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番号 団 体 名 
［設立年月日］ 

県担当部局 
（電話番号） 

団体の主たる事務所の所在地 
（電話番号） 代表者職名・氏名 主 な 目 的 ･事 業 

１ 
（公財）成田空港周辺地域 

 共生財団 
     ［H9.7.28］ 

総合企画部 
空港地域振興課 
（223-2282）  

 〒286-0033 
  成田市花崎町 750-1 
  （0476-20-1775） 

理事長 
信太 康宏 

成田空港周辺地域において、きめ細かな民家防音工事助成事

業等を実施し、成田空港と周辺地域との共生の実現及び成田

空港周辺地域の発展に寄与する。 

２  京葉臨海鉄道（株） 
      ［S37.11.20］ 

総合企画部 
交通計画課 
（223-2278） 

 〒260-0028 
  千葉市中央区新町 18-14  
  （043-302-7011） 

代表取締役社長 
早瀬 藤二 

鉄道による貨物運輸事業 
蘇我～京葉久保田 ９駅 ２３．８ｋｍ 

３  東葉高速鉄道（株） 
      ［S56.9.1］ 

総合企画部 
交通計画課 
（223-2279） 

 〒276-0049 
  八千代市緑が丘 1-1120-3 
   (047-458-0011) 

代表取締役社長 
飯田 浩子 

鉄道による一般運輸事業 
西船橋～東葉勝田台 ９駅 １６．２ｋｍ 

４  いすみ鉄道（株） 
      ［S62.7.7］ 

総合企画部 
交通計画課 
（223-2278） 

 〒298-0216 
  夷隅郡大多喜町大多喜 264  
  
  （0470-82-2161） 

代表取締役社長 
古竹 孝一 

鉄道による一般運輸事業 
大原～上総中野 １４駅 ２６．８ｋｍ 

５ 
（公財）千葉県私学教育 

振興財団 
     ［S39.4.1］ 

総務部 
学事課 
（223-2172） 

 〒260-0028 
  千葉市中央区新町 18-10 
  （043-241-5145） 

理事長 
福中 儀明 

学校法人等が教職員等に対し支給する退職手当の交付等を

行うことにより､教職員の勤続を奨励するとともに、福利厚

生を図る。 

６ （公財）千葉県消防協会 
      ［S23.6.21］ 

防災危機管理部 
消防課 
（223-3663） 

〒290-0007 
  市原市菊間 783-1 
  （0436-37-1710） 

会長 
石橋 毅 

消防防災思想の普及啓発、消防防災活動能力・組織の強化、

消防職・団員の士気の高揚及び福利厚生の充実を図ることに

より、社会公共の安全、福祉の増進に寄与する。 

７ （公財）千葉ヘルス財団 
      ［H3.6.1］ 

健康福祉部 
疾病対策課 
（223-2576） 

 〒260-8667 
  千葉市中央区市場町 1-1 
  （043-223-2663） 

代表理事 
平山 登志夫 

保健医療体制の推進に資する事業を行うとともに臓器不全

対策の推進に関する事業を行い、県民の健康の保持増進と 

保健医療の向上に寄与する。 

８ 
（福）千葉県社会福祉 

事業団 
     ［S41.7.20］ 

健康福祉部 
障害福祉事業課 
（223-2339） 

 〒299-0298 
  袖ケ浦市蔵波 3108-1 
  （0438-62-2722） 

理事長 
相馬 伸男 

県社会福祉事業の推進を図り広く県民福祉の向上と増進に

寄与することを目的に、千葉県袖ケ浦福祉センターの管理運

営等を行う。 

９ 
（福）千葉県身体障害者 

福祉事業団 
     ［S55.11.22］ 

健康福祉部 
障害福祉事業課 
（223-2339） 

 〒266-0005 
  千葉市緑区誉田町 1-45-2 
  （043-291-1831） 

理事長 
伊東 健司 

身体障害児・者への医療・福祉の推進を図り広く県民福祉の

向上と増進に寄与することを目的に、千葉県千葉リハビリ 

テーションセンターの管理運営等を行う。 

10 
（公財）千葉県生活衛生 

営業指導センター 
     ［S57.1.30］ 

健康福祉部 
衛生指導課 
（223-2627） 

 〒260-0854 
  千葉市中央区長洲 1-15-7 
  （043-307-8272） 

理事長 
倉持 繁夫 

生活衛生関係営業の経営の健全化を通じて、その衛生水準の

維持向上を図り、併せて利用者または消費者の利益の擁護を

図る。 

11 
（公財）千葉県動物保護 

管理協会 
     ［H5.4.7］ 

健康福祉部 
衛生指導課 
（223-2642） 

 〒260-0001 
  千葉市中央区都町 6-2-15 
  （043-214-7814） 

理事長 
山根 晃 

動物による危害・被害を防止し、動物を愛護する精神を広く

社会に普及し、併せて生命尊重の意識の高揚を図り、もって

人と動物との調和のとれた社会づくりに寄与する。 
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12 （一財）千葉県環境財団 
      ［S49.12.25］ 

