
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 商工労働部
産業人材課

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。

838,755 689,978

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するととも
に、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（県単上乗せ）を実施し
た。また、在職中の求職者等を主な対象とする特例の短期間等の
コースの新設を検討した。
　・R２訓練実績（繰越含む）　合計206コース（3,087人）
　　　 うちR２開講分　介護福祉士22人・保育士61人

b　上級者向けＩＴの訓練コースとして、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設定を促進す
るとともに、デジタル化に対応するコースの新設を検討した。
　・3コース（ＷＥＢサイト管理者養成科）
　
c　観光人材コース
  ・R元年度に企画提案を募集したが提案がなかったため、Ｒ2年
度は企画提案を募集しなかった。

d　建設人材育成コースを実施した。
　 ・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。また、在職中の求職者等
を主な対象とする特例の短期間等のコー
スを新設する。
・介護福祉士35人・保育士69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の訓練コースとして、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を含
むデジタル化に対応するコースを新設す
る。
　・7コース（デジタル人材育成コース）
c　観光人材コース
　提案がなく実績が無いため、企画提案
募集は中止する。
d　建設人材育成コースの実施に努める。
　 ・4コース

②
商工労働部
産業人材課

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。

509,712
※このうちの一部

414,175
※このうちの一部

a　今後、各業態において進展するデジタル化に対応するため、各
訓練科毎の呼応するデジタルキーテクノロジーや必要な設備の洗
い出しを行った。

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53.3％・就職率86.7％、
左官技術科定員24名・入校率45.8％・就職率100％）

a　引き続き、デジタル化に対応する訓練
カリキュラムの検討を行い、計画的に設
備等を整備する。
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。

①
商工労働部
産業人材課

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。

・企業等の要望に応じて出前訓練
の実施なども検討する。 5,028 3,044

・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。
　メニュー型　　17コース    (訓練メニューを設定して募集）
 オーダー型     4コース　　（企業の要望に応じて訓練メニューを設
定）
・受講者数 103名（受講率62.8％）。

・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。
・企業ニーズを踏まえたコース設定を行
う。
・インターネットを活用した受講申込等に
ついて検討を行う。

②
商工労働部
産業人材課

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。

509,712
※このうちの一部

414,175
※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。
（R２年度修了生就職率：85.2％）

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。

（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 今後の取組（予定）主な取組等実施事業等Ｎｏ

令和2予算・決算関係

令和2年度の主な取組実績実施部局

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２－２

令和2年度
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最終予算額
（単位；千円）

決算額
（単位；千円）

区分 今後の取組（予定）主な取組等実施事業等Ｎｏ

令和2予算・決算関係

令和2年度の主な取組実績実施部局

（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
商工労働部
産業人材課

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。

33,530 31,853

・認定職業訓練校10校の訓練（長期57人、短期592人）に対し、運
営費等の補助を行った。

・認定職業訓練校として、1校を新規に認定した。

・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。

（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
商工労働部
産業人材課

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。

509,712
※このうちの一部

414,175
※このうちの一部

a・ｅ　訓練内容のカリキュラムについて、地元関連企業の担当者
から話を聞く等により、適宜に訓練内容に反映した。
　また、一部の校において、地域イベント等に参加する等、地域と
交流しながら県立高等技術専門校のPRを実施した。

b　　就職支援のための専門員（就職支援員）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。（訪
問件数：90件）

c　募集要項等に愛称・キャッチフレーズを掲載したほか、表紙の
写真を女性にするなど、女性の訓練校のイメージアップのため表
紙の写真を女性にするなお、一部訓練科においては、新聞折込
広告を活用し、入校促進用チラシを配布した。進学情報サイトを活
用した、ちばテク入校案内の掲載。

