
千葉県産業人材育成中期計画（第10次千葉県職業能力開発計画）事業の進捗管理表

最終予算額
（単位；千円）

決算額
（単位；千円）

①

③

離職者等再就職
訓練事業
【拡充】

地域訓練コンソー
シアムの検討内
容を反映した取
組
【拡充】

a　介護や保育分野における民間教
育訓練機関への委託訓練を重点的
かつ計画的に実施する。特に定員
拡充や訓練コースの多様化を図
る。

b　IT分野の人材育成を行うととも
に、新たに上級者向けの訓練コー
スを設定する。

c　地域訓練コンソーシアムで開発
した観光分野のコースを導入する。

d　建設人材コースの拡充に努め
る。

869,100 745,530

a　介護等福祉分野について、介護福祉士、保育士等の資格取得
コースの実施に加え、介護職員初任者研修等を実施した。また、
介護分野の人材不足に対応するため、都市部以外の地域におけ
る介護職員初任者の小規模コースの設定について検討した。
　・H29訓練実績（繰越含む）　合計205コース（3,326人）
　　　 うちH29開講分　介護福祉士39人・保育士68人

b　上級者向けＩＴの訓練コースを実施した。
　・1コース（ネットワークセキュリティ）
　・地域訓練協議会において策定したWebデザイン科カリキュラム
を反映したコースについては、企画提案募集を実施したが、提案
がなく実績なし。
　
c　観光人材コース
  ・企画提案募集を実施したが、提案がなく、実績なし。

d　建設人材コースを実施した。
　 ・4コース

a　介護、保育分野については、今後も重点
的かつ計画的な実施に努める。さらに介護
職員初任者小規模コース（県単上乗せ）を
実施する。
　 ・介護福祉士75人・保育士80人
 　・介護職員初任者小規模コース：8コース

b　上級者向けＩＴ訓練コースの実施に努め
る。
　 ・2コース

c　観光人材のコース実施に努める。
　 ・1コース

d　建設人材のコース実施に努める。
　 ・4コース

商工労働部
産業人材課

②

県立高等技術専
門校での職業訓
練
【拡充】

a　IT分野のカリキュラム等の導入・
追加を検討する。

b　県立高等技術専門校において建
設人材の育成のための職業訓練を
実施する。

337,787
※このうちの一部

300,059
※このうちの一部

a　船橋校のシステム設計科において職業訓練を実施した。
（定員20名・入校率75.0％・就職率100％）

b　東金校の建築科・左官技術科において職業訓練を実施した。
（建築科定員30名・入校率56.7％・就職率100％、
左官技術科定員24名・入校率50.0％・就職率100％）

a　平成29年度に実施した企業や修了生等
を対象としたアンケートの実施結果から、カ
リキュラムに反映できる項目を抽出し、改善
を検討する。

b　引き続き、東金校において建築科・左官
技術科での職業訓練を行い、建設人材の輩
出に努める。

商工労働部
産業人材課

①

在職者訓練
（ちば企業人スキ
ルアップセミナー)
事業
【拡充】

・在職者の技能・知識のスキルアッ
プや資格取得などを支援する。
　また、ものづくりに関連したソフト
部門（経理、労務、営業など）の研
修や企業等の要望に応じて出前訓
練の実施なども検討する。

5,276 4,135

・県立高等技術専門校5校（障害者校を除く）で主にものづくりに関
する在職者訓練を実施し、スキルアップのサポートをした。昨年度
よりも8コース増（38コース）、受講者数は5名増（216名）となった。
　訓練では、既定のカリキュラムを受講するメニュー型の訓練のほ
か、企業の要望に沿ったカリキュラムによるオーダー型の訓練を
実施した。
（受講率：77.7％）

・引き続き、在職者向けの訓練を行うことに
より、スキルアップ等の支援を行う。また、
オーダー型のスキルアップセミナーについて
は、企業の要望に応じて、出前授業の検討
を行う。

商工労働部
産業人材課

②

県立高等技術専
門校での職業訓
練
≪再掲≫

a　地域の中小企業に対して一定の
技能を習得した人材を供給する。

b　ビジネスマナーやコミュニケー
ション能力の向上等を強化する。

337,787
※このうちの一部

300,059
※このうちの一部

a　県立高等技術専門校において、主にものづくりに関する職業訓
練を実施し、就職や資格取得の支援を行った。
（就職率：91.5％）

ｂ　訓練においては、技能の習得以外に就職支援のためのビジネ
スマナーやコミュニケーション能力の向上を目的に、外部委託によ
る研修を5校で実施した。

ａ　引き続き、各分野における職業訓練を実
施するとともに、企業や修了生等を対象に
実施したアンケート調査結果を参考にしな
がら、地域や企業ニーズに合った職業訓練
の見直しを検討する。