環境生活部 
環境政策課 
（223-4705） 

 〒260-0024 
  千葉市中央区中央港 1-11-1   
  （043-246-2078） 

理事長 
田谷 徹郎 

自然環境の保全、再生及び活用のための事業を行うととも

に、大気汚染、水質汚濁等の公害の発生を防止し、環境保全

に関する調査研究及び知識の普及啓発を図り、健康にして豊

かな郷土の建設に寄与する。 

13 （公財）印旛沼環境基金 
      ［S59.11.20］ 

環境生活部 
水質保全課 
（223-3821） 

 〒285-8533 
  佐倉市宮小路町 12 
  （043-485-0397） 

理事長 
板倉 正直 

印旛沼の水質浄化を推進し、もって印旛沼周辺地域の環境保

全に資する。 

14 
（公財）千葉県文化振興 

財団 
      ［S61.3.26］ 

環境生活部 
県民生活・文化課 
（223-2406） 

 〒260-8661 
  千葉市中央区市場町 11-2 
  （043-222-0077） 

理事長 
永井 俊秀 

文化芸術を普及振興し､県民の自主的文化活動を支援するこ

とにより、生きがいとうるおいのある世界に開かれた文化県

千葉の建設に寄与する。 

15 （公財）千葉交響楽団  

     ［S60.4.16］ 
環境生活部 
県民生活・文化課 
（223-2406） 

 〒260-0855 
  千葉市中央区市場町 11-2 
   (043-222-4231） 

理事長 
志村 勇亮 

オーケストラによる音楽芸術の普及向上に関し必要な事業

を行い、千葉県における文化の振興に寄与する。 

16 
（公財）千葉県産業振興 

センター 
     ［S47.4.11］ 

商工労働部 
経済政策課 
（223-2703） 

 〒261-7123 
千葉市美浜区中瀬 2-6-1 

    WBG ﾏﾘﾌﾞｲ-ｽﾄ 23 階 
   (043-299-2901） 

理事長 
葉岡部 循一 

産業界、学術機関、行政機関の緊密かつ適正な連携のもとに産

業技術の振興、中小企業の経営革新等に関する諸事業を総合的

かつ効果的に推進し､商工業の高度化と新たな産業の創出､ 発
展を総合的に支援することにより､千葉県産業の振興に寄与す

る｡ 

17  千葉県信用保証協会 
      ［S24.4.22］ 

商工労働部 
経営支援課 
（223-2707) 

 〒260-8501 
  千葉市中央区中央 4-17-8    

（043-221-8181） 
会長 
吉野 毅 

中小企業者等のための信用保証の業務を行い、もってこれら

の者に対する金融の円滑化を図る。 

18 
（公財）かずさ DNA 研究所 

     ［H3.3.28］ 
商工労働部 
産業振興課 
（223-2725) 

 〒292-0818 
  木更津市かずさ鎌足 2-6-7 
  （0438-52-3900） 

理事長 
大石 道夫 

ゲノム研究を中心とした生命科学・技術に関する研究を通

じ、生命科学・技術による医療・健康づくり、環境及び食糧

問題の解決、新技術の産業への応用等を推進することによ

り、新産業の創出及び産業構造の高度化並びに科学技術の振

興を促し、もって人類の福祉に貢献する。 

19 
（公財）ちば国際コンベン 

ションビューロー 
     ［H 元.6.1］ 

総合企画部国際課 
（223-2436） 
商工労働部経済政策課 
（223-2792) 

 〒261-7114 
   千葉市美浜区中瀬 2-6 

 WBG ﾏﾘﾌﾞｲｰｽﾄ 14 階 
（043-297-4301） 

代表理事 
伊藤 稔 

千葉県の有する歴史､文化､経済その他の地域的特性を生か

し､千葉県で開催される会議、報奨・研修旅行、国際会議及

びイベント事業等（MICE）を推進するとともに､国際交流の

促進等を図り、もって地域経済の活性化及び文化の向上並び

に国際相互理解の増進に資する。 

20 
（一財）千葉県勝浦海中 

公園センター 
      ［S52.2.1］ 

商工労働部 
観光企画課 
（223-2416) 