ｄ　就職支援員が高校の進路指導担当者等を訪問し、PR活動を
実施。（高校訪問件数：215件）
・各校における、高校生や保護者等を対象とした見学・説明会の
実施。

f　千葉県県有建物長寿命化計画及び維持管理計画に基づき計
画的に施設の改修工事等をすすめている。また、市原校の大規
模改修については、管理棟の改修工事に係る契約を締結し、事
業を進めた。
   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　各訓練科の地域連携状況や入校
率等を踏まえて、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　引き続き広報全般について手法を検
討し、効果的なＰＲ活動を行う。また、手に
取りやすいダイジェスト版の入校案内の
作成・配布、進路情報サイトに広告掲載、
SNSで情報発信するなど若者や女性に対
して効果のある広報に取り組んでいく。

f　引き続き、施設・設備の計画的な更新
を進めるとともに、市原校の改修を着実に
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。
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最終予算額
（単位；千

円）

決算額
（単位；千

円）

①
商工労働部
産業人材課

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。

509,712
※このうちの一部

414,175
※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・入校者数134人(入校率58.8%)・就職率87.5%(正規雇用
率98.1％)
・各高等技術専門校の訓練生のキャリア形成に向けて、ジョブ・カードの
作成支援を行った。
　ジョブカード作成支援実績：64件
・コミュニケーション能力を向上するための講習を行った。
　　12科、120名

・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今後も実施す
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講習
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。

②
商工労働部
産業人材課

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。

3,756 2,646

・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。
※R2年度中における、入校・修了状況
　旭校「ＮＣ機械加工科」：定員15人・入校率26.7％・就職率100％
　東金校「左官技術科」：定員8人・入校率87.5％・就職率100％

・令和２年度より、船橋校金属加
工科をデュアルシステム訓練から
短期6か月訓練とした。
・国のデュアルシステム実施要領
準則改正により、令和２年度から
対象者を45歳未満から55歳未満に
引き上げた。
・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。

③
商工労働部
雇用労働課

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。

142,964 138,428

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、就職セミナーから併設のハローワークによる職業紹介に至るまでの総合的な
サービスを展開するとともに、企業が若者に自社の魅力をアピールする場の提供
などの中小企業の採用活動支援を併せて実施した。
年間利用者数：12,229 名

引き続き、ジョブカフェちばにおいて、
併設のハローワークと提携して、総合
的な就労支援サービスを実施する。

④
商工労働部
雇用労働課

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。

7,605 7,561

・総利用者数6,080名、新規登録者数123名、就職等進路決定者63名
（51.2％）
・キャリアカウンセラーや臨床心理士との個別相談（延べ3,294件）、職業
的自立支援プログラム（延べ2,697名参加）
・ハローワーク等での出張相談（延べ26件）、若者支援の在り方や、若者
への接し方へのアドバイス等を行う保護者セミナー（延べ63名参加）

引き続き、若年無業者等を対象と
して、キャリアコンサルタントや
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。

教育庁
生涯学習課

キャリア教育の
推進
（キャリア教育
推進事業）

1,097 983

千葉県夢チャレンジ体験スクール(※)を実施した。新型コロナウイルス感染拡大
の影響により、受入機関の辞退が多くあった。
夏季休業期間も例年より短縮された中、
科学・先端技術体験スクール（１日コース）　４機関４講座
科学・先端技術体験スクール（２日コース）　２機関１講座
キャリア教育しごと体験スクール　　　　　　 ４機関４講座
で職場体験・就業体験等を実施した。
（※研究機関での科学技術体験や、企業での職場体験を通じて、職業に必要な
資質や能力等を学ぶ）

令和３年度千葉県夢チャレンジ体験ス
クールを実施。
科学・先端技術体験スクール（１日
コース）１６機関２３講座
科学・先端技術体験スクール（２日
コース）６機関７講座
キャリア教育しごと体験スクール８機
関７講座の募集を行い、夏季休業期
間に職場体験・就業体験等を実施す
る。

