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４ 商工業の振興・雇用 

 

＜挑戦し続ける産業づくり＞ 

 

○中小企業振興資金（経営支援課） 190,000,000千円（H29 190,000,000千円） 

  中小企業の経営基盤の安定に必要な事業資金を円滑に提供するため、金融機関等と協力して、

県内の中小企業に対して融資を行います。 
  また、景気の緩やかな回復などに伴う中小企業の積極的な設備投資等を支援するため、   

平成 30 年度も過去最大の融資枠を継続します。 
 ［融資枠］5,700 億円（H29 5,700 億円） 

 
 

 

○立地企業補助金（企業立地課） 720,000千円（H29 500,000千円） 

  企業立地を促進し、経済の活性化と雇用の確保を図るため、県内へ立地する企業に対し、助成

を行います。 
 ［平成 30 年度の主な補助対象（見込）］ 

  ・工場等の立地        9 社 401,000 千円 

  ・市町村との連携による助成  4 社 117,000 千円 

  ・再投資支援         6 社 193,000 千円 

  ・雇用創出支援        7 社  9,000 千円 

 

 

 

○戦略的企業誘致の推進（企業立地課） 15,028 千円（H29 13,409 千円） 

  本県への企業誘致を推進するため、本県の魅力をPRするトップセミナーを国内主要都市   

（２か所）で開催するほか、産業用地の現地視察会の開催などを行います。 
 ［主な事業］ 
  ・誘致トップセミナーの開催   2,700千円 

  ・産業用地現地視察会の開催   1,000千円 

  ・企業誘致推進役の配置     7,000千円 
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○中小企業人材採用サポート事業（雇用労働課）    20,000千円（H29 20,000千円） 

  中小企業団体が大学・高等学校等と連携して実施する相互交流事業を支援し、中小企業の人材

確保と学生等の就職・地元定着を図ります。 
 ［実施主体］千葉県商工会議所連合会 

 ［主な事業］ 

  ・企業採用担当者と教育機関担当者の合同面談会の開催 

・中小企業の認知度向上、魅力発信の実施 

  ・人材採用力の強化に関する研修の実施 

 

 

 

○学校教育と連携した中小企業・小規模企業魅力発信事業【新規】（経済政策課）  

4,586千円 

  人材確保が課題となっている中小企業・小規模企業者について、中学校・高等学校における  

職場体験等を後押しし、その魅力を発信するため、職場体験の受け入れが可能な県内企業の情報

を収集し、アンケートを実施の上、中学校や高等学校に必要な情報を提供します。 

   

 

 

○事業承継プロジェクトマネージャー等の配置【新規】（経営支援課） 9,591千円 

  中小企業の優れた技術やノウハウを次世代に引き継いでいくため、新たにチャレンジ企業  

支援センター内に事業承継課題に取り組むプロジェクトマネージャー（2名）を配置し、商工会・   

商工会議所、金融機関、税理士・弁護士等の専門家などと連携した企業支援を実施します。 

 
 
 
○小規模事業経営支援事業費等補助金（経済政策課） 

2,270,698千円（H29 2,250,206千円） 

  県内の商工会や商工会議所、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 

改善業務等の経費を補助します。 
 ［補助対象］県内40商工会、21商工会議所、千葉県商工会連合会及び千葉県商工会議所連合会 

 ［補助率］ 県10/10以内（交付基準額の範囲内） 
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○地域連携による健康・医療ものづくり推進事業（産業振興課） 

66,700 千円（H29 66,700 千円） 

  研究機能を有する医療機関が立地する東葛エリアの特性を活かし、東葛テクノプラザ内に    

設置した医療機器開発・交流拠点を中心に、今後市場拡大が見込まれる健康・医療分野について、

県内中小企業の新規参入や共同研究を促進します。 

 ［主な事業］ 
  ・メディカル・コンシェルジュの配置（４名） 12,673千円 

  ・中核医療研究機関との臨床開発支援     2,142千円 

  ・試作品開発支援プログラムの実施      22,000千円 

  ・医療機器メーカー向け展示会への出展    5,700千円 
 
 

 

 

○千葉のポテンシャルを活かした地域産業活性化事業（産業振興課） 

36,000 千円（H29 36,000 千円） 

  県内の産業活性化を図るため、農林水産物や観光資源、中小企業の生産・加工技術などの地域

資源を連携させて、新たな商品やサービスを開発する取組に対し、アドバイザーを派遣して支援

を行います。 

 ［主な事業］ 
  ・新商品・新サービスの開発・事業化に係る相談・助言及び連携先のコーディネート 

  ・国・県等の支援策に関する情報提供、支援策活用に向けたアドバイス 

  ・商談機会の設定による販路支援、各種課題に応じた専門家派遣、広域連携の支援 

  ・訪日外国人向け県産土産品等のパッケージ開発支援 

 

