事情から対応が難しくなってい

る。 

近年操業を開始した企業においても、食に関連した産業は消費者の生活と密接に関係

していることから、時宜に適う事業展開をしていくことは重要な点であり、昨今ますま

す高まる食の安心・安全を求める声に応えるためにも、事業の高度化への対応が必要で

ある。 
また、最近各方面から注目を集める植物工場のメリットとして産品の安定供給があげ

られているが、これは首都圏という大消費地へのアクセスに優れている本区域の優位性

が活かされるものであり、食に関する産業の新しい形態として、今後集積を図っていき

たい。 
これまで区域内で集積してきた人材、技術等の資源を最大限活用し、併せて新分野へ

の進出を促すために食品関連産業を指定業種とし、当該業種の一層の集積、高度化を目

指す。 

②素材型ものづくり関連産業 

京葉工業地域の中心をなす本区域の臨海部は、高度成長期にコンビナートの整備が進

み、鉄鋼業をはじめとする素材型ものづくり関連産業が集積してきた。 
千葉県では、「エネルギーフロントランナーちば推進戦略」を京葉臨海コンビナート

主要１１社ととりまとめ、本区域の素材型ものづくり産業を含む京葉臨海コンビナート

地域の競争力強化、環境調和及び企業と地域の共生を推進、持続的な発展を目指してい

る。 
現在、素材型ものづくり関連産業を取り巻く環境は、世界経済の急速な悪化に伴う需

要の落ち込み、温室効果ガス削減をはじめとする環境対策の必要性など厳しさを増して

いるが、本区域内の製造業は、環境・新素材に関する高度な先端技術を強みとする企業
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が多く、これらを活用して時代の流れに対応した新事業展開が期待できるところであ

る。 
本区域内の製造業における素材型ものづくり関連産業のシェアは製造品出荷額、付加

値額ともに概ね 50％に上る。また、素材型ものづくり関連産業に携わる企業の関連会

社も多く立地しており、区域内の産業全体への波及も大変大きい。 
本計画においても区域内の重要な基幹産業である素材型ものづくり関連産業を指定

業種とし、企業間の連携や技術開発、・設備投資などを促し当該業種の活性化ひいては

地域産業の底上げを図る。 

③加工型ものづくり関連産業 

前記素材型ものづくり関連産業と関連して、一般機械・金属加工など幅広い加工型の

産業集積が、本区域内の内陸部の工業団地を中心に見られる。 
近年、本区域内の製造業の事業所数・従事者数は他の都市部と同様減少傾向にあり、

かつ諸外国との競争などの課題に面しているが、製造業は、素材を提供する第１次産業

から流通・販売といった第３次産業まで他業種への波及効果が大きく、現在でも本区域

の主要産業であることに変わりはない。 
本区域内にも新技術・製造開発の取り組みを活発に行って独自技術を強みにしている

企業があるが、これらの産業においては、新技術創出、新分野進出といった革新が常に

欠かせない。区域内には、千葉大学、独立行政法人放射線医学総合研究所などの大学・

研究機関や、財団法人千葉県産業振興センター、千葉県産業支援技術研究所、千葉市産

業振興財団のような産業支援機関が多く存在しており、これらは企業の新事業展開に大

きく資するものである。 
また、区域内にはさまざまなインキュベーション施設があるが、特に特徴的なものと

しては独立行政法人中小企業基盤整備機構による「千葉大亥鼻イノベーションプラザ」

が千葉大学亥鼻キャンパス内にあり、千葉大学の医・工学等の高度な研究成果を新事業

に結びつける拠点となっている。 
産業支援機関をはじめとする産業活性化につながる地域資源を活用し、これまで蓄積

してきた技術、人材のポテンシャルを引き出すことにより区域内の加工型ものづくり関

連産業は新たな発展が期待できるため、これらの業種を指定集積業種とする。 

④情報通信・エレクトロニクス関連産業 

国際業務都市・幕張新都心は千葉県の国際化・情報化の拠点である。高度先端技術を

有する大手企業、外資系企業等の本社機能や研究開発機能が集積しているが、とりわけ

情報産業の集積は顕著である。大手情報・通信産業の業務・研究機能や、ソフト・ネッ

トワーク等の情報系ベンチャー企業などが幅広く見られる。幕張新都心＝情報通信関連

産業というイメージも一般に広がっており、本区域内の中でも幕張新都心に限定して立

地を検討する情報通信関連の企業もある。 
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しかし、すでに本区域に立地している情報通信関連の企業からは、本区域は都心から