教育庁
学習指導課

キャリア教育の
推進
（キャリア支援
事業）

855 107

・県立高等学校の34校36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。

（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

令和2予算・決算関係

令和2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
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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

令和2予算・決算関係

令和2年度の主な取組実績

①
商工労働部
産業人材課

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。

838,755 689,978

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。
　　R２訓練実績（繰越含む）　合計206コース（3,087人）
　　R２就職率　　 69.4%【暫定値】
　
b　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し、託
児付き訓練コースの拡充に努めた。
　・16コース（託児利用児童数14人）

c　母子家庭の母親に対する訓練手当
　・支給実績　　　1人

d　国の要領改正により、e-ラーニングでの訓練の対象者が令和3年度限定
で拡充されたため、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。

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
案を引き続き推進する。

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　e-ラーニングコースの実施に努
める。
　・2コース

②
商工労働部
産業人材課

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。

509,712
※このうちの一部

414,175
※このうちの一部

・県立高等技術専門校の入校案内などに女性の訓練生を積極的に掲載し、
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16.7％）

・引き続き入校案内等に女性訓練
生を掲載し、SNSで情報発信するな
ど女性に対して効果のある広報に
取り組んでいく。

③
商工労働部
雇用労働課

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。

57,924 57,923

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、企業見学会を
実施した。
・千葉県ジョブサポートセンター　令和2年度実績
　　延べ利用者数　10,512人
　　就職決定者数　   439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、企業見学会を実施す
る。

①
商工労働部
産業人材課

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。

509,712
※このうちの一部

414,175
※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た。
（定員157名・入校率61.1％・就職率83.7％）
※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。

②
商工労働部
産業人材課

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。 5,028 3,044

・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。
　メニュー型　　17コース    (訓練メニューを設定して募集）
 オーダー型     4コース　　（企業の要望に応じて訓練メニューを設定）
・受講者数 103名（受講率62.8％）。

・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。
・企業ニーズを踏まえたコース設定を
行う。
・インターネットを活用した受講申込等
について検討を行う。

③
商工労働部
産業人材課

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。

838,755 689,978

・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。
　　R２訓練実績（繰越含む）　合計206コース（3,087人）
　　R２就職率　　 69.4%【暫定値】

・幅広い分野での職業訓練の実施
に努めるとともに、中高年齢層の
特性に応じた訓練コースの設定を
検討する。

④
商工労働部
雇用労働課

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。

57,924 57,923

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、企業見
学会を実施した。
・千葉県ジョブサポートセンター　令和2年度実績
　　延べ利用者数　10,512人
　　就職決定者数　   439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、企業見学会を実
施する。

（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
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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

令和2予算・決算関係

令和2年度の主な取組実績

①
商工労働部
産業人材課

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。

509,712
※このうちの一部

414,175
※このうちの一部

a・b　障害者校において精神障害者を対象としたコースを実施することに
より、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45.0％・就職率 71.4％
                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90.0％・就職率100.0％
　　　我孫子校：定員計10名・入校率 40.0％・就職率100％

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。
　年々増加している精神障害者等
への就労支援を強化する。

②
商工労働部
産業人材課

障害者の多様な
ニーズ対応した
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。 44,783 38,326

・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　 91人
　デュアル訓練コース　    　　0人
　実践能力習得訓練コース　　 19人
　ｅーラーニングコース　      3人
　特別支援学校早期訓練コース 10人
　在職者訓練コース　          0人
　　                    　計123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
関等と更なる連携及び当該事業の
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
託する。

③
商工労働部
産業人材課

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。

31,741 31,616

障害者を雇用（又は雇用を検討）している企業に対して、雇用環境整備や
特例子会社設立のための支援、他の支援機関で対応が難しいケースの相談
支援等を実施した。
・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：２，２５５件
　職業準備訓練の実施：１４６名
　企業支援件数:３２２件
　職場内サポーター養成研修：６回開催３８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６００件
　　　　　　　　　　　　　相談対応・連絡調整１，５０７件
　就職件数：４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。