ｂ　ビジネスマナー等を向上するための研修
やジョブ・カード等のツールを用いた就労支
援をさらに強化する。

商工労働部
産業人材課

（２）
中小企業のものづくり
分野等の人材確保に向
けた職業能力開発

（１）
介護、福祉等の人手不
足分野やIT、観光等の
成長分野における人材
確保に向けた職業能力
開発

区分 実施部局今後の取組（予定）主な取組等実施事業等Ｎｏ

Ｈ２９予算・決算関係

Ｈ２９年度の主な取組実績

基本方針１ 地域の実情や企業ニーズを踏まえた職業能力開発の推進
資料１－３



最終予算額
（単位；千円）

決算額
（単位；千円）

区分 実施部局今後の取組（予定）主な取組等実施事業等Ｎｏ

Ｈ２９予算・決算関係

Ｈ２９年度の主な取組実績

（２）
中小企業のものづくり
分野等の人材確保に向
けた職業能力開発

③
認定職業訓練助
成事業
【拡充】

・新たな訓練分野の開拓を進める。

34,949 32,512

・認定職業訓練校12校の訓練（長期74人、短期603人）に対し、運
営費等の補助を行った。

・1件の認定職業訓練校の新規認定（理美容関係）を行った。

・認定職業訓練校に対し、運営費等の補助
を行う。
　また、申請に応じ、認定職業訓練校の新
規認定を行う。

商工労働部
産業人材課

（３）
県立高等技術専門校と
地元地域との連携強化
及び課題解決に向けた
取組

①

県立高等技術専
門校での職業訓
練
≪再掲≫

a　地域企業への人材供給、地元地
域との連携強化に努める。（当面は
高等技術専門校の６校体制を基本
とする）

b　企業等へのアンケート調査の実
施や修了生の就業状況の定期的な
把握等を通じて、訓練科や訓練内
容の見直し、事業運営のあり方等
の検証を行う。

c　認知度を上げるため、愛称・
キャッチフレーズ設定するほか、デ
ジタルツールを活用した広報や女
性の入校促進の強化などに取り組
む。

d　高等学校の進路指導担当の教
員を訪問してのＰＲや、生徒、保護
者、教員等を対象にした見学会の
開催などに積極的に取り組む。

e　企業ニーズを踏まえた技能、知
識の一層の習得に努め、更なる就
職率の向上に取り組む。

f　施設、設備の老朽化や職業訓練
指導員の不足・高齢化について、計
画的な整備や採用に努める。

337,787
※このうちの一部

300,059
※このうちの一部

a・ｅ　訓練内容のカリキュラムについて、関連企業の担当者から
話を聞く等により、適宜に訓練内容に反映した。（毎年度）
　一部の校において、地域イベント等に参加し、県立高等技術専
門校の認知度向上を目的にPRを実施した。

ｂ　就職支援のための専門の嘱託職員が関連企業やハローワー
ク等を訪問し、県立高等技術専門校のＰＲを行った。
（嘱託職員によるハローワークやイベント等への訪問件数：132
件）

c　県立高等技術専門校の広報用動画を製作し、３駅（船橋駅、海
浜幕張駅、稲毛駅）においてデジタルサイネージを放映した。ま
た、県庁インターネットやYou Tubeに公開して広報を図った。
　愛称「ちばテク」及びキャッチフレーズ「やりたいをできるに！」を
用いて、入校案内やクリアファイル等を製作し、入校促進用ツール
として広報活動に活用した。

ｄ　高校の進路指導担当者等を訪問する専門の嘱託職員を配置
し高校等へのPR活動を行った。また、各校においては、高校生や
保護者等を対象とした見学会を実施した。
（専門の嘱託職員による高校への訪問件数：216件）
※各校の指導員は、上記とは別に高校等へ訪問している。

f　施設の整備については、本計画で今後の方針を示すとともに、
施設の改修について関係部局と協議を行い、市原校の施設改修
の準備を行った。また、指導員不足については、解消に向け計画
的な補充ができるよう関係部局に要望した。

a・ｂ・ｅ　関連企業等を対象としたアンケート
調査の実施結果を踏まえて、訓練科や訓練
内容等の見直し、事業運営のあり方等の検
討を行う。

c・d　広報全般に係る戦略を検討し、効果的
なＰＲ活動を行う。また、広報用動画により、
若者向けにデジタルツール等を活用した広
報を強化する。

f　施設の整備については、耐震化に問題の
ある市原校の早期改修を進める。また指導
員不足については、計画的な補充ができる
よう関係部局と協議し、採用募集を行ってい
く。 商工労働部

産業人材課



最終予算額
（単位；千

円）

決算額
（単位；千

円）

①

県立高等技術専
門校での施設内
訓練
（普通課程）

・若年層の技術の習得や
資格取得などのキャリア
形成を促進する。

337,787
※このうちの一

部

300,059
※このうちの一

部

・県立高等技術専門校（普通課程）において、主に新規学卒者を対象とし
た職業訓練を行った。
(10科：定員228人）
　正規雇用率：95.8％

　平成29年度に実施した企業や修了
生等を対象としたアンケート調査の実
施結果から、カリキュラムに反映でき
る項目を抽出し、より充実した職業訓
練を実施する。

　また、引き続きコミュニケーション能
力を向上するための研修やジョブ・
カード等のツールを用いて就労支援
の強化を図る。

商工労働部
産業人材課

②
デュアルシステ
ム訓練

・企業実習を組み合わせ
た職業訓練（デュアルシ
ステム訓練）を行い、よ
り実践的なキャリアアッ
プを進める。 6,757 5,756

・船橋校の金属加工科、旭校のＮＣ機械加工科、東金校の左官技術科にお
いて、就職経験の少ない若年訓練生を対象に、訓練期間内に企業実習を行
うデュアルシステム訓練を実施した。また、入校対象の上限年齢を概ね４
０歳から概ね４５歳にし、入校生の拡大に努めた。
※H２９年度中における、入校・修了状況
　船橋校の金属加工科：定員20人・入校率50.0％・就職率100％
　旭校のＮＣ機械加工科：定員15人・入校率33.3％・就職率100％
　東金校の左官技術科：定員8人・入校率75.0％・就職率100％

・引き続き、若年層を対象として
デュアルシステム訓練を実施し、
正規雇用率の向上を図る。

商工労働部
産業人材課

③
ジョブカフェ
ちば事業

・若者を対象に、就職に
関する相談や各種セミ
ナーなどの支援を行うと
ともに、中小企業を対象
として、若年層の人材確
保や定着に関するノウハ
ウを提供する。

139,374 135,606

・若年求職者を対象に、個別相談や各種セミナー、併設ハローワークによる職業
紹介などを実施した。また、企業と若者との交流イベントや、定着支援セミナーを
通じて県内企業の人材確保を支援した。
　総利用者数　19,225人
　就職決定者数　2,323人

・若年者の就業支援について、「ジョブ
カフェちば」を拠点として、適職診断、
個別相談、就職セミナーから「ハロー
ワーク船橋ヤングコーナー」等による
職業紹介に至るまで総合的な就業支
援サービスを展開するとともに、中小
企業の採用活動支援や定着支援セミ
ナー等を併せて実施する。