 

 

 

○国際ビジネス展開支援事業（経済政策課、企業立地課）  

35,841 千円（H29 35,574 千円） 

  中小企業の海外進出を支援するとともに、本県に進出を検討している海外企業等への相談・  

情報提供等を強化するため、日本貿易振興機構千葉貿易情報センター内に国際化支援     

アドバイザーと対日投資アドバイザーを配置します。 

 ［事業内容］ 
  ・日本貿易振興機構千葉貿易情報センター負担金 18,953 千円 

  ・中小企業海外販路拡大支援事業         7,588 千円 

  ・ちば投資サポートセンター事業         9,300 千円 
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○ちば起業家応援事業（経営支援課） 15,000 千円（H29 15,000 千円） 
  女性・若者・シニアなどの優秀な起業家を育成していくため、ビジネスコンペティションを  

実施するとともに、起業家の発掘から講習、人脈形成、経営支援に至るまで一貫した支援を行い

ます。 
 ［主な事業］ 

  ・起業家交流会及びスキルアップ研修の実施 

  ・交流会プレゼンターへのアフターフォロー支援会【新規】 

  ・起業支援イベントと合わせたビジネスコンペティション等の実施 

  ・ビジネスコンペティション優秀者への専門家派遣 

 
 
 

○千葉県地域商業活性化事業（経営支援課） 35,000千円（H29 35,000千円） 

  商店街やＮＰＯ法人等、多様な担い手が行う地域商業の課題解決につながる取組に対して助成

するとともに、街づくり等に関する専門家を派遣します。 

 ［事業内容］ 
  １ コンセンサス形成事業     1,000千円（補助率2/5等・補助限度額1,000千円） 

  ２ 活性化実践事業       27,000千円（補助率1/3、空き店舗の活用に係るものは2/5） 

   ・施設整備事業 23,000千円（補助限度額3,000千円） 

   ・ソフト事業   4,000千円（補助限度額1,000千円） 

  ３ 地域商業活性化チャレンジ事業 5,240千円（補助率2/3・補助限度額1,000千円） 

  ４ 地域商業活性化コーディネーター派遣事業 1,760千円 

 
 
 
○中小製造業向けスマート化推進事業（千葉県ＩｏＴ推進ラボ）【新規】（産業振興課） 

 2,090千円 

  中小企業のスマート化（IoT、ロボット、ＡＩ等の活用）による技術の高度化や生産性の向上等

を進めるため、新たにＩｏＴ実習講座や専門家の派遣等を実施することにより、県内中小企業の

スマート化を支援します。 

 ［事業内容］ 

  ・スマート化推進会議の開催等 178千円 

  ・ＩｏＴ啓発セミナー等の開催 504千円 

  ・工業団地等における安価なセンサーを用いたＩｏＴ実習講座及び相談会の開催 848千円 

  ・各企業の製造現場（工場等）におけるＩｏＴ導入に向けた専門家派遣による支援 560千円 
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○「千葉ふるさと投資」活用支援事業（経営支援課） 3,700 千円（H29 1,900 千円） 

  本県の地域資源を活用した独創的な技術やアイデアによる新たな事業展開を促進していく  

ため、クラウドファンディングを活用した資金調達により新事業を行う中小企業者に対して、  

手数料等の初期費用の一部を支援します。 

 ［主な事業概要］ 

  ・「千葉ふるさと投資活用支援会議」の開催 469 千円 

   県や産業振興センター、商工団体、地域の金融機関、有識者などで構成した会議で補助対象

とする優良事業の採択などを行います。 

  ・「千葉ふるさと投資」の活用に伴う初期費用に対する助成 3,000 千円 

   ［対象事業］「千葉ふるさと投資活用支援会議」で採択を受けた事業 

   ［対象経費］クラウドファンディング事業者への手数料、ウェブ制作、ＰＲ費用 

   ［補 助 率］1/2（上限額 投資型：500 千円、購入型：250 千円） 
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＜経済の活性化を支える人づくり＞ 

 