④
商工労働部
産業人材課

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。

35,987 33,093

障害のある人に対し基礎訓練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や研修見学会を開催した。
（障害者）
　研修定員：６０名　参加者数：６３名（うち就職者数：３３名）
（企業）
　実習受入企業数：延べ１５社
　セミナー参加者：（１回開催）延べ２８社３０人
　研修見学会参加者：３９社４７人　社内勉強会参加者：４０社１３１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。

⑤
商工労働部
産業人材課

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。

47,907 43,473

・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：３３３件
　企業からの相談件数：４，０５６件
　就職者数：２０３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。

（４）
障害者のための職業
能力開発、就労支援

5



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

令和2予算・決算関係

令和2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
商工労働部
産業人材課

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。

― ―

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」について
は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となった。

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企業支
援員が同行し、県の障害者雇用支援施策の周知を図るとともに障害者雇用
に関するアドバイスを行った。

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。

⑦
商工労働部
産業人材課

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。

3,317 3,317

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》見学相談会　７回・４６社参加
　 　《障害のある方向け》交流会３回・３１名参加
　 　《短期職場実習》延べ９２社・１０９名実施
　　 《雇用促進アンケート》１０回・１７社相談

a　令和3年3月の法定雇用率の引き上げにより障害者雇用対象事業所が拡大
されることを踏まえ、支援制度や支援機関の情報のほか、障害者雇用に積
極的に取り組む企業の好事例を取りまとめた障害者雇用好事例集を作成
し、法定雇用率未達成企業等に配布して周知・啓発を図った。

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　引き続き、法定雇用率未達成企
業等に配布し、障害者雇用につい
ての理解促進を図る。

①
商工労働部
産業人材課

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。

509,712
※このうちの一部

414,175
※このうちの一部

・県立高等技術専門校において、離転職者向けの短期課程職業訓練を行っ
た。
（令和2年度修了者：定員167名・入校率60.4％・就職率85.9％）
※障害者向け訓練を除く。
・各高等技術専門校の訓練生のキャリア形成に向けて、ジョブ・カードの
作成支援を行った。
　ジョブカード作成支援実績：62件

・引き続き、離転職者等を対象と
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。

②
商工労働部
産業人材課

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。

838,755 689,978

・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するとともに、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）を実施し
た。また、在職中の求職者等を主な対象とする特例の短期間等のコースの
新設を検討した。
　　・R２訓練実績（繰越含む）　合計206コース（3,087人）
　　　 うちR２開講分　介護福祉士22人・保育士61人・美容師8人
　　　　 　R２就職率　69.4%【暫定値】

・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とともに、
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。また、在職中の求職者等
を主な対象とする特例の短期間等
のコースを新設する。

③
商工労働部
雇用労働課

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。

142,964 138,428

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、就職セミナーから併設のハローワークによる職業紹介に至るまでの総合的な
サービスを展開するとともに、企業が若者に自社の魅力をアピールする場の提供
などの中小企業の採用活動支援を併せて実施した。
年間利用者数：12,229 名

引き続き、ジョブカフェちばにお
いて、併設のハローワークと提携
して、総合的な就労支援サービス
を実施する。

（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
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最終予算額
（単位；千円）

決算額
（単位；千円）

①
商工労働部
産業人材課

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。

117,357 107,765

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。
（R２前期：中止、R２後期：88職種83作業）
また、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。（H29
から継続実施）

b　外国人技能実習制度に係る随時3級、2級の検定受検者が増加す
ることから、技能検定委員を確保に向けて、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。
（R２基礎級：42職種、随時3級：44職種、随時2級：26職種）

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検定受
検者の増加に対応するため、引き続き
協会の実施体制の整備を支援する。

