
事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅲ－２－①新事業・新産業の創出と企業立地の促進

1
産学官の連携による研究開発
の促進

産学官・企業間連携の促進 新事業・新産業創出支援事業 一般 30,830 28,944

産学官・企業間連携の促進 コンテンツ産業基礎調査 一般 5,000 0
産学官・企業間連携の促進 千葉県型オープン・イノベーション推進事業 一般 1,000 再掲 377
地域産学官共同研究拠点の整
備・活用

地域産学官共同研究拠点の整備・活用 ― ―

大学・研究機関の研究開発の促
進と企業ニーズとのマッチング

かずさＤＮＡ研究所研究促進事業 一般 1,307,887 1,234,828

大学・研究機関の研究開発の促
進と企業ニーズとのマッチング

東葛テクノプラザ管理運営事業の一部（大学連携
促進事業）

一般 148 122

大学・研究機関の研究開発の促
進と企業ニーズとのマッチング

先端バイオテクノロジーを活用した産業支援事業 一般 20,000 20,000

大学・研究機関の研究開発の促
進と企業ニーズとのマッチング

ちば中小企業元気づくり基金事業（高度研究開発
助成）

― ―

合　　　　計　（Ａ） 1,364,865 1,284,271
再掲事業の計　（Ｂ） 1,000 377
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,363,865 1,283,894

2
ベンチャー企業・研究開発型
企業の支援強化

インキュベーション施設の提供
と利用環境の整備

東葛テクノプラザ管理運営事業の一部 一般 226,586 226,568

インキュベーション施設の提供
と利用環境の整備

東葛テクノプラザ施設整備事業、東葛テクノプラ
ザ設備整備事業

一般 7,940 4,646

インキュベーション施設の提供
と利用環境の整備

★東葛テクノプラザ施設整備事業 一般 6,000 84,470

インキュベーション施設の提供
と利用環境の整備

バイオ関連産業等支援事業（インキュベーション
施設支援事業、交流支援施設利用促進事業、かず
さインキュベーションセンター管理事業、かずさ
インキュベーションセンター修繕事業）

一般 27,258 27,258

インキュベーション施設の提供
と利用環境の整備

★バイオ関連産業等支援事業（交流支援施設利用
促進事業）

一般 10,933 10,658

インキュベーション施設の提供
と利用環境の整備

★バイオ関連産業等支援事業（インキュベーショ
ン施設支援事業）

一般 7,040 555

インキュベーション施設の提供
と利用環境の整備

★バイオ関連産業等支援事業（かずさインキュ
ベーションセンター修繕事業）

一般 2,909 8,769

インキュベーション施設の提供
と利用環境の整備

東京大学連携型起業家育成支援事業 一般 4,511 1,807

インキュベーション施設の提供
と利用環境の整備

船橋新事業創出型事業施設支援事業 一般 3,255 2,981

インキュベーション施設の提供
と利用環境の整備

インキュベーション施設への被災企業の受入れ 一般 ― ―

インキュベーション・ﾏﾈｰｼﾞｬｰに
よる支援体制の強化

東葛テクノプラザ管理運営事業の一部（東葛テク
ノプラザインキュベート事業）

一般 6,566 6,566

官民一体となったベンチャー企
業の育成

「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事業

一般 3,380 3,380

取組
番号

再掲会計
当初予算額
(単位：千円）

事業名 予算事業名
決算額

(単位：千円）
取組名

業の育成 ンパニーの育成支援事業
一般 3,380 3,380

官民一体となったベンチャー企
業の育成

ちば新産業育成ファンド「第２号ファンド」事業 ― ―

官民一体となったベンチャー企
業の育成

ちば中小企業元気づくり基金事業(ベンチャー創
業支援事業）

― ―

官民一体となったベンチャー企
業の育成

千葉県型オープン・イノベーション推進事業 一般 1,000 377

合　　　　計　（Ａ） 307,378 378,035
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 307,378 378,035

3
技術の高度化と新技術の導入
促進

中小企業の技術開発の支援 地域産業実用化技術研究事業 一般 10,200 9,715

中小企業の技術開発の支援 地域産業ニーズ支援研究事業 一般 10,000 580
中小企業の技術開発の支援 産業支援技術研究所運営費 一般 73,449 74,226
中小企業の技術開発の支援 産業振興センター運営事業 一般 73,176 83,248
中小企業の技術開発の支援 受託研究事業 一般 2,000 370

