
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　≪関連事業≫

最終予算額
（単位；千円）

決算額
（単位；千円）

介護・保育人材の確保に向けた取
組
（介護人材確保対策事業）

128,546 87,056

（介護人材確保対策事業）
介護人材確保対策事業補助金　１７０事業　５８，３７１千円
介護福祉のイメージアップ事業　３，８０２千円
エルダー・メンター制度普及・啓発事業　参加者数８９人　１８３千円
【以下福祉人材センターに委託】
介護人材マッチング機能強化事業　１５，０００千円
職場体験　　受入施設数８４　　参加者数２４８人　５，５５０千円
メンタルヘルスサポート事業　　３，０００千円

介護・保育人材の確保に向けた取
組
（ちば保育士・保育所支援センター
運営等事業）

18,670 18,670

（ちば保育士・保育所支援センター運営等事業）
・平成25年8月に開設した「ちば保育士・保育所支援センター」において、保育士資格
を有する保育士再就職支援コーディネーターを配置し、求人・求職情報の提供や、
保育士等からの相談支援を実施した。（相談件数1,828件、就職件数139件）
・就職支援のため、就職面談会を4回、保育の職場就職支援講座やその他就職支援
講座等を24回開催した。

医療人材の確保に向けた取組
（県立保健医療大学・県立看護専門
学校での人材育成、ナースセンター
事業）

35,000 34,844

(ナースセンター事業）
　県委託事業として、千葉県ナースセンターにおいて、看護師等の就業の促進、そ
の他看護師等の確保を図るための事業を行った。
・アドバイザ－による施設訪問　39か所
・出張相談等による個別相談の実施
　相談者数　221人、再就業者数　55人
・再就業を促進するための講習会・研修会の実施
　参加人数　280人、再就業者数　58人

(県立保健医療大学・県立看護専門学校での人材育成）
　千葉県では、大学1校・専門学校2校を設置して医療人材の人材育成を図ってい
る。
・県立保健医療大学　県内就職者数　109人（卒業生180人）
　　　　　　　　　　　　　　看護師等国家試験合格率　97.7％
・野田看護専門学校　県内就職者数　62人（卒業生70人）
　　　　　　　　　　　　　　看護師国家試験合格率　 98.6％
・鶴舞看護専門学校　県内就職者数　32人（卒業生34人）

医療人材の確保に向けた取組
(薬剤師の復職支援等事業）

― ―

Ｈ２８年度で終了のため実績なし。Ｈ２９からは(一社）千葉県薬剤師会に移管

区分

⑤

Ｎｏ

（１）
介護、福祉等の人手不
足や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

Ｈ２９予算・決算関係

Ｈ２９年度の主な取組実績

健康福祉部
医療整備課
薬務課

・医師・看護師等の人材確保に向け
た取組を行う。

実施部局主な取組等実施事業等

④
・介護等の福祉人材の人材確保に

向けた取組を行う。

健康福祉部
健康福祉指導課
子育て支援課

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１－４



最終予算額
（単位；千円）

決算額
（単位；千円）

区分 Ｎｏ

Ｈ２９予算・決算関係

Ｈ２９年度の主な取組実績 実施部局主な取組等実施事業等

農林水産分野での人材確保に向け
た取組
（a　農業大学校における担い手の
育成）

141,967 140,058
a　農業大学校にいおて、優れた農業の担い手及び指導者の育成を実施した。
（入学生　計67人）

農林水産部
担い手支援課

農林水産分野での人材確保に向け
た取組
（b　森林・林業担い手確保・育成対
策事業等）

32,989 26,226

b　・高性能林業機械等のレンタル費を支援（25台）した。
 　 ・森林施業プランナー育成のための研修開催を支援した。
　　 （1次研修、2次研修、各1回、計2回）
 　 ・林業サービスセンター研修を開催した。（12回）
 　 ・千葉県林業労働力確保支援センター研修開催を支援した。（４回）
 　 ・25事業所への巡回指導等の経費を支援した。

農林水産部
森林課

農林水産分野での人材確保に向け
た取組
（c　漁業の担い手確保・育成総合
対策事業）

3,858 1,729

c　・ 地域漁業就業相談会を開催した。
　  ・水産業インターンシップを実施した。（参加者11人）
　　・短期漁業技術研修を実施した。（受講者 2人）
　  ・新規漁業就業者フォローアップ研修を実施した。（受講者　8人）

農林水産部
水産課

⑦
観光人材の育成
（海外観光ゲストへのおもてなし力
向上研修事業）

・観光施設の従業員などを対象に、
外国人観光客の受入れに必要な知
識や接客方法などを学ぶ研修を実
施する。

10,000 7,009
・「おもてなしの心向上研修」２回、「インバウンド対策講座」、「食文化研修」各１回、
「語学実践講座」９回、「お笑い芸人から学ぶおもてなし術研修」１回、計１４回の研
修を開催し、４０５名が参加した。

商工労働部
観光企画課

⑧
千葉県魅力ある建設事業推進協議
会

・建設業の担い手の育成・確保に向
けた取組を行う。

4,410 3,837

・県内小・中学校において、「建設業」についての出張授業を実施した。（小学校９
校、中学校２校）
・建設業経営者と建設業に関する学科・系列を有する県立高校の教員との意見交換
会を実施した。
・県立高校等において、各建設業団体が出前講座を実施した。（高校５校６講座、短
大１校１講座）