②
商工労働部
産業人材課

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。

5,028 3,044

・機械加工や冷凍空調調和機器施工受検対策等を実施し、技能検定
受検者に対して支援を行った。
　2コース、6人
　技能検定2級 機械加工「旋盤」受験対策コース、技能検定　冷凍空
調機器施工受検対策(実技)

・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。
・企業ニーズを踏まえたコース設定を
行う。
・技能検定対策コースの周知を図り、
検定受検者の支援を行う。

①
商工労働部
産業人材課

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。

5,028 3,044

・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。
　メニュー型　　17コース    (訓練メニューを設定して募集）
 オーダー型     4コース　　（企業の要望に応じて訓練メニューを設
定）
・受講者数 103名（受講率62.8％）。

・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。
・企業ニーズを踏まえたコース設定を
行う。
・インターネットを活用した受講申込等
について検討を行う。

②
商工労働部
産業人材課

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。

509,712
※このうちの一部

414,175
※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、若者にものづくりへの関心を高めた。
　12コース、56人
(コロナウイルス感染症拡大防止のため、15コース中止)
b　「全国造園フェスティバル」、我孫子商業施設での学校紹介展示
（いずれも我孫子校）を実施した。
(コロナウイルス感染症拡大防止のため、市原校：市原市「ものづくり
フェスタ」、「ちばテク市原カーフェスタ」　我孫子校：「我孫子市産業ま
つり」「我孫子市農業まつり」を中止)

a　引き続き県民だより等での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、
今後も更なる参加機会の拡大を図る。

③
商工労働部
産業人材課

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。

3,490 2,093

・コロナウイルス感染症拡大防止のため、職業能力開発促進大会は
中止し、千葉県の卓越した技能者11名を令和2年12月16日に県庁本
庁舎5階大会議室で表彰した。

・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。

④
商工労働部
産業人材課

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等について検討し、、技能五輪全国大会に
出場する若年技能者の技能向上訓練に要する経費の助成制度を創
設した。

・技能向上訓練に対する助成制度の充
実等を図りつつ、表彰制度等の具体的
な制度設計について検討し、実施に努
める。

⑤

商工労働部
産業人材課

千葉県職業能
力開発協会

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するとともに、
技能五輪全国大会出場者の技能向上訓練に要する経費の助成につ
いて検討し、助成制度を創設した。
　参加選手：技能五輪11人、若年者ものづくり：参加者なし

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 。

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とともに、
令和３年度から技能向上訓練に要する
経費の一部を助成することにより、参
加を働きかける。
b　令和3年度技能五輪（造園部門）県
予選に、我孫子高等技術専門校の訓
練生が1名出場予定。若年者ものづくり
大会に船橋校システム設計科が参加
検討。（ＩＴネットワーク管理職種）

今後の取組（予定）

（１）
技能検定制度の一層
の普及及び円滑な運用

令和2予算・決算関係

令和2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

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

7



最終予算額
（単位；千円）

決算額
（単位；千円）

①

千葉労働局

商工労働部
産業人材課

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19科1,067人（うち県7科157人）、委託訓練187コース3,945
人、在職者対象766コース11,028人（うち県39コース291人）、学卒
者対象17科353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1,000人、実践コース
2,328人を認定規模として計画を策定した。

・今後も関係機関と連携し、情報共有等を
図り、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。

②

千葉労働局

商工労働部
雇用労働課
産業人材課

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。 ― ―

各ハローワークでは、新型コロナウイルス感染症の影響により回
数は減少したが、求職者に対し、訓練実施機関による説明会を開
催し、訓練情報の提供と、適切な受講のあっせんを行った。
また、職業能力開発機会に恵まれなかった非正規雇用労働者等
を対象として、保育士、介護福祉士等の資格取得を目的とした「長
期高度人材育成コース」を設定し、再就職・定着を支援した。

・千葉県雇用対策協定に基づき、令和３
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、地域訓練協議会を開催し、令和４
年度の事業計画を策定する。