商工労働部
雇用労働課

④
ちば地域若者
サポートステー
ション事業

・働くことに悩みを抱え
る若者やその家族を対象
に、就職相談、就業支援
プログラムなどを通じ
て、若者の就職をサポー
トする。

7,595 7,590

・若年無業者（ニート等）を対象として、キャリアカウンセラーや臨床心
理士による個別相談、自立支援プログラム（セミナー・職業体験等）等を
実施した。
　年間相談件数　3,301件
　年間プログラム参加者　延べ8,651名
　就職者数　73名

・若年無業者（ニート等）を対象
として、キャリアカウンセラーや
臨床心理士等による個別相談、職
業的自立支援プログラム（セミ
ナー、職業体験等）等を実施す
る。

商工労働部
雇用労働課

キャリア教育の
推進
（キャリア教育
推進事業）

2,230 2,161

・実施事業
本事業を推進するための実行委員会を2回開催した。
「サイエンススクール」（小・中・高）の実施　参加者408人
「キャリア教育科学・先端技術体験キャンプ」（中・高）の実施　参加者
123人
「キャリア教育しごと体験キャンプ」（中・高）の実施　参加者39人
「教育ＣＳＲフォーラム」（年1回）の実施　参加者36人

本事業に協力をいただいている協
力機関に受け入れ人数の拡大を依
頼するとともに、新規協力機関を
開拓する。

また、参加者を増やすため口コミ
による宣伝効果を期待し、ツイッ
ターの開設を検討する。

教育庁
生涯学習課

キャリア教育の
推進
（キャリア支援
事業）

952 640

・県立高等学校の３７校３８課程を、高校生就職支援事業の指定校として
指定し、キャリア教育に関する講演会・研修会報償費やインターンシップ
保険料の補助を通じて、キャリア教育の推進に向けた支援を行った。

・県立高等学校の中から就職希望
者の多い学校を中心に、高校生就
職支援事業の指定校として指定
し、キャリア教育に関する講演
会・研修会報償費やインターン
シップ保険料の補助を行う。

教育庁
学習指導課

（１）
若者のための職業能
力開発、就労支援

今後の取組（予定） 実施部局区分 Ｎｏ 実施事業等 主な取組等

Ｈ２９予算・決算関係

Ｈ２９年度の主な取組実績

⑤

・企業や大学・研究機関
等との連携による職場体
験等の充実を図る。

基本方針２ 誰もがいきいきと活躍できる全員参加の社会の実現に向けた職業能力開発と就労支援の推進



最終予算額
（単位；千

円）

決算額
（単位；千

円）

今後の取組（予定） 実施部局区分 Ｎｏ 実施事業等 主な取組等

Ｈ２９予算・決算関係

Ｈ２９年度の主な取組実績

①

離職者等再就職
訓練事業（託児
付き訓練）
【拡充】
≪再掲≫

a　女性の就労促進に繋
がりやすい分野（パソコ
ン、経理、医療、介護、
保育、フラワー、観光
等）の職業訓練を幅広く
実施し、スキルアップや
資格取得等による就職支
援を行う。

b　託児付き訓練コース
について、今後もニーズ
を踏まえて拡充に努め
る。

c　母子家庭の母親に対
する訓練手当の支給を行
う。

d　e-ラーニングでの訓
練について検討する。

869,100 745,530

a　女性の就労に繋がりやすいパソコン、経理、医療事務等の分野を含め、
幅広く訓練を実施した。
　　H29訓練実績（繰越含む）合計205コース（3,326人）
　　H29就職率　　 暫定値77.4%
　
b　託児付き訓練コースの拡充に努めた。
　・13コース（託児利用児童数50人）

c　母子家庭の母親に対する訓練手当
　・支給実績なし。

a　今後も女性が活躍する分野や、
女性に多く活用されている訓練
コースについて、設定促進を図
る。

b　子育て女性の受講促進を図るた
め、託児付き訓練の拡充に努め
る。
また、従来の託児付き訓練コース
（託児定員10人以上かつ6か月以上
の乳児枠あり）に加え、1人以上の
託児付きサービスを付した企画提
案を推進する。

c　母子家庭の母親に対する訓練手
当について、労働局と連携し、HW
に制度の周知を行い、対象者の有
効的な利用を図る。

d　国制度改正により、e-ラーニン
グでの訓練が新設されたため、各
県の取組状況や課題等を把握し、
実施に向けた検討を行う。

商工労働部
産業人材課

②

県立高等技術専
門校における施
設内訓練（女性
の入校促進）
【拡充】

・女性技能者の育成を強
化する。 337,787

※このうちの一
部

300,059
※このうちの一

部

・県立高等技術専門校のパンフレットやＰＲ動画に女性の訓練生や指導員
を積極的に掲載し、女性にも職業訓練を身近に感じてもらうためのＰＲを
行った。
（女性入校率8.4％）

・引き続き、女性の入校促進に向
けた取組等を検討していく。

商工労働部
産業人材課

③
千葉県ジョブ
サポートセン
ター事業

・女性の再就職の促進及
び定着を図るため、ハ
ローワークと連携して総
合的な支援を行う。

35,344 35,343

女性の再就職支援として、就労相談、セミナー、企業との交流会や企業見学会を
実施した。
・千葉県ジョブサポートセンター
　　延べ利用者数　9,776人
　　就職者数　498人

引き続き、女性の再就職支援とし
て、就労相談、セミナー、企業と
の交流会や企業見学会を実施す
る。

商工労働部
雇用労働課

①

県立高等技術専
門校での施設内
訓練
（短期課程）

・県立高等技術専門校で
の職業訓練を通して中高
年齢層の就労や新たな活
躍の場を広げるキャリア
転換の支援を行う。

337,787
※このうちの一

部

300,059
※このうちの一

部

・県立高等技術専門校の短期課程において、ビルメンテナンス科や造園科
等の中高年齢者にも対応した職業訓練を実施している。
（定員168名・入校率68.5％・就職率92.7％）
※障害者向け訓練を除く。