 〒299-5242 
  勝浦市吉尾 174 
  （0470-76-2955） 

会長 
土屋 元 

勝浦海中公園内のレクリエーション･教養文化施設の管理運

営等を行い、自然保護思想のかん養と海中公園地区の保護を

図る。 
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21 （株）幕張メッセ 
     ［S61.4.30］ 

商工労働部 
経済政策課 
（223-2733) 

 〒261-8550 
   千葉市美浜区中瀬 2-1      
  （043-296-0001） 

代表取締役社長 
藤野 達夫 

内外商品等の見本市、展示会の企画、誘致及び開催等の事業

を営む。 

22 （株）千葉データセンター 
      ［S63.4.27］ 

商工労働部 
産業人材課 
（223-2756） 

 〒263-0016 
  千葉市稲毛区天台 6-5-3 
  （043-284-3611） 

代表取締役社長 
小泉 忍 

千葉県における重度障害者多数雇用モデル事業所として、障

害者の雇用の安定と促進を図るため次の事業を行う。 
1.データエントリー  
2.印刷・製版  
3.システム開発  
4.web サイトの構築・保守 

23 
 千葉園芸プラスチック 

加工（株） 
     ［H9.7.1］ 

農林水産部 
生産振興課 
（223-2890） 

 〒283-0044 
 東金市小沼田字午開1655-3  

  （0475-54-3566） 
代表取締役社長 
佐久間 一博 

農家から排出される農業用使用済プラスチック等の中間処

理並びに再生加工及び販売を行い、施設園芸の健全な発展と

農村環境の保全を図る。 

24 （公社）千葉県園芸協会 
     ［S26.7.10］ 

農林水産部 
生産振興課 
（223-2882） 

 〒260-0855 
  千葉市中央区市場町 1-1 
  （043-223-3005） 

理事長 
江波戸 一治 

県内の園芸関係者の連絡協調を図り、新鮮で安心・安全な園

芸農産物を広く、安定供給するための、園芸事業の健全なる

発展と農業経営の安定を図る。 

25 
（公社）千葉県緑化推進 

委員会 
     ［S25.10.10］ 

農林水産部 
森林課 
（223-2951） 

 〒299-0265 
  袖ケ浦市長浦拓２号 580-148  
  （0438-60-1521） 

理事長 
森 英介 

緑の重要性に対する県民の理解と認識を高めるとともに緑

豊かで良好な郷土の創造に寄与するため、緑の募金活動の実

施及び緑化推進事業等を行う。 

26 
（一財）千葉県漁業振興 

基金 
      ［S58.4.1］ 

農林水産部水産局 
水産課 
（223-3051） 

 〒260-0021 
  千葉市中央区新宿 2-3-8 
  （043-242-6831） 

理事長 
佐久間 國治 

本県漁業に係る諸環境の整備に関する調査研究を行うとと

もに、漁業の振興を図るための諸対策事業を実施して、本県

漁業の発展を図る。 

27 
（公財）千葉県水産振興 

公社 
      ［H6.6.1］ 

農林水産部水産局 
漁業資源課 
（223-3035） 

〒260-0013 
千葉市中央区中央 3-3-1  

  ﾌｼﾞﾓﾄ第一生命ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 3 階 
  （043-222-3181） 

理事長 
根本 均 

水産物の安定供給及び漁業者の生産活動の促進を図るため、

漁業の振興等に関する事業を行い、もって千葉県の水産業の

発展及び県民生活の向上に寄与する。 

28  千葉県道路公社 
      ［S46.5.11］ 

県土整備部 
道路計画課 
（223-3295） 

 〒260-0013 
  千葉市中央区中央 2-5-1  
  千葉中央ﾂｲﾝﾋﾞﾙ 2 号館 7 階 
  （043-227-9331） 

副理事長 
平野 秀明 

千葉県の区域及びその周辺の地域において､その通行又は利用

について料金を徴収することができる道路の新設､改築､維持､

修繕､その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等により､

この地域の地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化

を図り､もって住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与す

る｡ 

29 
（公財）千葉県建設技術 

センター 
     ［H6.4.1］ 

県土整備部 
技術管理課 
（223-3442） 

 〒260-0023 
  千葉市中央区出洲港 11-2 
  （043-247-0276） 

理事長 
神作 秀雄 

県内の地方公共団体が施工する建設事業の円滑で効率的な

執行を支援するとともに、建設技術者の技術の向上を図り、

良質な社会資本の整備に寄与する。 
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30 
（一財）千葉県まちづくり 