中小企業の技術開発の支援
ちば中小企業元気づくり基金事業（新商品・新技
術・特産品開発助成）

― 0

中小企業の技術開発の支援
ちば中小企業元気づくり基金事業（高度研究開発
助成）

― 再掲 0

中小企業の技術開発の支援 千葉県型オープン・イノベーション推進事業 一般 1,000 再掲 377
中小企業の技術開発の支援 緊急時対策産業技術支援事業 一般 0
技術支援のための施設・機器整 産業支援技術研究所施設設備整備事業 一般 33,570 49,043
技術力向上のための研修・実地
アドバイス

ものづくり技術高度化支援研修事業 一般 990 830

技術力向上のための研修・実地
アドバイス

中小企業支援担当者研修事業 一般 163 158

技術力向上のための研修・実地
アドバイス

中小企業技術訪問相談員事業 一般 18,598 17,268

技術力向上のための研修・実地
アドバイス

中小企業デザイン導入支援事業 一般 3,000 1,542

知的財産に対する総合的な支援 知的財産総合支援事業 一般 10,650 9,621

知的財産に対する総合的な支援 中小企業外国出願支援事業 一般 3,920 154

県産業支援技術研究所の機能向
上の検討

産業支援技術研究所基本構想策定委員会事業 一般 ― ―

その他 外部評価委員会設置事業 一般 160 73
その他 千葉県科学技術功労者表彰等事業 一般 101 93

合　　　　計　（Ａ） 240,977 247,298
再掲事業の計　（Ｂ） 1,000 377
純計　（Ａ）－（Ｂ） 239,977 246,921

－30－



事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

取組
番号

再掲会計
当初予算額
(単位：千円）

事業名 予算事業名
決算額

(単位：千円）
取組名

4 戦略的企業誘致の推進 戦略的な企業誘致 戦略的企業誘致推進事業 一般 15,460 14,469
戦略的な企業誘致 外資系企業誘致事業 一般 2,000 1,390
戦略的な企業誘致 外資系企業賃料補助事業 一般 13,600 3,899
戦略的な企業誘致 ちば投資サポートセンター事業 一般 7,760 7,451
戦略的な企業誘致 企業誘致広報関連事業 企業 6,329 4,172
市町村との共同による新たな工
業団地の整備

工業団地整備検討事業 一般 5,000 7,007

立地企業への助成 工業導入促進事業（立地企業補助金） 一般 943,256 777,999
工業用水の安定供給の確保 若松地先Ⅱ期送水管布設替工事外 企業 459,600 355,040
工業用水の安定供給の確保 水源費負担金 企業 1,334,336 1,058,749
工業用水の安定供給の確保 工業用水の安定供給と利用促進の検討 ― ―

合　　　　計　（Ａ） 2,787,341 2,230,176
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,787,341 2,230,176
合　　　　計　（Ａ） 4,700,561 4,139,780
再掲事業の計　（Ｂ） 2,000 754
純計　（Ａ）－（Ｂ） 4,698,561 4,139,026

一般 2,898,296 2,721,065
特別 0 0
企業 1,800,265 1,417,961
計 4,698,561 4,139,026

純計の内訳
（会計別）

施　　　　　策　　　　　計

(注）事業費の支出がないもの（通常業務の運営費や人件費等によって実施するものは）は金額を

「－」とした。補正予算措置等により、年度途中から実施が決まった予算事業には★印を付した。
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事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅲ－２－②中小企業の経営基盤の強化

1 中小企業の経営力の向上
チャレンジ企業支援センターの
設置

チャレンジ企業支援センター事業 一般 338,900 299,935

チャレンジ企業支援センターの
設置

★中小企業再建支援専門家チームの派遣 一般 1,500

経営革新の促進 経営革新等普及促進事業 一般 13,335 11,410

新事業展開の支援
ちば中小企業元気づくり基金（新事業展開集中サ
ポート事業）

― ―

経営革新の促進 チャレンジ企業支援センター事業の一部 一般 392 再掲 191
商工会等による中小企業の支援
活動の促進

小規模事業経営支援事業費等補助金 一般 2,280,855 2,171,552

商工会等による中小企業の支援
活動の促進

中小企業連携組織対策事業費補助金 一般 170,045 172,100

商工会等による中小企業の支援
活動の促進

★中小企業経営診断・再建支援事業 一般 36,373

その他 ★東日本大震災に係る県内企業影響実態調査事業 一般 7,875
合　　　　計　（Ａ） 2,803,527 2,700,936
再掲事業の計　（Ｂ） 392 191
純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,803,135 2,700,745

