
施策 Ⅲ－３－①女性の活躍推進

女性の活躍推進に取り組む企業の登
録・公表

「働き方改革」推進事業 一般 17,000 再掲 16,477

仕事と家庭の両立支援に取り組む企業
等の表彰

男女共同参画推進事業所表彰 一般 47 再掲 38

企業向けセミナーの開催 「働き方改革」推進事業 一般 17,000 再掲 16,477

企業へのアドバイザーの派遣 「働き方改革」推進事業 一般 17,000 再掲 16,477

幅広く悩みに対応する相談体制の充実 男女共同参画センター相談事業 一般 19,889 再掲 18,805

事業所内保育の促進 事業所内保育所整備促進事業 一般 10,000 再掲 6,040

合　　　　計　（Ａ） 80,936 74,314

再掲事業の計　（Ｂ） 80,936 74,314

純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0

中小企業振興資金事業 一般 190,000,000 再掲 125,700,000

「千葉ふるさと投資」活用支援事業 一般 3,700 再掲 2,318

ちば起業家応援事業 一般 15,000 再掲 15,000

千葉県ジョブサポートセンター事業 一般 35,258 再掲 35,257

輝く女性応援事業 一般 14,000 本籍 14,000

職業訓練校管理費 一般 393,709 再掲 296,131

離職者等再就職訓練事業 一般 1,255,330 再掲 698,942

合　　　　計　（Ａ） 191,716,997 126,761,648

再掲事業の計　（Ｂ） 191,702,997 126,747,648

純計　（Ａ）－（Ｂ） 14,000 14,000

女性の活躍を推進する地域協議会の設
立と産業界等と連携した取組の推進

男女共同参画推進連携会議 一般 3,652 再掲 1,694

女性の活躍推進に向けた広報・啓発
男女共同参画センター事業（相談事業、DV被害者自
立サポート事業以外）と男女共同参画促進事業の一
部（地域推進員）

一般 38,167 再掲 28,715

千葉県男女共同参画地域推進員制度の
充実

千葉県男女共同参画地域推進員制度 一般 2,374 再掲 1,406

女性リーダー養成講座等の様々な自己
啓発講座の開催

男女共同参画センター学習研修事業 一般 1,209 再掲 929

男女共同参画の視点に立った教育・学
習の充実

男女共同参画センター学習研修事業 一般 1,209 再掲 929

合　　　　計　（Ａ） 46,611 33,673

再掲事業の計　（Ｂ） 46,611 33,673

純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0

合　　　　計　（Ａ） 191,844,544 126,869,635

再掲事業の計　（Ｂ） 191,830,544 126,855,635

純計　（Ａ）－（Ｂ） 14,000 14,000

一般 14,000 14,000

特別 0 0

企業 0 0

計 14,000 14,000

予算事業名 会計
当初予算額
(単位：千円）

1
女性が個性と能力を発揮できる
環境づくり

取組
番号

取組名 事業名

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

2 女性の起業・創業と就労の促進

3
女性の活躍に向けた意識の変革
と情報発信

女性の起業・創業支援

女性のための再就職支援

女性のための職業能力開発支援

決算（見込）額
(単位：千円）

再掲

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅲ－３－②雇用対策の推進と産業人材の育成

離職者等再就職訓練事業 一般 1,255,330 再掲 698,942

デュアルシステム訓練事業 一般 6,757 再掲 6,323

職業訓練校管理費 一般 393,709 再掲 296,131

ジョブカフェちば事業 一般 136,697 本籍 130,948

要請文書による雇用促進事業 一般 448 351

若者の中小企業理解のためのインターンシップ促進事
業

一般 1,100 1,098

生活困窮者自立支援事業 一般 42,978 再掲 42,982

ちば地域若者サポートステーション事業 一般 7,605 本籍 7,591

高年齢者就業機会確保事業 一般 9,100 本籍 9,100

千葉県ジョブサポートセンター事業 一般 35,258 本籍 35,257

障害者雇用サポート事業 一般 35,000 再掲 32,435

障害者就業支援キャリアセンター事業 一般 30,051 再掲 30,028

