
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 産業振興課 課長名 麻生 恵 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

県民がいきいきと暮らしていくためには、県内産業の持続的な発展･成長が不可欠です。このために、本県がポテ

ンシャルのある産業分野を選択し、大学・研究機関、企業､金融機関等のネットワークを強化し､地域資源を集中的に

投入しながら、高付加価値の製品やサービスを生み出す産業クラスター戦略を推進していきます。このことにより、

本県経済の活性化を目指していきます。 

２ 施策の概要 

施策名 産業クラスター戦略の推進による千葉県経済の活性化 
施策 
コード

４ ― ０ ５ ０ ２

アクションプラン 
における位置付け 

戦略１ 産業クラスター戦略の推進による千葉県経済の活性化 

上位政策 
計画等 

あすのちばを拓く１０のちから 
関係
課名

経済政策課、企業立地課、経営支援課、
雇用労働課、資源循環推進課、産業人
材課、 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

事業所開廃業率の逆転＊ 

開業率４．４％ 

廃業率６．４％ 

（１３～１６年） 

事業開廃業率の逆転

を目指します。 

(１８～２１年) 

開業率4.7％ 

廃業率5.6％ 

(13～18年) 

Ｂ

重点産業分野の新規事業開発・創出件数

＊ 

３１件 

(１６年) 

 

４６件 

（１８年） 

２倍を目指します。 

(２０年) 

４９件 

（１８年） 
Ａ

クラスター推進組織、研究会等クラスタ

ー戦略参画企業数 

４８２社 

（１６年度） 

７００社 

（１８年度） 

６５８社 

（１８年度） 
Ｂ

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

景気による設備投資の増減 

大学、公的試験研究機関等の有用な研究シーズの多寡 

中小・ベンチャー企業等への民間投融資 

目標の 

達成状況総括 

産業クラスター戦略の推進による千葉県経済の活性化に向けて順調に進んでいます。この理

由として、重点分野の新規事業開発・創出件数が目標を上回ったことなどが挙げられます。 

３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

233,860 250,670 
金額

227,449 242,123 

7.1 8.1 
Ⅰ 

（ネットワークの形成促進） 

 産業クラスターの形成・発展を実現するためには、産学官

の連携推進体制などネットワーク形成が重要です。このた

め、産業クラスターの推進組織の体制強化とその中核となる

人材の確保など産業クラスターの連携･強化を図ります。 
人員

7.1 7.5 

1,998,554 1,964,309 
金額

2,011,194 1,968,859 

6.5 8.0 
Ⅱ 

（研究開発･知的財産活用支援） 

 大学･研究機関､企業との共同研究・技術開発を支援するこ

とにより、新事業が次々と創出していく環境を整えていきま

す。また､その際に生じる知的財産の保護･活用の支援を充実

していきます。 
人員

6.5 8.0 



189,019 139,307 
金額

180,832 135,636 

7.3 7.6 
Ⅲ 

（創業から販路開拓まで一貫した中小･ベンチャー企業支

援） 

 中小･ベンチャー企業は、本県産業の活力の源泉であり､産

業クラスター形成の重要な担い手です。このため､インキュ

ベーション施設の整備促進や技術支援、資金調達など創業か

ら販路開拓まで一貫した支援を実施します。 

人員

7.3 6.2 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

Ⅰ クラスター推進組織の設置 
１組織 

(１７年度) 

５組織 

(１８年度) 

７組織 

(１８年度) 
Ａ

バイオベンチャー企業数 
１８社 

（１６年） 

２４社 

（１８年） 

※平成18年数値は19

年 9月下旬頃判明（バ

イオインダストリー

協会） 

―

ソフト系ＩＴ産業事業所数 
８２０事業所 

（１５年度） 

増加を目指します 

（１８年度） 

８４５事業所 

(１７年度) 
Ａ

Ⅱ 

特許移転件数(知的所有権センタ

ーによる移転) 

５５件 

（１６年度） 

７０件 

（１８年度） 

４７件 

(１８年度) 
Ｂ

産業支援技術研究所の受託研究事

業件数 

なし 

（１６年度） 

７件 

（１８年度） 

８件 

(１８年度) 
Ａ

地域ブランド認定件数 

（千葉ものづくり認定製品件数） 
なし 

３０件 

（１８年度） 

２１件 

(１８年度) 
ＢⅢ 

ニューマーケット開拓支援事業等

による新規販路開拓件数 

 