2 資金調達の円滑化 中小企業振興資金の貸付 中小企業振興資金事業 一般 160,000,000 190,000,000
小規模企業者への設備貸与及び
設備資金貸付

小規模企業者等設備導入資金貸付事業 特別 1,200,000 350,090

その他 ★中小企業復興支援会議 一般 223
合　　　　計　（Ａ） 161,200,000 190,350,313
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 161,200,000 190,350,313

3 販路開拓に向けた支援 中小企業の優れた製品の認定 千葉ものづくり認定事業 一般 740 483
中小企業の優れた製品の認定 「千葉ものづくり産業」展示会実施事業 ― ―
市場開拓のための助成 ちば中小企業元気づくり基金（市場開拓助成） ― ―
ホームページを活用した中小企
業の技術情報の発信

千葉県ものづくりの魅力発信事業 一般 1,230 689

販路開拓の専門家派遣 ものづくり中小企業販路開拓支援事業 一般 62,000 48,646
販路開拓の専門家派遣 ★中小製造企業販路開拓支援事業 一般 14,528
下請取引の振興 ビジネスマッチング商談会等開催事業 一般 1,309 1,183
下請取引の振興 下請取引振興事業費補助金 一般 62,645 53,197
その他 ★工業製品安全性評価支援事業 一般 2,441

合　　　　計　（Ａ） 127,924 121,167
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 127,924 121,167

4 海外市場取引の促進 中小企業の海外販路拡大の支援 中小企業海外販路拡大支援事業 一般 7,744 5,960
中小企業の海外販路拡大の支援 日本貿易振興機構千葉貿易情報センター支援事業 一般 18,946 18,661
中小企業の海外販路拡大の支援 海外展開企業に係る貿易実務実態調査事業 一般 6,000 0
中小企業の海外販路拡大の支援 バイオ関連海外ビジネス・研究開発交流支援事業 一般 2,000 0
中小企業の海外販路拡大の支援 東アジア等における知事トップセールス 一般 10,400 再掲 5,434
中小企業の海外販路拡大の支援 ちば中小企業元気づくり基金（市場開拓助成） ― 再掲 ―
中小企業の海外販路拡大の支援 ★工業製品安全性評価支援事業 一般 2,441

合　　　　計　（Ａ） 45,090 32,496
再掲事業の計　（Ｂ） 10,400 5,434

再掲会計予算事業名
取組
番号

取組名 事業名
当初予算額
(単位：千円）

決算額
(単位：千円）

再掲事業の計　（Ｂ） 10,400 5,434
純計　（Ａ）－（Ｂ） 34,690 27,062

5 中小企業の事業承継とリスク
マネジメント支援

中小企業の円滑な事業承継の支
援

チャレンジ企業支援センター事業の一部 一般 再掲

中小企業の危機管理対策の支援 チャレンジ企業支援センター事業の一部 一般 172 再掲 438
合　　　　計　（Ａ） 172 438
再掲事業の計　（Ｂ） 172 438
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0

6
地域づくり・まちづくりと連
携した地域商業の活性化

地域商業の活性化支援 地域と連携した商業活性化事業 一般 35,000 28,986

地域商業の活性化支援 千葉県消費者購買動向調査（千葉県の商圏） 一般 7,000 0
地域商業の活性化支援 買い物弱者対策モデル実証事業 一般 20,000 18,651
中心市街地の活性化促進 ★がんばる商店街復興支援事業 一般 24,756
次世代を担う商店街リーダーの
養成

商店街若手リーダー養成事業 一般 3,280 1,612

商店街連合組織の機能強化 商店街県連合組織機能強化事業 一般 3,000 3,000

「商業者の地域貢献に関するガ
イドライン」による取組の促進

地域貢献ガイドラインの運用 ― ―

合　　　　計　（Ａ） 68,280 77,005
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 68,280 77,005
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事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