○ジョブカフェちば事業（雇用労働課） 136,697 千円（H29 139,082 千円） 

  若者の就労支援や、中小企業の若手人材の確保・定着支援、若者と企業の交流会等を通じた 
採用ミスマッチの解消を図るため、「ジョブカフェちば」を運営します。 

 ［主な事業］ 

  ・若者の就労・定着支援（相談・セミナー等）       62,534 千円 

  ・若者と県内中小企業の交流イベント（企業訪問、交流会） 23,853 千円 

 

 

 

○千葉県ジョブサポートセンター事業（雇用労働課） 35,258 千円（H29 35,258 千円） 

  中高年齢者や子育て中の女性などの求職者を対象として、再就職及び就職後の定着支援に取り

組みます。 
 ［主な事業］ 

  ・就労相談、再就職支援セミナー、出張相談会の開催 25,880 千円 

 

 

 

○輝く女性応援事業（雇用労働課）    14,000千円（H29 12,000千円） 

  女性の活躍推進及び中小企業の人材確保を図るため、子育て等により離職した女性を対象に、

正社員としての再就職支援を実施します。 

［事業内容］ 

  ・仕事と子育てを両立し活躍する女性社員を招いたフォーラムの開催 

  ・座学研修、職場実習を組み合わせた再就職支援プログラムの実施 など 

 

 

 

○事業所内保育所整備促進事業（雇用労働課） 10,000 千円（H29 10,000 千円） 

子育てをしながら働く労働者を支援するため、県内に事業所内保育所を整備する企業を対象に、

国が補助対象としていない備品に係る補助を行い、国の制度と併せて更なる施設の整備促進を 
図ります。 

 ［補助対象］事故防止に資する備品、保育活動に必要な備品 等 
 ［補 助 率］3/4 

 ［上 限 額］1,000 千円 
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○「働き方改革」推進事業（雇用労働課） 17,000千円（H29 16,500千円） 

多様で柔軟な働き方の推進や長時間労働の是正等に取り組む県内企業に対し、「働き方改革」 

アドバイザーを派遣するなど、その取組を支援します。 

［事業内容］ 

  ・「働き方改革」アドバイザーの派遣  

・企業向けセミナーの開催 

・地域相談会の実施  など 

 

 

 

○千葉県男女共同参画推進連携会議の開催（男女共同参画課） 

3,652 千円（H29 646 千円） 

  職場、学校、地域などあらゆる分野における男女共同参画について民間団体の自主的な取組を

促進するため、研修会や情報交換会等を開催します。 

 ［委員構成］県内関係 70 団体（産業分野 29、地域分野 24、教育分野 17） 

［事業内容］ 

１ 全体会 3,314 千円 

全体会と女性活躍推進特別部会を合同開催し、女性の活躍を支える、「男性の仕事・子育て

両立支援プロジェクト」をテーマにシンポジウムを開催します。 

・実施日時  平成31年1～2月 

・参加人数  300名～500名 

・内  容  基調講演、事例発表（ロールモデル紹介）、アンケート調査等 

  ２ 各部会（産業・地域・教育） 338 千円 

 

 

 

○離職者等再就職訓練事業（産業人材課） 1,255,330千円（H29 1,150,308千円） 

（債務負担行為 527,000千円） 

  ハローワークに求職申込みを行っている方を対象に、職業訓練の機会を提供し再就職に向けた

支援を行うため、民間の専門学校等に委託して訓練事業を実施します。 

 ［主な事業］ 

  ・一般コース（３か月）     定員 3,017 人（パソコン、介護・医療事務等）  

  ・専門コース（３か月～２年） 定員   945人（介護福祉士養成、保育士養成等） 

 
  



71 
 

 

○市原高等技術専門校整備事業【新規】（産業人材課）           52,190千円 

  県有施設の計画的な長寿命化を図るため、市原高等技術専門校の管理棟の大規模改修、総合 
実習棟等の建替えを行います。 
［経費内訳］ 

  ・管理棟の大規模改修に係る実施設計  21,030千円 

  ・総合実習棟等の建替えに係る基本設計 25,460千円 

・用地測量               5,700千円 

 

 

 

○障害者雇用サポート事業（産業人材課）     35,000 千円（H29 35,000 千円） 
  障害者の雇用拡大を円滑に進めるため、求職中の障害者に対する研修や、法定雇用率を達成 

していない企業等を対象とした障害者の受入れに向けた準備やマッチング、障害者就労アドバイ

ザーによる受入後のフォローアップ支援などを実施します。 

 ［委託内容］・ビジネスマナー等、障害者の就労に向けた基礎的訓練 

       ・県内企業における就労実習及びマッチング 

       ・受入後の障害者就労アドバイザーによる定期巡回等のフォローアップ 

 

 

 

 

 