・引き続き、離職者等を対象とし
た職業訓練を通じて、中高年齢者
の就職を積極的に支援していく。 商工労働部

産業人材課

②

在職者訓練
（ちば企業人
スキルアップ
セミナー)事業
≪再掲≫

・県立高等技術専門校に
おいて技術・技能の習得
や資格取得の支援を行
う。 5,276 4,135

・県立高等技術専門校5校（障害者校を除く）で主にものづくりに関する在職者訓
練を実施し、スキルアップのサポートをした。昨年度よりも8コース増（38コース）、
受講者数は5名増（216名）となった。
　訓練では、既定のカリキュラムを受講するメニュー型の訓練のほか、企業の要
望に沿ったカリキュラムによるオーダー型の訓練を実施した。（受講率：77.7％）

・引き続き、在職者向けの訓練を
行うことにより、スキルアップ等
の支援を行う。また、オーダー型
のスキルアップセミナーについて
は、企業の要望に応じて、出前授
業の検討を行う。

商工労働部
産業人材課

③
離職者等再就職
訓練事業
≪再掲≫

・離職者等再就職訓練事
業を通して中高年齢層の
就労や新たな活躍の場を
広げるキャリア転換の支
援を行う。

869,100 745,530

・中高年齢層の就労に繋がりやすい分野を含め、幅広く訓練を実施した。
　　H29訓練実績（繰越含む）合計205コース（3,326人）
　　H29就職率　　 暫定値77.4%

・今後とも幅広い分野での職業訓
練の実施に努める。

商工労働部
産業人材課

④

千葉県ジョブ
サポートセン
ター事業
≪再掲≫

・中高年齢者の再就職の
促進及び就職後の定着を
図るため、ハローワーク
と連携した総合的な支援
を行う。

35,344 35,343

女性の再就職支援として、就労相談、セミナー、企業との交流会や企業見学会を
実施した。
・千葉県ジョブサポートセンター
　　延べ利用者数　9,776人
　　就職者数　498人

引き続き、中高年齢者の再就職支
援として、就労相談、セミナー、
企業との交流会や企業見学会を実
施する。

商工労働部
雇用労働課

（３）
中高年齢者のための
職業能力開発、就労
支援

（２）
女性のための職業能
力開発、就労支援



最終予算額
（単位；千

円）

決算額
（単位；千

円）

今後の取組（予定） 実施部局区分 Ｎｏ 実施事業等 主な取組等

Ｈ２９予算・決算関係

Ｈ２９年度の主な取組実績

①

障害者高等技術
専門校及び我孫
子高等技術専門
校事務実務科で
の職業訓練
【拡充】

a　専門の職業訓練を実
施し、就労を支援する。

b　平成29年度から精神
障害者対象のコースを拡
大し、精神障害者や発達
障害者の就労支援を強化
する。

337,787
※このうちの一

部

300,059
※このうちの一

部

a・b　障害者校において、精神障害者対象のコースを拡充し、精神障害者
や発達障害者の就労支援を強化する。
　　　障害者校：定員計80名・入校率62.5％・就職率 80.5％
                うち職域開拓コース（精神障害・発達障害者向け）
　　　　　　　　　定員10名・入校率100.0％・就職率77.8％
　　　我孫子校：定員計10名・入校率50.0％・就職率100.0％

a・b　障害の特性に応じた職業訓
練を行い、障害者への就労を支援
する。
　今後、増加が予想される精神障
害者等への就労支援を強化する。

商工労働部
産業人材課

②
障害者の態様に
応じた多様な委
託訓練事業

・企業や社会福祉法人、
ＮＰＯ法人などの様々な
団体に職業訓練を委託
し、障害の特性や程度に
応じた、きめの細かい就
労支援を行う。 53,456 46,262

・障害のある人が身近な地域で職業訓練を受講できるよう、企業、社会福
祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等の地域の多様な委託先を活用し、委
託訓練を実施した。
　知識・技能習得訓練コース　127人
　デュアル訓練コース　    16人
　実践能力習得訓練コース　28人
　ｅーラーニングコース　   2人
　特別支援学校早期訓練コース　16人
　在職者訓練コース　       0人
　　　計189人

・就業に向けた効果的な職業能力
開発を実施するため、障害者高等
技術専門校が拠点となり、支援機
関等と更なる連携を図り、当該事
業の周知を図る。
　また精神障害者等の訓練生の受
け入れ先を確保するため、千葉県
障害者就業・生活支援センター連
絡協議会に訓練先企業の開拓を委
託している。

商工労働部
産業人材課

③

障害者就業支援
キャリア
センター事業
【拡充】

a　障害者の就業相談か
ら就業準備、訓練、定着
までをワンストップで支
援する。

b　障害者就業支援キャ
リアセンター事業の見直
し、充実を図る。 29,950 29,783

県内の障害者就労支援の背景の変化に伴い、以下のとおり業務を見直し、
平成２９年度から適用した。
・相談支援機能の高度化（処遇困難ケースの対応等）
・企業支援の充実（企業支援員の支援力向上研修、同行支援等）
・定着支援の強化（精神障害者等雇用企業を対象とした職場内サポーター
養成研修の開催）
　相談件数：２，１７０件
　職業準備訓練の実施：２８９名
　企業支援件数:２１２件
　職場内サポーター養成研修：３回開催４７名参加
　企業支援員に対する支援：企業支援員研修　２回開催
　　　　　　　　　　　　　同行訪問　延べ９３件
　　　　　　　　　　　　　相談対応・連絡調整　５８７件
　就職件数：２３件

a　障害者の就労に係る相談から就
業準備訓練、定着まで障害特性に
応じた就業支援を行うほか、障害
者雇用を目指す企業等に対し総合
的な支援に努める。

b　事業の内容については、障害者
の雇用を取り巻く環境等を見すえ
ながら必要に応じて見直しを行
い、引き続きキャリアセンター事
業の充実を図っていく。

商工労働部
産業人材課

④
障害者雇用
サポート事業

・障害者を対象に、基礎
訓練と職場実習を組み合
わせた研修を行うととも
に、法定雇用率の未達成
企業等を対象に、障害者
の受入準備支援や企業実
習のマッチング支援、受
入後のフォローアップな
ど、雇用継続に向けての
一貫した支援を行う。