８件 

（１６年度） 

１５件 

（１８年度） 

１３件 

（１８年度） 
Ｂ

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

本県経済を取り巻く情勢は、世界規模での競争の激化、生産の海外へのシフト化、人口減少・超高齢

化社会の進展といった様々な変化に直面しています。また、三位一体改革の推進や企業が活動しやすい

地域を企業自ら選ぶ時代に入ってきており、本県にこれまで集積してきた企業や大学、産業基盤など、

地域資源を生かし新たな可能性を生み出す視点が重要になっています。さらに、地域の中堅・中小企業

が生き残っていくためには、高度な技術開発や新たな事業に挑戦することが必要不可欠であり、このよ

うなイノベーション(技術革新)を地域レベルで推進していく体制づくりが求められます。 

今後の 

施策展開 

本県の地域特性や産業集積の状況を踏まえ、今後､産業クラスターが自立的・持続的に発展していくこ

とは、本県経済の活性化に資することが考えられます。このため、今後成長が見込める重点分野に関す

る産業クラスターの形成・発展を推進する戦略会議・研究会やプロジェクト・コーディネーターを設置

する等、推進体制とネットワークを強化します。また、大学・研究機関､企業の連携と競争による共同研

究・技術開発、事業化を促進するとともに､中堅・中小企業への知的財産の保護・活用を支援していきま

す。 

また、チャレンジ精神に富み、新製品・新サービスの開発といった創造的な事業活動に取り組む中小・

ベンチャー企業は、産業クラスター形成と発展の担い手であり、地域経済の活性化と新たな雇用創出に

大きな役割を果たすことから、創業支援のためのインキュベーション施設の整備促進や資金調達のほか、

優れた商品・新技術に対する認定制度の導入や販路開拓を支援していきます。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

これまでの均衡のとれた産業構造の構築・産業全体の底上げといった視点から、本県の強みや特徴

を分析し、今後成長が見込める重点分野を選択し、地域にある大学・研究機関、企業、産業支援機関

等とのネットワークを強化し、価値の大きな製品やサービスを生み出す｢産業クラスター形成｣の視点

を取り入れ施策を展開していきます。 



（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・産業分野別クラスター推進協議会の設置・

開催（随時） 

・産業分野別研究会の開催（随時） 

・東葛テクノプラザ起業・研究開発支援（通

年） 

・産業支援技術研究所の技術相談等（通年）

・地域ブランド認定事業（ロゴマークの公募）

・新産業創造研究開発費補助金公募 

・ソーイング事業（プロジェクト公募、選定）

・ビジネスセミナー（ﾍﾞﾝﾁｬｰｸﾗﾌﾞちば） 

・千葉県ソフトインキュベーションセンター

管理運営（通年） 

・バイオ各種セミナー等の開催（通年） 

・かずさバイオプラットフォーム整備事業

(通年) 

４月 

～６月

・産業分野別クラスター推進協議会の設置・開催

（6月以降随時6協議会設立、随時開催） 

・産業分野別研究会の開催（随時開催 31回） 

・東葛テクノプラザ起業・研究開発支援（通年）

・産業支援技術研究所の技術相談等（通年） 

・新産業創造研究開発費補助金公募 

・ソーイング事業（公募、４事業選定） 

・千葉県ソフトインキュベーションセンター管理

運営（通年、入居企業12社） 

・バイオ各種セミナー等の開催（７回） 

・かずさバイオプラットフォーム整備事業(通年)

・「千葉新産業振興戦略」策定・公表(6月) 

７月 

～９月 

・地域ブランド認定事業（製品の公募） 

・新産業創造研究開発費補助金交付決定 

・ビジネスプロモーションちばの開催 

・新技術・新製品説明会の開催 

・ブラッシュアップ講評会（ﾍﾞﾝﾁｬｰｸﾗﾌﾞちば）

・ビジネスプラン発表会（ﾍﾞﾝﾁｬｰｸﾗﾌﾞちば）

・ビジネスセミナー（ﾍﾞﾝﾁｬｰｸﾗﾌﾞちば） 

・ｅコマース活用研究会の開催 

・次世代ＩＴによる企業活性化（柏地域での

ＩＴ実証実験開始（１９年３月まで）） 

７月 

～９月

・第１回千葉ものづくり認定製品の認定（5製品）

・新産業創造研究開発費補助金交付決定 

・ビジネスプラン発表会（7月11日） 

・新技術・新製品説明会の開催（9月14日） 

 

 

 