③

商工労働部
産業人材課

（独）高齢・障
害・求職者雇用
支援機構

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。

― ―

例年、ポリテクカレッジ千葉を会場として、ちばテク船橋校・ポリテ
クカレッジ千葉合同ものづくり技術者合同企業説明会を実施予定
としていたがコロナ禍の影響で開催中止とした。

各職業能力施設の周知をより広げるため
の取組を、引き続き実施していくとともに、
内容を検討する。

④
商工労働部
産業人材課

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。

509,712
※このうちの一部

414,175
※このうちの一部

・指導員が地域の企業から直接実情などを聞き、カリキュラムに
反映した。

・H29年度に実施した関連企業や修了生
等を対象としたアンケート調査の実施結
果等を踏まえ、企業ニーズに合った職業
訓練及び事業運営のあり方について今後
も検討を続ける。

⑤
商工労働部
産業人材課

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。

5,028 3,044

・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。
　メニュー型　　17コース    (訓練メニューを設定して募集）
 オーダー型     4コース　　（企業の要望に応じて訓練メニューを
設定）
・受講者数 103名（受講率62.8％）。

・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。
・企業ニーズを踏まえたコース設定を行
う。
・インターネットを活用した受講申込等に
ついて検討を行う。

⑥

商工労働部
経営支援課

（公社）千葉県
産業振興セン
ター

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）

350,573 341,651

中小企業に対する支援として、窓口相談を4,361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。

⑦

（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

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。

― ―

京葉臨海コンビナート人材育成講座を実施した。
・中核オペレーター早期育成コース　　：4コース・50人
・トップ・マネジメント層能力強化コース ：5コース・75人

臨海コンビナートの課題を解決するため、
引き続き講座を実施していく。
また、企業ニーズに合った講座内容の改
編、新規講座等開発の検討に努めてい
く。

今後の取組（予定）

令和2予算・決算関係

令和2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

基本方針４ 職業能力開発を推進するための体制の充実
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最終予算額
（単位；千円）

決算額
（単位；千円）

今後の取組（予定）

令和2予算・決算関係

令和2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

（１）
職業能力開発に係る関
係機関との更なる連携
強化

⑧

商工労働部
産業人材課

千葉県職業能
力開発協会

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。

117,357 107,765

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。

①
商工労働部
産業人材課

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。

509,712
※このうちの一部

414,175
※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、若者にものづくりへの関心を高
めた。
　12コース、56人
(コロナウイルス感染症拡大防止のため、15コース中止)
b　「全国造園フェスティバル」、我孫子商業施設での学校紹介展
示（いずれも我孫子校）を実施した。
(コロナウイルス感染症拡大防止のため、市原校：市原市「ものづ
くりフェスタ」、「ちばテク市原カーフェスタ」　我孫子校：「我孫子市
産業まつり」「我孫子市農業まつり」を中止)

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、今後も
更なる参加機会の拡大を図る。

②
商工労働部
産業人材課

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。

509,712
※このうちの一部

414,175
※このうちの一部

a　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、資格取得講座は
すべて中止とした。

a・b　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実
施の再開に向け検討する。

教育庁
生涯学習課

キャリア教育の
推進
（キャリア教育推
進事業）
≪再掲≫

1,097 983

千葉県夢チャレンジ体験スクール(※)を実施した。新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響により、受入機関の辞退が多くあった。
夏季休業期間も例年より短縮された中、
科学・先端技術体験スクール（１日コース）　４機関４講座
科学・先端技術体験スクール（２日コース）　２機関１講座
キャリア教育しごと体験スクール　　　　　　 ４機関４講座
で職場体験・就業体験等を実施した。
（※研究機関での科学技術体験や、企業での職場体験を通じて、
職業に必要な資質や能力等を学ぶ）