至近に位置しながらも良好な環境があることを高く評価する一方で、受注先を地元で開

拓することの難しさを問題にする声があがっている。 

現代においてソフトウェアをはじめとする情報システムは社会基盤といえるほどに

あらゆる分野で利用されており、他の産業分野の競争力を高める上でも重要な要素とな

っている。情報通信関連産業の発展は、区域内他分野産業への発展へつながることが期

待できる。 
情報通信関連産業及びその主要受注先となるエレクトロニクス関連機器類の製造業

を集積業種として指定し、情報通信に関連するソフト・ハード双方の産業を一体として

産業の活性化を図る。 

⑤物流関連産業 

本区域は県内交通の要衝であり、陸・海・空いずれをとっても県内のみならず、国内

外へアクセスしやすいことは大きな強みである。 
すでに物流総合効率化法の趣旨を踏まえ東関東自動車道千葉北インターチェンジ・四

街道インターチェンジ付近の市街化調整区域に特定流通業務施設の立地を認めている

が、本計画においても運輸、卸等の物流関連産業を指定集積業種とし、これら業種の集

積により国内外各地への交通利便性という地域の強みを一層活かしていく。 
コスト削減による企業競争力の強化のために、流通業務の効率化はすべての産業にと

って重要課題であり、物流関連産業の集積が区域内産業全体の活性化、競争力強化を促

すことを期待する。 

 

６ 指定集積業種に属する事業者の企業立地及び事業高度化の目標 

 目標数値 

指定集積業種の企業立地件数 ２０件 

指定集積業種の製品出荷額の増加額 ６５５億円 

指定集積業種の新規雇用創出件数 ８００人 

 

７ 工場又は事業場、工場用地又は業務用地、研究開発のための施設又は研修施設その他の

事業のための施設の整備（既存の施設の活用を含む。）、高度な知識又は技術を有する人材

の育成その他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備の事業を実施す

る者及び当該事業の内容 

【産業用共用施設の整備等に関する事項】 

（１）産業用地とその情報提供 

 分譲中の工業団地として、千葉土気緑の森工業団地（分譲主・千葉県土地開発公社）、
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ちばリサーチパーク（分譲主・三菱地所株式会社）があり、さまざまな企業ニーズに

対応できる用地がある。 

 市ホームページ、県ホームページにおいて民有地も含めた産業用地情報提供を行っ

ており、引き続き情報収集・提供に努める。 

 

（２）共用施設整備 

 区域内には、財団法人千葉市産業振興財団や独立行政法人中小企業基盤整備機構な

どによるインキュベーション施設がある。ベンチャー企業や中小企業が多い加工型も

のづくり関連産業や情報通信に関連する産業を中心に、これらのインキュベーション

施設への入居が起業あるいは新事業進出の大きな助けになっていることも多い。 

 さらなる産業集積と活性化を図ることを目的に、財団法人千葉市産業振興財団、千

葉県産業支援技術研究所や、財団法人千葉県産業振興センターが県内中小企業の技術

力や研究開発力の向上への支援事業を実施するため、研究開発機器等の整備を進め

る。また、独立行政法人科学技術振興機構が整備する地域産学官共同研究拠点の研究

開発機器等の積極的な活用を図る。 

 