県土整備部
建設・不動産業
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

④
中小企業等技術力高度化支援研修
事業

・産業支援技術研究所において、中
小企業等の技術力高度化のための
研修を行う。

585 544
・材料評価技術等３テーマについて座学と実習を組み合わせた実践的な研修を実施
し、延べ44人の技術獲得を支援した。

商工労働部
産業振興課

（１）
介護、福祉等の人手不
足や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

⑥

・優れた担い手を育成するため、実
践的な訓練や研修などを行う。

・資格取得などのスキルアップを通
じて定着の促進を図る。

※このうちの一部 ※このうちの一部



最終予算額
（単位；千円）

決算額
（単位；千円）

（１）
若者のための職業能力
開発、就労支援

⑥ ジョブカードの活用
・ジョブカードの作成・活用などの支
援を行う。

― ―

平成29年度の千葉県のジョブ・カード取得者数は6,609人。うち労働局（ハローワー
ク・作成支援受託者含む）は、1,370人、千葉県（委託訓練実施機関含む）は、1,441
人。
ジョブ・カード作成支援ソフト・アプリ利用者の回答では、ジョブ・カードの取得が自ら
の職業能力の向上などに貢献するとしたものは91％。

千葉労働局

（２）
女性のための職業能力
開発、就労支援

④
母子家庭等就業・自立支援センター
事業

・母子家庭の母への総合的な自立
支援として、資格取得に向けた就業
支援講習会の実施や就労のための
無料職業紹介などを行う。

12,638 9,496

・母子家庭の母等に対して、就労支援を柱とした総合的な自立支援として、資格取
得に向けた就業支援講習会の実施や就業相談などを行った。

○就業相談　延べ就業相談件数３７６件、就業実績５人
○就業支援講習会の実施
　　パソコン２講座　受講者数３１名
　　介護職員初任者研修　受講者数１４名

健康福祉部
児童家庭課

（３）
中高年齢者のための職
業能力開発、就労支援

⑤
ジョブ・カードの活用
≪再掲≫

・ジョブカードの作成・活用など多様
な支援を行う。

― ―

平成29年度の千葉県のジョブ・カード取得者数は6,609人。うち労働局（ハローワー
ク・作成支援受託者含む）は、1,370人、千葉県（委託訓練実施機関含む）は、1,441
人。
ジョブ・カード作成支援ソフト・アプリ利用者の回答では、ジョブ・カードの取得が自ら
の職業能力の向上などに貢献するとしたものは91％。

千葉労働局

⑧ 障害者就業・生活支援センター事業
・県内１６箇所にある、身近な地域
での就業とそれに伴う日常生活の
相談支援を行う。

98,704 97,698

・県内16の各障害保健福祉圏域に設置される障害者就業・生活支援センターに、生
活支援担当職員及びサポート職員を配置し、就労している障害者への生活全般の
支援を行っている。
（平成29年度末登録者：9,821名（16センター計速報値））

健康福祉部
障害福祉事業課

⑨
特別支援学校就労支援等教員研修
事業

・特別支援学校教員のキャリア教育
に関する知識技能を高めるための
研修等を行う。

772 704

・特別支援学校教員キャリア教育推進研修
　　キャリア教育向上研修会実施　②特別支援学校教員企業実習（18名）
・特別支援学校児童生徒キャリアアップ計画
　産業教育フェア（特別支援学校ものづくりフェア）での発表
・特別支援教育理解推進
　千葉県特別支援学校就労支援リーフレットの作成及び配付

教育庁
特別支援教育課

④
ジョブ・カードの活用
≪再掲≫

・ジョブカードの作成・活用など多様
な支援を行う。

― ―

平成29年度の千葉県のジョブ・カード取得者数は6,609人。うち労働局（ハローワー
ク・作成支援受託者含む）は、1,370人、千葉県（委託訓練実施機関含む）は、1,441
人。
ジョブ・カード作成支援ソフト・アプリ利用者の回答では、ジョブ・カードの取得が自ら
の職業能力の向上などに貢献するとしたものは91％。

千葉労働局

⑤
千葉県正社員転換・待遇改善実現
地域プラン

・今後、５か年の非正規雇用労働者
の正社員転換や待遇改善のための
様々な取り組みを行う。

― ―
千葉県内ハローワークから計4,267人に公共職業訓練への受講あっせんを行った。
うち、特に、訓練修了後、正社員就職が期待できる資格取得コース（2年間）に、107
人を受講あっせんした。

千葉労働局

（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

（４）
障害者のための職業能
力開発、就労支援

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

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）

（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

⑥
ものづくりマイスター制度の活用や
「手づくりみらい教室」の開催

・千葉県職業能力開発協会が実施
する「ものづくりマイスター制度」の
活用や、同協会と千葉県技能士会
連合会が共催する小学生対象の
「手づくりみらい教室」への参加が
増えるよう、県による広報支援等を
充実する。

－ －

・ものづくりマイスター等の活用
　マイスター認定状況　　18職種　33人
　ITマスター認定状況　　  4職種   4人
　マイスター等の派遣状況
　　実技指導　　 151件　3,452人日
　　魅力発信等　125件　3,795人日
・手づくりみらい教室
　  3小学校（150児童）に56人が指導

千葉県職業能力
開発協会

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

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