令和３年度千葉県夢チャレンジ体験ス
クールを実施。
科学・先端技術体験スクール（１日コー
ス）１６機関２３講座
科学・先端技術体験スクール（２日コー
ス）６機関７講座
キャリア教育しごと体験スクール８機関７
講座の募集を行い、夏季休業期間に職場
体験・就業体験等を実施する。

教育庁
学習指導課

キャリア教育の
推進
（キャリア支援事
業）
≪再掲≫

855 107

・県立高等学校の34校36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。

（３）
職業能力開発施策の
着実な進行管理

①
商工労働部
産業人材課

(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。

509,712
※このうちの一部

414,175
※このうちの一部

a　・コロナ禍の影響等により検討委員会の開催せず、外部委員の
意見を徴することができなかった。
・産業人材課において、関係事業進捗状況の確認、検証を行っ
た。

・これまでの5年間の事業について総括し
て検証し、検討会の意見を聞きながら、次
期計画の策定を行っていく。

（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。
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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）

④

健康福祉部
健康福祉指導
課
子育て支援課

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）
（ちば保育士・保育所支援センター
運営等事業）

・介護等の福祉人材の人材確保に
向けた取組を行う。

227,439 147,637

（介護人材確保対策事業）
介護人材確保対策事業費補助金　43,933千円
千葉県留学生受入プログラム　34,202千円
千葉県外国人介護人材支援センター運営事業　25,469千円
介護の未来案内人事業　6,222千円
介護に関する入門的研修事業　5,354千円

【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　13,500千円
職場体験　　467千円
メンタルヘルスサポート事業　　3,781千円

④

健康福祉部
健康福祉指導
課
子育て支援課

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）
（ちば保育士・保育所支援センター
運営等事業）

・介護等の福祉人材の人材確保に
向けた取組を行う。

26,460 23,056

（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、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、保育士や放課後児童支援員
等からの相談支援を実施した。（相談件数1,940件、就職件数116件）
・就職支援のため、就職フェスタを2回、就職フェアを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29回開催した。

⑤
健康福祉部
医療整備課

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）

36,562 36,562

(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　61人（卒業生81人）
　　　　　　　　　　　　　　看護師等国家試験合格率　98.3％
・野田看護専門学校　県内就職者数　52人（卒業生64人）
　　　　　　　　　　　　　　看護師国家試験合格率　 100.0％
・鶴舞看護専門学校　県内就職者数　24人（卒業生26人）
　　　　　　　　　　　　　　看護師国家試験合格率  97.3％

(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　1か所
・出張相談等による個別相談の実施
　相談者数　64人、再就業者数　16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　107人、再就業者数　33人

⑥ 薬務課
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

令和2年度の主な取組実績

（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

・医師・看護師等の人材確保に向け
た取組を行う。

区分 Ｎｏ 実施部局 実施事業等 主な取組等

令和2予算・決算関係

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
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最終予算額
（単位；千円）

決算額
（単位；千円）

令和2年度の主な取組実績区分 Ｎｏ 実施部局 実施事業等 主な取組等

令和2予算・決算関係

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
（a　農業大学校における担い手の
育成）

164,882 145,606

a　農業大学校において、優れた農業の担い手及び指導者の育成を実施した。
（農学科：定員80名・入学生57名、研究科：定員20名・入学生16名、農業研修科（農
業者養成研修）：定員40名・受講者20名、農業研修科（就農実践研修）：定員10名・
受講者5名）

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
（b　森林・林業担い手確保・育成対
策事業等）

73,073 71,121

b　森林施業プランナー育成研修への支援を実施した。
　（研修参加者：11名（一次：9名、二次：9名）、試験合格者：7名）
b 高性能林業機械のオペレータ―を養成する研修への支援を実施した。
　（研修参加者：5名）
b　高性能林業機械や運材トラックのレンタル費用に対して支援を実施した。
　（3事業体、レンタル機械台数：40台）
b　地域の建設業等の新規事業体の森林・林業への円滑な参入を図った。
　（１事業体）