35,000 32,166

障害のある人に対し基礎研修３０日と職場実習１０日を組み合わせた研修
を実施するとともに、実習受入企業に対しては社内勉強会や実習のマッチ
ングなどの支援を実施したほか、県内企業に対し、事業の説明と併せて、
障害者雇用の現状や事例紹介を行うセミナーと事業説明会を開催した。
（障害者）
　研修定員：４期６０名
　参加者数：４６名（うち就職者数：２８名）
（企業）
　実習受入企業数：２５社
　セミナー参加者：３７社４６人
　事業説明会参加者：延べ６０社７８人

・引き続き、障害のある人と企業
の両面から、障害者の就労を促進
する。

商工労働部
産業人材課

⑤
企業支援員（障
害者雇用アドバ
イザー）事業

・「障害者就業・生活支
援センター」に企業支援
員を配置し、障害者が企
業で働くための職域開拓
や継続（長期）雇用を支
援する。

46,513 44,214

・障害者就労支援機関に企業支援員（16名）を配置、企業を訪問し、障害
のある人の職域拡大や職場への定着支援等を行った。
　新規訪問企業数：５２７件
　企業からの相談件数：７，４６７件
　就職者数：３２５人

・障害者の職域開拓・就業環境づ
くり、定着支援や企業への雇用管
理上のアドバイス等により障害者
の雇用継続支援に努める。 商工労働部

産業人材課

（４）
障害者のための職業
能力開発、就労支援



最終予算額
（単位；千

円）

決算額
（単位；千

円）

今後の取組（予定） 実施部局区分 Ｎｏ 実施事業等 主な取組等

Ｈ２９予算・決算関係

Ｈ２９年度の主な取組実績

（４）
障害者のための職業
能力開発、就労支援

⑥
障害者雇用促進
合同面接会事業

a　県、ハローワーク及
び千葉市との共催で、企
業と求職者の合同面接会
を開催し、マッチングの
場を提供する。

b　ハローワークが行う
法定雇用率未達成企業へ
の指導と連携して、県の
支援策の周知を図る。

570 499

a 事業主と障害者を一同に会した「障害者雇用促進就職面接会」の千葉会
場について、ハローワーク主催、千葉県・千葉市共催により開催した。
　出席事業所数：９６社
　参加求職者数：４２１名
　
b 採用又は内定者数：５５名b　ハローワークが行う障害者雇用率未達成企
業に対する訪問指導に同行し、県の障害者雇用支援施策の紹介を行った。

a　引き続き、合同面接会を実施し
雇用の促進に努める。

b　引き続き、ハローワークと連携
し、法定雇用率達成に向けた県の
支援策の周知を図る。 商工労働部

産業人材課

⑦

障害者雇用促進
のための「意識
改革」事業
（旧：障害者就
労促進チャレン
ジ事業）

a　障害者雇用の経験の
ない企業や法定雇用率未
達成企業向けに障害者雇
用企業の見学会や相談会
を開催し、企業の障害者
雇用に対する理解促進を
図る。

b　障害者向けに「働く
こと」への理解を促進す
るための職場見学会・交
流会を開催する。

2,625 2,625

a・b　事業主及び障害のある人の双方の意識改革及び障害者就労支援機関
と事業主等との関係構築を図り、障害のある人の就労を促進した。
　 　《企業向け》見学会　６回・４６社参加　相談会６回・６３社参加
　 　《障害のある方向け》交流会４回・９５名参加
　 　《短期職場実習》延べ１０１社・１１７名実施

a・b　企業・障害のある人双方の
意識改革や関係機関との連携を図
り、障害者の就労促進に努める。

a　法定雇用率の改正により、新た
に障害者雇用の義務の生じる企業
を主な対象として、障害者雇用に
係る支援制度や支援機関について
紹介するハンドブックを作成・配
布し、障害者雇用についての理解
促進を図る。

商工労働部
産業人材課

①

県立高等技術専
門校における施
設内訓練（短期
課程）
≪再掲≫

・短期課程の職業訓練を
通じた技能習得の機会を
提供し、キャリア形成や
円滑な就労に向けた支援
を行う。

337,787
※このうちの一

部

300,059
※このうちの一

部

・県立高等技術専門校の短期課程において、ビルメンテナンス科や造園科
等の中高年齢者にも対応した職業訓練を実施している。
（定員168名・入校率68.5％・就職率92.7％）
※障害者向け訓練を除く。

・引き続き、離職者等を対象とし
た職業訓練を通じて、中高年齢者
の就職を積極的に支援していく。

商工労働部
産業人材課

②
離職者等再就職
訓練事業
≪再掲≫

・企業や求職者のニーズ
を踏まえた多様な職業訓
練の機会を提供し、キャ
リア形成や円滑な就労に
向けた支援を行う。

869,100 745,530

・パソコン、経理等の知識習得コースの他、介護・福祉・建設等の人手不
足分野の訓練の計画的実施や、女性への就労支援として託児付き訓練の実
施など、幅広い分野で訓練を実施した。
　H29訓練実績（繰越含む）合計205コース（3,326人）
　H29就職率　　 暫定値77.4%

・コース設定にあたっては企業や
求職者のニーズの把握に努め、離
職者が早期に就職できるような訓
練機会の提供に努める。
　また、正社員就職を目的とした
国家資格の取得等を目指す長期高
度人材育成コース（2年間以内）等
の設定に努める。

商工労働部
産業人材課

③
ジョブカフェ
ちば事業
≪再掲≫

・不本意非正規雇用は若
者に多く見られることか
ら、「ジョブカフェち
ば」において、正規雇用
への転換に向けた支援を
行う。 139,374 135,606

・若年求職者を対象に、個別相談や各種セミナー、併設ハローワークによる職業
紹介などを実施した。また、企業と若者との交流イベントや、定着支援セミナーを
通じて県内企業の人材確保を支援した。
　総利用者数　19,225人
　就職決定者数　2,323人