再掲会計予算事業名
取組
番号

取組名 事業名
当初予算額
(単位：千円）

決算額
(単位：千円）

7
農商工連携等の活用による地
域産業の振興

農商工連携の促進 ちば農商工連携事業支援基金事業 ― ―

農商工連携の促進
ちば中小企業元気づくり基金事業（新商品・新技
術・特産品開発助成）

― 再掲 ―

農商工連携の促進
ちば中小企業元気づくり基金事業（ビジネスモデ
ル構築・事業化助成）

― ―

農商工連携の促進
ちば中小企業元気づくり基金事業（市場開拓助
成）

― 再掲 ―

農商工連携の促進
ちば中小企業元気づくり基金事業（高度研究開発
助成）

― 再掲 ―

地域個性を生かした商品づくり
の推進

ちば中小企業元気づくり基金事業（地域プロ
デュース支援事業）

― ―

地域個性を生かした商品づくり
の推進

ちば中小企業元気づくり基金事業（ベンチャー創
造支援事業）

― 再掲 ―

合　　　　計　（Ａ） 0 0
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0
合　　　　計　（Ａ） 164,244,993 193,282,355
再掲事業の計　（Ｂ） 10,964 6,063
純計　（Ａ）－（Ｂ） 164,234,029 193,276,292

一般 163,034,029 192,926,202
特別 1,200,000 350,090
企業
計 164,234,029 193,276,292

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

(注）事業費の支出がないもの（通常業務の運営費や人件費等によって実施するものは）は金額を

「－」とした。補正予算措置等により、年度途中から実施が決まった予算事業には★印を付した。
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事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅲ－２－③雇用対策の推進と産業人材の確保・育成

1 雇用機会の創出 継続的な雇用の機会の創出
ふるさと雇用再生特別基金事業（ふるさと雇用再
生特別基金市町村補助事業等）

一般 2,310,516 1,181,107

継続的な雇用の機会の創出 ふるさと雇用再生特別基金事業 一般 1,053,854 再掲 546,127
次の雇用へのつなぎ雇用の機会
の創出

緊急雇用創出事業（緊急雇用創出市町村補助事業
等）

一般 6,414,684 10,575,432

次の雇用へのつなぎ雇用の機会
の創出

緊急雇用創出事業 一般 3,221,916 再掲 2,491,152

合　　　　計　（Ａ） 13,000,970 14,793,818
再掲事業の計　（Ｂ） 4,275,770 3,037,279
純計　（Ａ）－（Ｂ） 8,725,200 11,756,539

2 就労支援と職業能力の開発
フリーター等の若年者に対する
就労支援

ジョブカフェちば事業 一般 134,700 114,996

フリーター等の若年者に対する
就労支援

ジョブカフェちば地域展開推進事業 一般 64,680 56,366

フリーター等の若年者に対する
就労支援

ちば地域若者サポートステーション事業 一般 8,142 8,067

フリーター等の若年者に対する
就労支援

ふるさとちば若者自立支援事業 一般 24,740 22,887

フリーター等の若年者に対する
就労支援

実践的キャリアガイダンス事業 一般 66,000 65,919

フリーター等の若年者に対する
就労支援

新卒未就職者人材育成事業 一般 834,000 950,473

フリーター等の若年者に対する
就労支援

新卒未就職者等を対象とした就労・雇用アンケー
ト調査事業

一般 6,100 4,998

出産・子育て等で離職した女
性・中高年離職者の就職支援

高年齢者就業機会確保事業 一般 9,100 9,100

出産・子育て等で離職した女
性・中高年離職者の就職支援

千葉県求職者総合支援センター事業 一般 54,700 再掲 50,106

求職者に対する総合的な就業・
生活支援

千葉県求職者総合支援センター事業 一般 54,700 50,106

求職者に対する総合的な就業・
生活支援

知事親書による雇用促進事業 一般 500 747,184

求職者に対する総合的な就業・
生活支援

雇用企業開拓員事業 一般 100,000 111,634

障害のある人に対する就労支援 障害者就業支援キャリアセンター事業 一般 29,126 31,417
障害のある人に対する就労支援 障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業 一般 87,803 56,776

障害のある人に対する就労支援 職場適応訓練事業 一般 257 0

障害のある人に対する就労支援 企業支援員（障害者雇用アドバイザー）事業 一般 24,090 19,859
障害のある人に対する就労支援 障害者法定雇用率未達成企業支援事業 一般 45,706 43,894

障害のある人に対する就労支援 障害者雇用促進合同面接会事業 一般 700 485

障害のある人に対する就労支援 障害者就労促進チャレンジ事業 一般 1,760 1,760
障害のある人に対する就労支援 障害者就業体験雇用促進事業 一般 34,359 34,340
就職に結び付く効果的な職業訓
練