10月 

～12月 

・地域ブランド認定事業（認証式開催） 

・新産業創造研究開発費補助金中間検査 

・ビジネスプロモーションちばの開催 

・新技術・新製品説明会の開催 

・ビジネスプラン発表会（ﾍﾞﾝﾁｬｰｸﾗﾌﾞちば）

・ビジネスセミナー（ﾍﾞﾝﾁｬｰｸﾗﾌﾞちば） 

・千葉県ＩＴフロンティア産業支援協議会審

査会開催 

・千葉県ＩＴフロンティア産業支援協議会セ

ミナー開催 

10月 

～12月

・第2回千葉ものづくり認定製品の公募 

・新産業創造研究開発費補助金中間検査 

・ブラッシュアップ講評会（10月 15日） 

・ビジネスプロモーションちばの開催(10 月 18

日) 

・ビジネスプラン発表会（11月 21日） 

・ｅコマース活用研究会の開催（16回） 

・ＩＴを活用した実証実験（４件） 

・千葉県ＩＴフロンティア産業支援協議会審査会

開催（11月 9日） 

・千葉県ＩＴフロンティア産業支援協議会セミナ

ー開催（10月 24日） 

１月 

～３月 

・千葉県産業クラスター振興戦略会議(仮称)

の開催 

・新産業創造研究開発費補助金確定検査 

・ビジネスプロモーションちばの開催 

・ブラッシュアップ講評会（ﾍﾞﾝﾁｬｰｸﾗﾌﾞちば）

・ビジネスプラン発表会（ﾍﾞﾝﾁｬｰｸﾗﾌﾞちば）

・ビジネスセミナー（ﾍﾞﾝﾁｬｰｸﾗﾌﾞちば） 

１月 

～３月

・新技術・新製品説明会の開催（2月8日） 

・新産業創造研究開発費補助金確定検査 

・第2回千葉ものづくり認定製品の認定(16製品)

・ビジネスプロモーションちば in 秋葉原の開催

(2月 28日) 

・ビジネスセミナー（3月12日） 

・千葉県ＩＴフロンティア産業支援協議会セミナ

ー開催（3月16日、27日） 

・千葉新産業振興戦略会議の開催（3月28日） 

 



５ 施策実施結果（事後評価） 

主な成果 

Ｉ ネットワークの形成促進 

産業クラスターの推進組織の体制強化とその中核となる人材の確保など産業クラスターの連

携･強化を図るため、平成 18 年 6 月に「千葉新産業振興戦略」を策定し、「千葉新産業振興戦略

会議」及び重点７分野の分野別協議会を設置し、推進体制を整えたほか、主に以下の成果があり

ました。 

・「千葉新産業振興戦略会議」を設置・開催することにより、これまでの取組みに対する評価や今

後のあるべき方向について県内産業をリードする経営者や有識者等から様々な意見をいただき

ました。また重点分野別推進協議会を設置・開催することにより、産業クラスター形成に向けた

核となるネットワークが形成でき、企業･関係者が問題意識･ビジョンを共有し、課題解決のため

の戦術づくりが進みました。 

・「かずさ」を中心とするゲノム科学の国際拠点形成の促進として、競争的資金の地域結集型共同

研究事業では、論文数148、特許出願46件（海外含む）、実用化・商品化10件等の成果がありま

した。 

・京葉臨海コンビナートの中核人材育成について、経済産業省が所管する「産学官連携製造中核人

材育成事業」に公募し、採択され、中核人材の育成を図るための教材・カリキュラムの開発を行

いました。 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構による「千葉大学連携型起業家育成施設」及び｢船橋新事業