・若年者の就業支援について、
「ジョブカフェちば」を拠点とし
て、適職診断、個別相談、就職セ
ミナーから「ハローワーク船橋ヤ
ングコーナー」等による職業紹介
に至るまで総合的な就業支援サー
ビスを展開するとともに、中小企
業の採用活動支援や定着支援セミ
ナー等を併せて実施する。

商工労働部
雇用労働課

（５）
離転職者や非正規雇
用者へのキャリア形
成や就労支援



最終予算額
（単位；千円）

決算額
（単位；千円）

①
技能検定の実
施、普及促進
【拡充】

a　技能検定制度の一層の周知を図る
とともに、より多くの職種の検定ができ
るよう、職種拡大に向けた体制整備等
に努める。

b　外国人技能実習制度改正に伴う大
幅な受検者の増加が見込まれること
から、千葉県職業能力開発協会と連
携し、実施体制等を整備する。

75,069 74,519

a　国が定める実施計画に基づき、検定を実施する職種等を定める本
県の実施計画を策定し、公示の上、検定を実施した。
（H29前期：52職種83作業、H29後期：73職種59作業）
また、平成29年度後期検定から若年技能者の確保を図るため、35歳
未満の2、3級受検者に対して、国の助成基準に基づき実技試験手数
料の減免を行った。

b　外国人技能実習制度の改正に伴い、随時3級、2級の実技受検が
必須となることから、技能検定委員を確保するため、千葉県職業能力
開発協会と連携して業界団体等へ協力を依頼した。

a　今後も公示職種の拡大に努めてい
くとともに、若年者の受検を促進するた
め、実技試験手数料の減免について
周知を行う。

b　外国人技能実習制度に係る随時２
級の検定職種の公示行うとともに、引
き続き、検定委員の確保に努めるため
業界団体等へ協力を依頼する。

商工労働部
産業人材課

②

在職者訓練
（ちば企業人スキ
ルアップセミナー)
事業
≪再掲≫

・技能検定受検者を支援するため、対
策コースを実施する。

5,276 4,135

・県立高等技術専門校5校（障害者校を除く）で主にものづくりに関す
る在職者訓練を実施し、スキルアップのサポートをした。昨年度よりも
8コース増（38コース）、受講者数は5名増（216名）となった。
　訓練では、既定のカリキュラムを受講するメニュー型の訓練のほ
か、企業の要望に沿ったカリキュラムによるオーダー型の訓練を実施
した。
（受講率：77.7％）

・引き続き、在職者向けの訓練を行うこ
とにより、スキルアップ等の支援を行
う。また、オーダー型のスキルアップセ
ミナーについては、企業の要望に応じ
て、出前授業の検討を行う。

商工労働部
産業人材課

①

在職者訓練
（ちば企業人スキ
ルアップセミナー)
事業
≪再掲≫

・技能向上や資格取得の促進を通じ
た技能継承への支援を行う。

5,276 4,135

・県立高等技術専門校5校（障害者校を除く）で主にものづくりに関す
る在職者訓練を実施し、スキルアップのサポートをした。昨年度よりも
8コース増（38コース）、受講者数は5名増（216名）となった。
　訓練では、既定のカリキュラムを受講するメニュー型の訓練のほ
か、企業の要望に沿ったカリキュラムによるオーダー型の訓練を実施
した。
（受講率：77.7％）

・引き続き、在職者向けの訓練を行うこ
とにより、スキルアップ等の支援を行
う。また、オーダー型のスキルアップセ
ミナーについては、企業の要望に応じ
て、出前授業の検討を行う。

商工労働部
産業人材課

②
未来の名工
チャレンジ事業
【拡充】

a　若者にものづくりへの関心を高めて
もらうため、県立高等技術専門校にお
いて、小・中・高校生を対象にした体
験教室を実施する。

b　より身近な地元地域での開催（出
前講座）など、参加機会の拡大にも努
める。

337,787
※このうちの一

部

300,059
※このうちの一

部

a　県立高等技術専門校６校において、小・中・高校生を対象にものづ
くりを体験する講座を実施した。

（計　実績66コース・336人参加）

b　旭校：県身の日海匝地域行事「さんさんフェスタ」にて、自動車整備
体験を実施した。

a　応募者の多くが参加者しやすいよ
う、応募の多かったコースについては
定員の増加を検討するとともに、引き
続き県民だよりや地域新聞等でのＰＲ
の充実を図る。

b　市町村等が実施するイベントへの参
加を拡大する。要望に応じて体験講座
を出張して行う手法についても検討し、
更なる参加機会の拡大を図る。

商工労働部
産業人材課

③

千葉県職業能力
開発促進大会の
開催、優れた技
能者の表彰等

・長年にわたって卓越した技能を発揮
した方や職業訓練等に功績のあった
方を表彰・紹介し、その活躍を称え
る。

1,741 1,684

・第49回千葉県職業能力開発促進大会を平成29年12月20日に千葉
県文化会館（小ホール）で実施した。
・千葉県の卓越した技能者7名を含む152名を同大会で表彰・紹介し
た。

・毎年、千葉県職業能力開発促進大会
を実施する。
・千葉県の卓越した技能者表彰等を行
う。

商工労働部
産業人材課

④

若年技能者を対
象とした新たな表
彰制度の創設
【新規】

・優れた若年技能者を表彰する制度
の創設について検討する。

― ―

・表彰制度等の制度設計について検討した。 ・表彰制度等の具体的な制度設計を行
い、早期実施に努める。

商工労働部
産業人材課

⑤

県立高等技術専
門校の訓練生等
の技能競技大会
への参加
【拡充】

a　千葉県職業能力開発協会と連携
し、若年技能者の各種大会への参加
を積極的に働きかける。

b　県立高等技術専門校の訓練生が
技能五輪全国大会や若年者ものづく
り大会等へ積極的に参加できるよう支
援する。

― ―

a　千葉県職業能力開発協会が技能五輪等の全国大会出場者に対し
て、旅費等の一部を補助するなど大会への参加を支援している。
　参加選手：技能五輪17人、若年者ものづくり7人