公社 
     ［S44.9.1］ 

県土整備部 
県土整備政策課 
（223-3163） 

 〒260-0015 
   千葉市中央区富士見 2-3-1  
    塚本大千葉ビル 4 階 
  （043-227-4132） 

理事長 
飯田 宏行 

県内における都市の整備、都市機能と都市環境の向上を目指

した都市の再構築及び地域の振興のため必要な事業その他

まちづくりのために必要な事業を行い、快適で潤いのあるま

ちづくりを推進し、もって県民福祉の向上に資する。 

31 千葉県土地開発公社 
      ［S48.4.1］ 

県土整備部 
用地課 
（223-3349） 

〒260-0855 
  千葉市中央区市場町 7-9 
  （043-222-9106） 

理事長  
永島 克彦 

公共用地等の取得、管理、処分及び工業団地の分譲等を行う。 

32 （公財）千葉県下水道公社 
      ［H4.3.25］ 

県土整備部都市整備局 
下水道課 
（223-4335） 

 〒261-0012 
   千葉市美浜区磯辺 8-24-1   
  （043-278-1631） 

理事長 
行方 寛 

下水道の普及啓発、調査研究、下水道の建設・施設管理の受

託事業を行う。 

33  千葉県住宅供給公社 
      ［S40.11.1］ 

県土整備部都市整備局 
住宅課 
（223-3226） 

 〒260-0016 
   千葉市中央区栄町 1-16   
  （043-227-5161） 

理事長 
加藤岡 正 

居住環境の良好な集団住宅及び宅地を供給し、県民の生活安

定と社会福祉の増進を図る。 

34 
（公財）千葉県教育振興 

財団 
     ［S49.11.1］ 

教育庁教育振興部 
生涯学習課 
（223-4068） 

 〒284-0003 
  四街道市鹿渡 809-2 
  （043-422-8811） 

理事長 
稲葉 泰 

千葉県における教育、文化及びスポーツの振興を図ることに

より、県民の生涯を通した学習活動等への参加を促進し、健

やかで心ゆたかな県民生活の実現に寄与すること。 

35 
（公財）千葉県暴力団追放 

県民会議 
     ［H 元.6.1］ 

警察本部刑事部   
組織犯罪対策本部  
捜査第四課  
（201-0110 内 4454） 

〒260-0013 
  千葉市中央区中央 4-13-7 
  酒造会館１階 
  （043-254-8930） 

理事長 
安藤 矗勇 

県民の暴力団排除意識の高揚に資するとともに、暴力団排除

活動を推進し、安全で住みよい千葉県の実現に寄与するこ

と。 
 

 
 

（財）千葉県老人クラブ 
連合会 

     ［S48.12.26］ 
※ 平成１８年３月３１日 県の出資比率が 32.4％から 24.9％へ低下 ⇒ 指導対象団体から除外 

 
（財）千葉県社会教育施設 

管理財団 
     ［S63.1.20］ 

※ 平成１８年３月３１日 解散 

 
（財）千葉県スポーツ振興 

財団 
     ［H5.2.17］ 

※ 平成１８年３月３１日 解散 

  千葉都市モノレール（株） 
     ［S54.3.20］ ※ 平成１８年８月１６日 事業から撤退 



                        公 社 等 外 郭 団 体 一 覧表            令和２年１２月１日時点 
                     

 

5 

 
（財）千葉県福祉ふれあい

財団 
     ［S47.1.20］ 

※ 平成１８年９月３０日 解散 

 （社）千葉県農業開発公社 
     ［S40.3.31］ ※ 平成１９年３月３１日 解散 

 
（財）千葉県地域ぐるみ 

福祉振興基金 
     ［S57.7.10］ 

※ 出資比率４１．６％から１２．５％へ低下⇒平成２５年３月３１日 解散 

 （財）千葉県史料研究財団 
   ［H3.4.1］ ※ 平成２１年３月３１日 解散 

 
（株）かずさアカデミア 

パーク 
     ［H3.9.18］ 

※ 平成２２年１１月５日 全額減資 

 （一財）千葉県観光公社 
      ［S40.8.1］ ※ 平成２３年４月１日 県の出資を解消 ⇒ 指導対象団体から除外 

 京葉都市サービス（株） 
     ［S47.11.24］ ※ 平成２３年９月２０日 清算 

 
（社）千葉県私学教育 

振興会 
     ［S41.12.24］ 

※ 平成２３年１１月１日 関係団体と統合 

 
（公社）千葉県青果物価格

補償協会 
     ［S45.12.16］ 

※ 平成２６年３月３１日 出資引揚 ⇒ 平成２６年４月１日 （公社）千葉県園芸協会に吸収合併 

 （公財）千葉県青少年協会 
     ［S41.5.30］ ※ 平成３０年４月１日 解散 

 千葉県漁業信用基金協会 
［S28.6.6］ 

※ 平成３１年４月１日 全国漁業信用基金協会に吸収合併 

  