創出型事業施設｣の建設工事が着工され、平成19年夏頃オープンの予定です。 

・東葛テクノプラザ内に企業交流オフィスを設置したことにより、新たなネットワークを構築し、

研究開発の促進を図ることができました。 

Ⅱ 研究開発･知的財産活用支援 

  新事業が次々と創出していく環境を整えていため、大学･研究機関､企業との共同研究・技術開

発支援を行い、主に以下の成果がありました。 

・知財戦略タスクフォースによる総合支援により、知財の活用を経営戦略として意識する企業が増

加しました。その結果、年度内に特許出願の完了が6件、出願予定が7件ありました。 

・特許流通アドバイザーによる特許実施権許諾契約等が47件成立しました。 

・海外特許出願事業費補助金の採択を受けた企業10社は海外特許の出願を行いました。 

・双腕作業ロボットの研究では企業の意見を取り入れ、画像認識が可能な作業ロボットの基本動作

及び基礎技術を確立しました。また、セミナー等でロボット技術の普及に寄与しました。 

Ⅲ 創業から販路開拓まで一貫した中小･ベンチャー企業支援 

  産業クラスター形成の重要な担い手に対し､インキュベーション施設の整備促進や技術支援、

資金調達など創業から販路開拓まで一貫した支援を実施し、主に以下の成果がありました。 

・産業支援技術研究所では、7500件以上の依頼試験を実施し、多数の企業に技術支援を行ったほか、

中小・ベンチャー企業から8件の研究を受託し、技術的課題の解決や新製品の開発の支援を行な

いました。また、麹菌に係る最新技術の産業利用推進については、2件の特許出願を行いました。

さらにバイオ産業の育成支援のため、講習会を開催し県内中小企業への技術の普及を行いまし

た。 

・県内の中小企業が開発・製造し優れた工業製品２１点を「千葉ものづくり認定製品」として認定

し、県内外に広く紹介したほか、展示会・商談会に出展しマーケティング支援を行った結果、製

品の売り上げ増加につながり、高い技術力とポテンシャルを持つ千葉県のものづくり産業を全国

にＰＲできました。 

・販路開拓等支援のため、ビジネスプロモーションちばを２回開催し、把握している範囲で360件

を超える商談件数があり、中小・ベンチャー企業に販路開拓の機会を提供することができました。

施 

策 

実 

施 

結 

果 

特記事項  

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

残された 

課題 

Ⅰ ネットワークの形成促進 

これまで実施してきた取組みにより、新技術や新製品の開発など目に見える形で成果を現してい

くことが今後の課題です。さらに、クラスター間の交流（クラスター･リンケージ）を促進し、

各分野の情報･技術･人材の効果的な活用を進めていくことが必要です。 

Ⅱ 研究開発･知的財産活用支援 

研究開発については、製品化に向けた共同研究や研究成果の普及に一層取り組む必要がありま

す。 

また、知財戦略総合支援として、デザインの企画力、開発力の強化による中小企業のブランド確



立をいかに図るかが課題となっています。 

Ⅲ 創業から販路開拓まで一貫した中小･ベンチャー企業支援 

さらに商談や情報交換の機会を増やすため、新たな販路や取引先の開拓を図る必要があります。

方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

課題への 

対応策 

Ⅰ ネットワークの形成促進 

分野別協議会の充実を図り、クラスター形成に向け、戦略の着実な実施と適切な見直しを行って

いく必要があります。 

・製造中核人材のカリキュラムの開発を完了し、実用化等に向けた検討を行う必要があります。 

・バイオクラスターのさらなる充実強化のためには、応用化・実用化研究を促進していく必要があ

ります。 

・インキュベーション・ネットワークフォーラム等の開催を通じて、他の県内の公的インキュベー

ション施設との交流を図ります。 

Ⅱ 研究開発･知的財産活用支援 

・中小企業のブランド確立に向けてデザインを創造・活用するため、「戦略的意匠（デザイン）活

用塾」を設置し、付加価値向上に資するデザインの企画力・開発力の強化及び意匠権の積極的活

用と権利強化による経営戦略の策定を支援します。 

・現在研究中の双腕作業ロボットを将来中小企業の作業現場で活用できるものとするため、現在の

基礎的研究を応用的なものへ移行していく必要があります。 

Ⅲ 創業から販路開拓まで一貫した中小･ベンチャー企業支援 

・千葉ものづくり認定製品を県の機関が試験的に発注（トライアル発注事業）し、中小企業等の販

路開拓を支援します。 

・民間主体のベンチャー企業ベンチャークラブちばによるリーディングカンパニーの育成支援を行

います。 

・各企業の経営課題に応じたIT活用を推進するため、同業種のIT利活用の成功事例の紹介や、IT

と経営に精通した専門家による訪問指導等の支援を行います。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

・ ネットワークの形成促進については、「千葉新産業振興戦略」に基づき、各産業クラスター内及び産業クラスター

間における産学官の連携を促進・強化し、情報、技術、人材による交流を図りながら、各産業分野における課題解

決に努めること。 

・ 大学、研究機関、企業との研究開発については、製品化に向けた共同研究や研究成果の普及に取組むとともに、

知的財産の活用支援として、中小企業のブランドの確立に向けた支援を行うこと。 

・ 中小･ベンチャー企業に対する支援については、創業から販路や取引先の開拓に至る、企業のステージに応じた一

貫した支援を今後も行うこと。 

 