b　技能五輪（造園部門）に我孫子高等技術専門校の造園科訓練生
が参加し、全国大会に出場した。
　マイクロマウス大会（組込み制御基盤のレース競技）に船橋高等技
術専門校の訓練生が参加した。（例年、優秀な成績を収めている。）

a　出場者の負担軽減のため、引き続
き旅費等の一部を助成することにより
参加を働きかける。

b　平成30年度も技能五輪全国大会
（造園部門）に、我孫子高等技術専門
校の訓練生が出場する。

商工労働部
産業人材課

千葉県職業能
力開発協会

（１）
技能検定制度の一層
の普及及び円滑な運用

Ｈ２９予算・決算関係

Ｈ２９年度の主な取組実績

（２）
若者のものづくり離れ
の抑制、技能継承の支
援、技能尊重の気運の
醸成

実施部局区分 Ｎｏ 実施事業等 主な取組等 今後の取組（予定）

基本方針３ ものづくり分野等における技能の振興及び継承の促進



最終予算額
（単位；千円）

決算額
（単位；千円）

①

千葉県地域訓練
協議会の設置、
「千葉県職業訓
練実施計画（総
合計画）」の策定

・県、千葉労働局、（独）高齢・障害・
求職者雇用支援機構の連携の下で
の総合的な職業能力開発の取組み
を推進する。 ― ―

地域訓練協議会において、公共職業訓練では離職者対象の施設
内訓練23科1,064人（うち県7科168人）、委託訓練179コース3,394
人、在職者対象689コース10,048人（うち県36コース318人）、学卒
者対象17科343人（うち県11科228人）の定員での実施計画を策定
した。また、求職者支援訓練は基礎コース740人、実践コース
1,110人を認定規模として計画を策定した。

・今後も関係機関で連携、情報の共有等
を行い、計画に沿った事業を展開する。
　また、現状等を踏まえ、次年度の計画を
策定する。

千葉労働局

商工労働部
産業人材課

②
千葉労働局との
雇用対策協定

・「千葉県雇用対策協定」に基づき、
求職者の就労促進と県内企業の人
材確保の支援を円滑かつ効果的に
実施する。 ― ―

県委託訓練について各ハローワークで毎月、実施機関による説
明会を開催し、求職者への訓練情報の提供を行ったほか、ハロー
ワークによる適切な受講あっせんのため、県立高等技術専門校
の見学、意見交換を実施した。
また、県、労働局で連携して、就職未決定の訓練受講者をハロー
ワークに誘導し、訓練受講者の早期の就職決定を図った。

・千葉県雇用対策協定に基づき、平成３０
年度の事業計画を策定したため、計画に
沿って委託訓練の説明会や職業相談等
を行う。
　また、協議会を開催し、平成３０年度の
事業計画を策定する。

千葉労働局

商工労働部
雇用労働課
産業人材課

③

ポリテクセンター
やポリテクカレッ
ジとの共同の取
組
【新規】

・ポリテクセンターやポリテクカレッ
ジとの共同の取組について検討す
る。

― ―

船橋校とポリテクカレッジ千葉が合同で企業説明会を開催した。 ・今後、高等技術専門校とポリテクセン
ターなどと共同した取組をさらに検討す
る。

商工労働部
産業人材課

（独）高齢・障
害・求職者雇用
支援機構

④

県立高等技術専
門校における地
域との連携強化
【拡充】

・地域の中小企業や市町村等を対
象に県の職業能力開発に関する
ニーズ調査等を実施し、地域の特
徴・ニーズに応じたきめ細やかな支
援や職業訓練を実施する。

337,787
※このうちの一部

300,059
※このうちの一部

・関連企業や修了生等にアンケート調査を実施した。また、指導員
が地域の企業から実情などを聞き、カリキュラムに反映した。（毎
年実施）

・関連企業や修了生等を対象としたアン
ケート調査の実施結果等を踏まえて、企
業ニーズに合った職業訓練及び事業運営
のあり方を検討する。

商工労働部
産業人材課

⑤

在職者訓練
（ちば企業人スキ
ルアップセミナー)
事業
≪再掲≫

・地域の中小企業のニーズに合わ
せたオーダー型の訓練を行う。

5,276 4,135

・県立高等技術専門校5校（障害者校を除く）で主にものづくりに関
する在職者訓練を実施し、スキルアップのサポートをした。昨年度
よりも8コース増（38コース）、受講者数は5名増（216名）となった。
　訓練では、既定のカリキュラムを受講するメニュー型の訓練のほ
か、企業の要望に沿ったカリキュラムによるオーダー型の訓練を
実施した。
（受講率：77.7％）

・引き続き、在職者向けの訓練を行うこと
により、スキルアップ等の支援を行う。ま
た、オーダー型のスキルアップセミナーに
ついては、企業の要望に応じて、出前授
業の検討を行う。

商工労働部
産業人材課

⑥
チャレンジ企業
支援センター事
業

・（公財）千葉県産業振興センターと
も連携して中小企業を支援する。
（技術的相談等による中小企業支
援） 315,220 302,371

中小企業に対する支援として、窓口相談を2,916件実施した。 ・専門家及び職員による指導、助言を行う
窓口相談を実施する。

商工労働部
経営支援課

（公社）千葉県
産業振興セン
ター

⑦
京葉臨海コンビ
ナートの企業との
安全研修の実施

・団塊世代の退職に伴う技術継承と
いった臨海コンビナート企業共通の
課題に対応するため、（公財）千葉
県産業振興センターにおいて、中核
人材育成研修事業を実施する。

昨年度は県の
委託額あり

昨年度は県の
委託額あり

・平成28年度に新たに開発したプログラムのうち、安全感性向上
　講座（体験学習型教育施設共同利用プログラム）を29年度に
　新規講座として開講した。
・上記の新規講座も含め、京葉臨海コンビナート人材育成講座
　として１１コース計２３回の講座を開催し、４１０名の方が受講
　した。

・引き続き、（公財）千葉県産業振興セン
　ターにおいて、中核人材を育成するた
　めの研修事業を実施する。
・県としても、立地企業等と連携し、研修
　事業の充実化を図っていく。