【人材の育成・確保に関する事項】 

区域内の各機関により、多様な人材の育成を図る。 

（１）人材育成事業 

 財団法人千葉市産業振興財団において、中小企業の経営革新及び市内での創業を目

指す人材を育成するための各種研修のほか、支援機関との連携によるセミナーを開

催。情報通信関連産業をはじめとして事業活動における課題として挙がることが多い

人材確保問題の解決に繋げる。 

（２）ものづくり技術高度化支援研修事業 

 県産業支援技術研究所が、ものづくり現場における技術の高度化を支援するため、

企業の中堅・若手職員を対象とした高度な技能研修を実施する。 

（３）IT関連産業人材の育成・確保 

 県内 IT関連企業（団体）や ITの利活用を推進する産学官民連携組織等と連携して、

実践的なセミナーや研修を開催し、高度 IT人材の育成・確保を図る。 

（４）製造中核人材育成事業 

 産業界と大学等が連携し、京葉臨海コンビナートの中核人材（シフトリーダー・ミ

ドルマネジメント層）を育成するための講座を実施する。 

 

【技術支援等に関する事項】 

産学官連携により、次のとおり研究開発から販路開拓までの一貫した支援を行う。 

①技術振興事業等 
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 財団法人千葉市産業振興財団において、産学官連携による研究開発を進めるほか、

専門家派遣、特許等取得支援や、ビジネス交流会、独創的な事業プラン・技術を表彰

するなど、様々な面から技術支援を行う。素材型ものづくり関連産業をはじめとする

各分野の企業が技術開発等の新事業展開をしやすい環境を整える。 

 

②情報提供事業 

 財団法人千葉市産業振興財団において、財団その他国や関係支援機関等の支援施策

やイベントに関する情報を迅速かつ効果的に広く提供する。中小企業が多い加工型も

のづくり産業などに対し、企業単独では難しい異業種との交流の機会をつくり新しい

ビジネスチャンスへ結びつける。 

③千葉県産業支援技術研究所 

 県内産業の総合的な試験研究機関として、県は千葉県産業支援技術研究所を設置

し、中小企業の活性化、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、食品・醸造・バイオ・化学・情報・機械・金属分野等の企業に対し、

そのニーズに応えるため研究開発、技術相談・支援、依頼試験等の様々な支援を行っ

ている。 

④千葉県知的所有権センター 

 特許流通アドバイザーによる大企業が保有する未利用特許及び大学の研究成果等

の流通促進や、特許情報活用支援アドバイザーによる特許電子図書館の特許情報等の

検索支援や情報提供等といった事業を行い、中小企業等の技術開発及び事業化などを

支援している。 

⑤財団法人千葉県産業振興センター 

 産学官連携のもと、産業技術の向上、中小企業の経営の革新等に関する諸事業を総

合的に推進し、商工業の全般にわたる振興を図るとともに、新産業の創出を支援して

いる。 

⑥地域産学官共同研究拠点 

 独立行政法人科学技術振興機構が、千葉大学西千葉キャンパス内に産学官共同研究

の促進を図るための拠点を整備する。拠点の活動開始（平成２３年度）後は、産学官

からなる事業運営委員会による中小企業のニーズに沿った拠点運営により、中小企業

との共同研究を促進し、新事業、新技術の創出を図ることとしている。 

【その他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備に関する事項】 

（１）千葉県企業立地促進条例 

 千葉県において、平成 17 年に「企業立地の促進に関する条例」を制定し、地域経

済に大きくかつ広範にわたり経済波及効果をもたらす企業の立地促進、成田国際空港

や工業団地をはじめとする各種産業基盤の優位性を活かした企業の立地促進、地域間

格差の是正に配慮しつつ市町村の活性化につながる企業の立地促進を基本方針と定
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め、企業立地の促進のための施策を総合的に推進している。 