障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業 一般 82,044 再掲 42,515

職場適応訓練事業 一般 227 再掲 0

企業支援員（障害者雇用アドバイザー）事業 一般 49,555 再掲 43,901

障害者雇用促進合同面接会事業 一般 570 再掲 499

障害者雇用促進のための「意識改革」事業 一般 2,945 再掲 2,809

中小企業振興資金事業 一般 190,000,000 再掲 125,700,000

「千葉ふるさと投資」活用支援事業 一般 3,700 再掲 2,318

ちば起業家応援事業 一般 15,000 再掲 15,000

その他 輝く女性応援事業 一般 14,000 再掲 14,000

合　　　　計　（Ａ） 192,122,074 127,112,228

再掲事業の計　（Ｂ） 191,931,866 126,927,883

純計　（Ａ）－（Ｂ） 190,208 184,345

デュアルシステム訓練事業 一般 6,757 本籍 6,323

職業訓練校管理費 一般 393,709 本籍 296,109

離職者等再就職訓練事業 一般 1,255,330 本籍 296,131

就職支援事業 一般 16,344 14,591

ちば企業人スキルアップセミナー事業 一般 6,498 本籍 4,254

技能検定実施団体助成事業 一般 87,006 再掲 83,949

認定職業訓練助成事業 一般 32,672 本籍 31,613

認定職業訓練校施設整備事業 一般 3,002 本籍 2,995

技能振興事業 一般 2,339 再掲 1,776

高等技術専門校と地域等との連携強化 職業訓練校管理費 一般 393,709 再掲 296,131

技能検定実施団体助成事業 一般 87,006 本籍 83,949

技能振興事業 一般 2,339 本籍 1,776

ちば企業人スキルアップセミナー事業 一般 6,498 再掲 4,254

合　　　　計　（Ａ） 2,293,209 1,123,851

再掲事業の計　（Ｂ） 489,552 386,110

純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,803,657 737,741

「働き方改革」推進事業 一般 17,000 本籍 16,477

労働災害の防止 一般 100 100

（一社）千葉県労働者福祉協議会労働福祉事業補助金 一般 3,200 3,200

仕事と家庭の両立支援に取り組む企業
等の表彰

男女共同参画推進事業所表彰 一般 47 本籍 38

事業所内保育の促進 事業所内保育所整備促進事業 一般 10,000 本籍 6,040

労働分野における正しい理解を進める
ためのセミナー等の実施

労働教育講座 一般 879 本籍 788

メンタルヘルス相談も含めた労働相談
の実施

労働相談事業 一般 9,665 8,685

幅広く悩みに対応する相談体制の充実 男女共同参画センター相談事業 一般 19,889 本籍 18,805

合　　　　計　（Ａ） 60,780 54,133

再掲事業の計　（Ｂ） 0 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 60,780 54,133

合　　　　計　（Ａ） 194,476,063 128,290,212

再掲事業の計　（Ｂ） 192,421,418 127,313,993

純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,054,645 976,219

一般 2,054,645 975,431

特別 0 0

企業 0 0

計 2,054,645 975,431

決算（見込）額
(単位：千円）

再掲

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

2
産業を支える職業能力開発と技
能振興

3
多様な働き方の実現に向けた環
境の整備

就職に結びつく効果的な職業訓練の実
施

在職者への能力開発支援

ワーク・ライフ・バランスの推進

ものづくり分野等における技能の振
興・継承

正規雇用での就労を希望する若年者に
対する支援

1
若年者・高齢者・障害のある人
等の就労の促進と起業・創業支
援

取組
番号

取組名 事業名

若年無業者等の職業的自立支援

中高年齢者の就労支援

障害のある人に対する就労・定着支援

起業家の育成・経営支援、起業家同士
による交流の促進

予算事業名 会計
当初予算額
(単位：千円）

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。