農林水産部
水産課

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）

4,829 2,125

c　・地域漁業就業相談会を開催した。
　  ・漁業就業支援パンフレットを作成した。
　  ・水産業インターンシップを実施した。（受講者9人）
　  ・中期漁業技術研修を実施した。（受講者2人）

⑦
商工労働部
観光企画課

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。

― ― 令和元年度で終了のため、実施無し

⑧
県土整備部
建設・不動産業
課

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。

6,300 3,860
・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6
校、中学校4校）
・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3校、短大１校）

（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
商工労働部
産業振興課

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。

585 153
金属プリンタでの部品生産に関するオンラインセミナー、自動研磨機を用いた試料
作製に関する座学と実習を実施し延べ57人の技術者のレベルアップを支援した。

（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※このうちの一部 ※このうちの一部
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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 千葉労働局 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。

― ―

令和２年度のジョブ・カード取得者数は6,995人。うち労働局（ハローワーク・作成支
援受託者含む）は、1,571人、千葉県（委託訓練実施機関含む）は、1,832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90％。

（２）
女性のための職業能力
開発、就労支援

④
健康福祉部
児童家庭課

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。

11,848 10,050

・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４９件
○就業支援講習会の実施
　　パソコン２講座　受講者数１４名
　　介護職員初任者研修　受講者数１１名

（３）
中高年齢者のための職
業能力開発、就労支援

⑤ 千葉労働局
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。

― ―

令和２年度のジョブ・カード取得者数は6,995人。うち労働局（ハローワーク・作成支
援受託者含む）は、1,571人、千葉県（委託訓練実施機関含む）は、1,832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90％。

⑧
健康福祉部
障害福祉事業
課

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。

100,016
（コロナ事業を含

め104,385）

99,598
（コロナ事業を含

め103,967）

障害者就業・生活支援センターにおいて、障害者の就業に伴う生活上の相談に応
じ、助言や関係機関との調整を行った。令和２年度については、新型コロナウイルス
感染症に対応するため一部センターにおいて人員の追加配置などの強化事業を実
施した。

⑨

教育庁
特別支援教育
課

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。

900 183

１　特別支援学校教員キャリア教育推進研修
①キャリア教育向上研修会実施（進路指導主事及び就労支援Ｃｏ連絡協議会）
②特別支援学校教員企業実習※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め中止
２　特別支援学校児童生徒キャリアアップ計画
①産業教育フェア※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止ため中止
②特別支援学校授業力向上事例集作成プロジェクト※新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため中止
３　特別支援教育理解推進
①千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

令和2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

区分 Ｎｏ 実施部局 実施事業等 主な取組等

令和2予算・決算関係

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
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最終予算額
（単位；千円）

決算額
（単位；千円）

令和2年度の主な取組実績区分 Ｎｏ 実施部局 実施事業等 主な取組等

令和2予算・決算関係

④ 千葉労働局
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。

― ―

令和２年度のジョブ・カード取得者数は6,995人。うち労働局（ハローワーク・作成支
援受託者含む）は、1,571人、千葉県（委託訓練実施機関含む）は、1,832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90％。

⑤ 千葉労働局
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公共職業訓練へ計3.897人の受講あっせんを行った。
このうち、特に、訓練修了後、正社員就職が期待できる長期高度人材育成コース（2
年間）に、91人を受講あっせんした。

（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
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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

⑤
千葉県職業
能力開発協
会

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　　11職種　延べ22人
　ITマイスター認定状況　　 無し
　マイスター等の派遣状況
　　実技指導　　 113件　2,335人日
　　魅力発信等　 59件　1,489人日
・手づくりみらい教室
　  1小学校（64児童）に21人が指導

令和2年度の主な取組実績区分 Ｎｏ 実施部局 実施事業等 主な取組等

令和2予算・決算関係

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
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