（２）企業立地の促進・優遇措置 

 区域内への企業の誘致については、国内はもとより海外に向けても積極的に PR 活

動を行うとともに、企業誘致のインセンティブとして補助金制度等の優遇措置を図

る。 

（３）千葉市事業環境整備構想 

 平成 17 年 7 月に千葉市が策定した、地域産業資源を活用した新事業の創出促進に

関する構想。新事業創出促進の基本方向、重点分野、支援体制・支援策等の整備をう

たい、財団法人千葉市産業振興財団を新事業支援体制（地域プラットフォーム）の中

核的支援機関と定める。 

（４）千葉県物流戦略 

 東京湾アクアラインや圏央道による交通アクセスの向上や、成田国際空港の国際航

空貨物取扱量の増大が見込まれる中、国際的・広域的な物流基盤の整備とネットワー

ク化を図りつつ、時代を先導する物流関連産業の誘致及び育成により物流産業の集積

を一層推進するとともに、本県における物流の効率化・高度化を推進するために、平

成 19年 6月に千葉県物流戦略を策定した。 

（５）千葉県知的財産戦略 

 中小・ベンチャー企業の知的財産の創造・保護・活用の総合的な推進を目指して平

成 18 年 3 月に策定した「千葉県知的財産戦略」に基づき、①産学官連携、研究開発

の推進による知的財産の創造の促進、②知的財産の権利化・保護に関する総合支援体

制の強化、③付加価値の高い製品化に向けた支援を積極的に行い、県内産業の活性化

を推進する。 

（６）ちば中小企業元気づくり基金 

 (財)千葉県産業振興センターは平成 20 年 9 月、(独)中小企業基盤整備機構、千葉

県及び県内金融機関からの貸付金を原資として「ちば中小企業元気づくり基金」を造

成し、その運用益により中小企業の創業・経営革新、地域資源を活用したビジネスモ

デルの構築、人材の育成・確保等に対する支援を行っている。 

（７）ちば農商工連携事業支援基金 

 (財)千葉県産業振興センターは平成 21 年 9 月、(独)中小企業基盤整備機構及び千

葉県からの貸付金を原資として「ちば農商工連携事業支援基金」を造成し、その運用

益により中小企業者と農林漁業者の連携体による新商品づくりや販路開拓等の取り

組みに対する支援を行っている。 

（８）地域力連携拠点事業 

 千葉県商工会連合会、千葉商工会議所、千葉県中小企業団体中央会及び(財)千葉県

産業振興センターは、国から地域力連携拠点事業を受託し、①IT を活用した経営管

理、②経営革新、③地域資源活用、④農商工等連携、⑤創業支援の 5つを重点事業と
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して、中小企業の経営基盤強化のための支援を行っている。 

（９）エネルギーフロントランナーちば推進戦略 

 近年の原油価格の高騰や国際競争の激化、地球温暖化問題等を踏まえ、本地域の持

続的な発展を目指して平成 19 年 6 月に策定した「エネルギーフロントランナーちば

推進戦略」に基づき、企業間連携による競争力の強化、環境と経済の調和及び地域と

の共生に向けた取組を推進している。 

（１０）大学・研究機関との連携強化 

 大学や研究機関等と県、市町村、(財)千葉県産業振興センター等との連携を強化し、

共同研究の推進や技術指導相談体制の確立等を図る。 

 （１１）広域連携推進事業 

団法人千葉県産業振興センター、財団法人千葉市産業振興財団及び千葉県千葉市

地域産業活性化協議会構成員等は、地域企業の支援のため、専門家等の派遣・プロジ

ェクトメイキング等を通じ、茨城県圏央道沿線地域及び千葉県東葛地域の地域産業活

性化協議会構成員との広域的な連携事業への参画や協働により、地域企業のネットワ

ーク構築等を図る。 

 

 

８ 産業集積の形成等に密接な関係を有する者と市町村及び都道府県との連携に関する事

項 

産業集積の形成等に当たっては、自治体と民間事業者、商工会や商工会議所等の地域の

経済団体、地域の大学をはじめとする研究機関、教育機関等との緊密なネットワークを構

築し、施策の広報から個別具体的な事業への支援や協力まで、様々な活動に取り組むこと

が重要である。 

本区域内では、千葉市と千葉大学とが包括的な連携に関する協定を締結して、恒常的な

連携の枠組みを作り、双方が連携窓口を設けることにより、連携の効果的かつ迅速な推進

を可能にしている先行例もある。 

本計画の実施にあたっても、県市をはじめとする関係機関相互の綿密な情報共有や迅速

な意思決定ができるよう、「千葉県千葉市地域産業活性化協議会」を設置し、基本計画の

内容に係る事項のほか、関連各産業の立地、並びにこれら産業の高度化に資する人材育成

をはじめとする事業環境の整備等について協議等を行い、関係者間で連携を図りながら、

産業集積の形成及び産業集積の活性化に取り組むこととする。 

 