（公社）千葉県
産業振興セン
ター

商工労働部
産業振興課
産業人材課

Ｈ２９予算・決算関係

Ｈ２９年度の主な取組実績

（１）
職業能力開発に係る関
係機関との更なる連携
強化

実施部局区分 Ｎｏ 実施事業等 主な取組等 今後の取組（予定）

基本方針４ 職業能力開発を推進するための体制の充実



最終予算額
（単位；千円）

決算額
（単位；千円）

Ｈ２９予算・決算関係

Ｈ２９年度の主な取組実績 実施部局区分 Ｎｏ 実施事業等 主な取組等 今後の取組（予定）

（１）
職業能力開発に係る関
係機関との更なる連携
強化

⑧
千葉県職業能力
開発協会との連
携

a　千葉県職業能力開発協会が実
施する技能検定、技能祭、各種講
習会などについて財政支援・協力
するとともに、円滑な運営ができる
よう一体となって取り組む。

b　千葉県職業能力開発協会が実
施する技能継承に関する各種事業
（若年技能者人材育成支援等事業
（ものづくりマイスター派遣等））につ
いて、広報等による支援を充実す
る。

75,069 74,519

a　技能検定業務を実施している千葉県職業能力開発協会に対
し、国の算定基準に基づき県の算定基準を作成し、助成を行うと
ともに、技能祭の経費の一部について補助を行った。

b　ホームページ、パンフレット等に加え、県民だより、新聞などを
活用し、広報活動を行った。

a　円滑な運営のため、財政支援を行うと
ともに、外国人技能実習制度の改正に伴
う受検者の増加に対応するため、千葉県
職業能力開発協会との連携を強化する。

b　引き続き広報活動行い、若年技能者へ
の効果的な技能の継承や後継者の育成
を支援していく。

商工労働部
産業人材課

千葉県職業能
力開発協会

①

未来の名工
チャレンジ事業
【拡充】
≪再掲≫

a　若者にものづくりへの関心を高
めてもらうため、県立高等技術専門
校において、小・中・高校生等を対
象にした体験教室を実施する。

b　より身近な地元地域での開催
（出前講座）など、参加機会の拡大
にも努める。

337,787
※このうちの一部

300,059
※このうちの一部

a　県立高等技術専門校６校において、小・中・高校生を対象にも
のづくりを体験する講座を実施した。

（計　実績66コース・336人参加）

b　旭校：県身の日海匝地域行事「さんさんフェスタ」にて、自動車
整備体験を実施した。

a　応募者の多くが参加者しやすいよう、
応募の多かったコースについては定員の
増加を検討するとともに、引き続き県民だ
よりや地域新聞等でのＰＲの充実を図る。

b　市町村等が実施するイベントへの参加
を拡大する。要望に応じて体験講座を出
張して行う手法についても検討し、更なる
参加機会の拡大を図る。

商工労働部
産業人材課

②
高校生の資格取
得講座
【拡充】

a　高校生を対象とした資格取得講
座を実施する。

b　開講講座や参加校の拡充を図
る。

337,787
※このうちの一部

300,059
※このうちの一部

a　高校生を対象とした資格取得講座を実施した。
（高校生14人、高等学校5校）

b　職業訓練指導員が近隣の高校に積極的に呼びかけを行った。

a・b　引き続き、近隣の高校へ周知を図
り、ものづくりを中心とした資格取得のた
めの講座を実施する。 商工労働部

産業人材課

キャリア教育の
推進
（キャリア教育推
進事業）
≪再掲≫

2,230 2,161

・実施事業
本事業を推進するための実行委員会を2回開催した。
「サイエンススクール」（小・中・高）の実施　参加者408
人
「キャリア教育科学・先端技術体験キャンプ」（中・高）の
実施　参加者123人
「キャリア教育しごと体験キャンプ」（中・高）の実施　参
加者39人

本事業に協力をいただいている協力機
関に受け入れ人数の拡大を依頼すると
ともに、新規協力機関を開拓する。

また、参加者を増やすため口コミによ
る宣伝効果を期待し、ツイッターの開
設を検討する。

教育庁
生涯学習課

キャリア教育の
推進
（キャリア支援事
業）
≪再掲≫

952 640

・県立高等学校の３７校３８課程を、高校生就職支援事業の
指定校として指定し、キャリア教育に関する講演会・研修会
報償費やインターンシップ保険料の補助を通じて、キャリア
教育の推進に向けた支援を行った。

・県立高等学校の中から就職希望者の
多い学校を中心に、高校生就職支援事
業の指定校として指定し、キャリア教
育に関する講演会・研修会報償費やイ
ンターンシップ保険料の補助を行う。

教育庁
学習指導課

（３）
職業能力開発施策の
着実な進行管理

①

(仮称）千葉県職
業能力開発推進
委員会の設置
【新規】

a　本計画に定めた４つの基本方針
に基づく施策や事業を着実に実施
するため、新たに検討組織を設置
し、外部の有識者の意見を聞きな
がらＰＤＣＡサイクルによる定期的な
進行管理を行う。【新規】

b　県立高等技術専門校の訓練科
や訓練内容、事業運営のあり方に
ついても検証する。

337,787
※このうちの一部

300,059
※このうちの一部

a　千葉県職業能力開発推進検討会を設置。外部の有識者の意
見を聞きながらＰＤＣＡサイクルによる定期的な進行管理を行うた
めの検討会を船橋校で開催した。

b　関連企業や修了生等を対象としたアンケート調査を実施した。
調査結果をとりまとめて、今後、県立高等技術専門校の訓練科や
訓練内容、事業運営のあり方等について検討するための資料を
作成することとした。

a　外部委員からなる検討組織を設置し、
ＰＤＣＡサイクルによる定期的な進捗管理
を行う。

b　関連企業や修了生等を対象としたアン
ケート調査の実施結果等を踏まえて、県
立高等技術専門校の訓練科や訓練内
容、事業運営のあり方等について検討を
行う。

商工労働部
産業人材課

（２）
教育機関(小・中・高等
学校）との連携

③

・企業や大学・研究機関等との連携
による職場体験等の充実を図る。