職業訓練校管理費 一般 428,677 323,652

就職に結び付く効果的な職業訓 離職者等再就職訓練事業 一般 1,056,096 837,507

事業名 予算事業名
取組
番号

決算額
(単位：千円）

再掲取組名 会計
当初予算額
(単位：千円）

就職に結び付く効果的な職業訓 離職者等再就職訓練事業 一般 1,056,096 837,507
就職に結び付く効果的な職業訓
練

デュアルシステム訓練事業（施設外） 一般 121,374 84,070

就職に結び付く効果的な職業訓 デュアルシステム訓練事業（施設内） 一般 6,346 6,119
就職に結び付く効果的な職業訓 母子家庭の母等に対する職業訓練事業 一般 20,476 10,900
就職に結び付く効果的な職業訓 母子家庭の母等の職業訓練支援事業 一般 9,678 6,034
就職に結び付く効果的な職業訓 就職支援事業 一般 7,790 6,458
就職に結び付く効果的な職業訓 高等技術専門校訓練内容等検討事業 一般 7,500 7,455

合　　　　計　（Ａ） 3,239,100 3,662,562
再掲事業の計　（Ｂ） 54,700 50,106
純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,184,400 3,612,456

3
中小企業等の人材確保・育成
支援

中小企業の採用活動支援 ジョブカフェちば事業 一般 134,700 再掲 114,996

中小企業の採用活動支援 ジョブカフェちば地域展開推進事業 一般 64,680 再掲 56,366

中小企業の採用活動支援 企業の人材活用・人材定着支援事業 一般 14,850 0

中小企業の人材育成支援 ちば企業人スキルアップセミナー事業 一般 7,000 5,322

中小企業の人材育成支援
ちば仕事プラザ管理費（22年度事業名・テクノピ
ラミッド管理費）

一般 20,988 18,152

中小企業の人材育成支援 技能検定実施団体助成事業 一般 57,766 52,742
中小企業の人材育成支援 技能振興事業 一般 1,492 1,110
中小企業の人材育成支援 認定職業訓練助成事業 一般 34,643 25,777
中小企業の人材育成支援 認定職業訓練校施設整備事業 一般 1,383 1,382

中小企業の人材育成支援
ちば中小企業元気づくり基金事業（産業人材づく
り支援事業）

― ―

地域の企業等との連携によるも
のづくり若手技術者の育成

若手技術者ものづくり企業実習・交流推進事業 一般 19,700 19,215

合　　　　計　（Ａ） 357,202 309,912
再掲事業の計　（Ｂ） 199,380 171,362
純計　（Ａ）－（Ｂ） 157,822 138,550
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事業整理票（２３年度事業費一覧） 様式１－２

事業名 予算事業名
取組
番号

決算額
(単位：千円）

再掲取組名 会計
当初予算額
(単位：千円）

4 働きやすい環境の整備
ワーク・ライフ・バランスの普
及促進

企業の仕事と生活の調和推進事業 一般 3,085 1,433

ワーク・ライフ・バランスの普
及促進

笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス事業 ― ―

ワーク・ライフ・バランスの普
及促進

次世代のためのワーク・ライフ・バランスセミ
ナー

一般 7,385 7,385

ワーク・ライフ・バランスの普
及促進

中小企業の業種別ワーク・ライフ・バランス普及
促進事業

一般 25,000 24,917

労働相談の実施 労働相談事業 一般 7,883 7,552
労働相談の実施 労働教育講座 一般 586 531
労働相談の実施 「労政ちば」の発行 一般 840 466
労働相談の実施 労使関係総合調査 一般 350 288
労働相談の実施 労働災害の防止 一般 100 100
労働相談の実施 労働者福祉資金融資制度 一般 10,000 300
労働相談の実施 (社）千葉県労働者福祉協議会労働福祉事業補助 一般 3,200 3,200

合　　　　計　（Ａ） 58,429 46,172
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 58,429 46,172
合　　　　計　（Ａ） 16,655,701 18,812,464
再掲事業の計　（Ｂ） 4,529,850 3,258,747
純計　（Ａ）－（Ｂ） 12,125,851 15,553,717

一般 12,125,851 15,553,717
特別
企業
計 12,125,851 15,553,717

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

(注）事業費の支出がないもの（通常業務の運営費や人件費等によって実施するものは）は金額を

「－」とした。補正予算措置等により、年度途中から実施が決まった予算事業には★印を付した。
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