９ 市町村及び都道府県における企業立地及び事業高度化に関する手続の迅速な処理を図る

ための体制の整備に関する事項 
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千葉市では、中小企業新事業活動促進法に基づき、新たな事業の創出を図るため、「千

葉市事業環境整備構想」を策定し、市内に存在する産・学・官の様々な産業支援機関の連

携による、新事業支援体制（地域プラットフォーム）を構築している。財団法人千葉市産

業振興財団は、その中核的支援機関として、総合的な窓口相談を行うほか、創業者やベン

チャー企業など新事業の創出をめざす中小企業者のニーズにワンストップで対応してい

る。 

千葉県では、平成 15 年度に商工労働部内に企業立地施策の専門部署である企業立地課

を設置し、企業の意思決定から操業開始が迅速かつ円滑に進むよう、県及び市町村におけ

る担当窓口を明確にして、情報提供、許認可等の手続き、人材確保及び地元との調整等さ

まざま面で、企業ニーズに応じたきめ細かなサービスをワンストップで提供している。 

支援体制としては、副知事をトップとし庁内関係部局長で構成する全庁的組織である

「千葉県企業等誘致推進本部」を設置し、必要に応じてトップセールスや企業の要望に早

急に対応することとしている。 

また、県、市町村や工業団地を造成・分譲する民間事業者、金融機関等とで構成する「千

葉県企業誘致推進連絡協議会」を組織し企業誘致に全県をあげて官民一体で取り組んでい

る。 

 

１０ 環境の保全その他産業集積の形成又は産業集積の活性化に際して配慮すべき事項 

【環境の保全への配慮】 

千葉市においては、平成 6年 12 月に、環境の保全及び創造に関する基本理念や市民・

事業者・市の責務を明らかにし、施策の基本となる事項を定めた「千葉市環境基本条例」

を制定した。平成 7年 3月には本条例に基づき「千葉市環境基本計画」を策定し、環境の

保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進している。 

平成 7年 10 月には「千葉市環境保全条例」を制定し、大気や水質などの、生活環境の

保全等のために必要な規制その他の措置を講じている。 

さらに、市内主要企業とは、「千葉市環境保全条例」に基づき環境保全に関して市・企

業間の二者で協定を締結し、法令より厳しい規制や、法令とは別の観点からの指導等を行

っている。特に、臨海部の主要企業については、県・市・企業間の三者で協定を締結して

いる。 

平成 10 年 9 月には、「千葉市環境影響評価条例」を制定し、大規模開発等の実施に際し

て公害の防止及び自然環境の保全について適正な配慮がなされるよう定めている。 

平成 14 年 6 月には「千葉市環境基本計画」を見直し、地球環境問題や循環型社会の構

築などに向けて、社会・経済活動の転換を図るための施策を推進している。この「千葉市

環境基本計画」では、社会経済活動とその基本となる社会資本整備などへの、環境配慮の

織り込みと定着の必要性を述べるとともに、その実現化に向けては、市民・事業者・市が
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有機的な連携を図り、パートナーシップを構築することの重要性と、各主体の役割等を示

している。この中で、事業者の役割として、事業活動における環境配慮の推進やパートナ

ーシップを構成する一員としての積極的な情報公開などを求めている。 

また、地球環境問題の中でも、世界的な緊急課題である地球温暖化問題に対しては、低

炭素社会を指向した社会づくりが強く求められており、平成 16 年 3 月に部門別計画とし

て「千葉市地球温暖化対策地域推進計画」を策定し、市民・事業者・市が協働した地球温

暖化対策に取り組んでいる。 

本計画に基づく企業立地に際しても、これらの理念に沿って、必要に応じて地域住民へ

の説明会を開催するなど、地域社会のなかで他の主体との協力・連携を図りながら、地域

の環境を守り育てる活動に取り組むとともに、低炭素社会に向けた事業活動に取り組むこ

ととする。 

また、千葉県においては、「千葉県環境基本計画」を制定し、この下に個別分野別の計

画等を定め、全県域を包括した環境保全のための施策を推進している。 

 

【安全な住民生活の保全への配慮】 

千葉市においては、平成 18 年 3 月「千葉市地域防犯計画」を策定した。これは市、市

民、事業者、警察その他関係機関などがそれぞれの役割において連携と相互協力のもとに、

犯罪のない安全なまちづくりに向けた取り組みを発展させることを目的としたものであ

る。 

また、千葉県においては、安全で安心なまちづくりを促進するため、平成 16年 10 月か

ら「千葉県安全で安心なまちづくりの促進に関する条例」を施行し、県、市町村、県民及

び事業者等が協働・連携して、犯罪の機会を減少させるための環境整備及び県民等の自主

防犯活動に関する施策を総合的に推進するとともに、平成 16年 11 月には、犯罪の防止に

配慮した道路、公園、駐車場及び駐輪場の構造及び設備に関する指針等を策定し、犯罪の

起こりにくい施設とすることにより犯罪から県民を守る取組を推進している。 

企業立地を始めとする様々な事業活動に当たっては、犯罪及び事故の防止並びに地域の

安全と平穏の確保に配慮することが重要であり、「千葉市地域防犯計画」、「千葉県安全で

安心なまちづくりの促進に関する条例」等の趣旨も勘案し、地域住民等が安全で安心して

住みよい地域社会を実現するため、次の事項に留意し、犯罪を未然に防止する活動や防犯

意識の高揚等に取り組むこととする。 

・防犯設備の整備 

事業所等の付近で地域住民等が犯罪被害に遭わないようにするため、防犯カメ

ラ、照明設備の設置等に努める。 

・防犯に配慮した施設の整備・管理 

犯罪の防止に配慮した構造、設備を有する道路、公園、駐車場等の普及を図ると

ともに、植栽の適切な配置及び剪定による見通しを確保するほか、施設管理を徹底
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し安全確保に努める。 

・従業員に対する防犯指導 

外国人を含む従業員に対して法令遵守や犯罪被害防止、交通安全等に関する指導

を行う。 

・地域における防犯活動への協力 

地域住民等が行う通学路の子どもの見守りを含む防犯ボランティア活動等への

参加や、これに対する必要な物品、場所の提供等の協力に努める。 

・不法就労の防止 

事業者が外国人労働者を雇用する場合には、旅券等により就労資格の有無を確認

するなど、不法就労防止の徹底を図る。 

・地域住民との協議 

産業集積の形成又は産業集積の活性化のための措置を実施するに当たっては、地

域住民の意見を十分に聴取する。 

・警察への連絡体制の整備 

犯罪又は事故の発生時における事業者の管轄警察署への連絡体制を整備する。 

 

１１ 法第５条第２項第３号に規定する区域における同項第７号の施設の整備が、農用地等と  

して利用されている土地において行われる場合にあっては、当該土地を農用地等以外の用

途に供するために行う土地の利用の調整に関する事項 

当面は設定せず、設定する必要が生じた場合は、計画の変更により対応する。 

 

 

１２ その他産業集積の形成又は産業集積の活性化の促進に関する重要事項 

（地域産業活性化協議会の設置） 

本地域の基本計画策定にあたっては、県、市及び関係機関等により構成される「千葉県

千葉市地域産業活性化協議会」を設置し、産業集積の形成又は活性化に関し必要な事項等

について協議する。また、必要に応じて協議会を開催し、基本計画の変更や計画目標の進

捗状況の把握等について協議する。 

 

１３ 計画期間 

本計画の計画期間は、計画同意の日から平成 26年度末までとする。 

 


