
事業整理票（２４年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅲ－２－①新事業・新産業の創出と企業立地の促進

産学官・企業間連携の促進 新事業・新産業創出支援事業 一般 29,778 28,695

地域産学官共同研究拠点の整
備・活用

地域産学官共同研究拠点の整備・活用 0

大学・研究機関の研究開発の促
進と企業ニーズとのマッチング

かずさＤＮＡ研究所研究促進事業 一般 1,180,051 1,168,336

大学・研究機関の研究開発の促
進と企業ニーズとのマッチング

東葛テクノプラザ管理運営事業の一部（大学連携
促進業務）

一般 148 148

大学・研究機関の研究開発の促
進と企業ニーズとのマッチング

ちば中小企業元気づくり基金事業（高度研究開発
助成）

0

合　　　　計　（Ａ） 1,209,977 1,197,179
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,209,977 1,197,179

インキュベーション施設の提供
と利用環境の整備

東葛テクノプラザ管理運営事業の一部（管理運営
業務、研究開発機器等支援業務、交流業務）

一般 226,542 226,542

インキュベーション施設の提供
と利用環境の整備

東葛テクノプラザ設備整備事業 一般 5,000 4,840

インキュベーション施設の提供
と利用環境の整備

東葛テクノプラザ施設整備事業 一般 1,300

インキュベーション施設の提供
と利用環境の整備

バイオ関連産業等支援事業（かずさインキュベー
ションセンター管理事業）

一般 27,258 27,258

インキュベーション施設の提供
と利用環境の整備

バイオ関連産業等支援事業（交流支援施設利用促
進事業）

一般 10,933 10,724

インキュベーション施設の提供
と利用環境の整備

バイオ関連産業等支援事業（インキュベーション
施設支援事業）

一般 6,183 2,334

インキュベーション施設の提供
と利用環境の整備

バイオ関連産業等支援事業（かずさインキュベー
ションセンター修繕事業）

一般 2,276 2,240

インキュベーション施設の提供
と利用環境の整備

東京大学連携型起業家育成支援事業 一般 3,305 1,312

インキュベーション施設の提供
と利用環境の整備

船橋新事業創出型事業施設支援事業 一般 3,245 2,881

インキュベーション・ﾏﾈｰｼﾞｬｰに
よる支援体制の強化

東葛テクノプラザ管理運営事業の一部（インキュ
ベート業務）

一般 6,566 6,566

官民一体となったベンチャー企
業の育成

「ベンチャークラブちば」によるリーディングカ
ンパニーの育成支援事業

一般 3,300 3,066

官民一体となったベンチャー企
業の育成

ちば新産業育成ファンド「第２号ファンド」事業 0 0

官民一体となったベンチャー企
業の育成

ちば中小企業元気づくり基金事業(ベンチャー創
業支援事業）

0

官民一体となったベンチャー企
業の育成

国際アントレプレナーシップ育成促進事業 0 0

合　　　　計　（Ａ） 294,608 289,063
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 294,608 289,063

中小企業の技術開発の支援 地域産業実用化技術研究事業 一般 7,600 7,140
中小企業の技術開発の支援 地域産業ニーズ支援研究事業 一般 8,000 126
中小企業の技術開発の支援 産業支援技術研究所運営費 一般 69,208 62,292
中小企業の技術開発の支援 産業振興センター運営事業 一般 98,240 91,100
中小企業の技術開発の支援 受託研究事業 一般 2,000 380

中小企業の技術開発の支援
ちば中小企業元気づくり基金事業（新商品・新技
術・特産品開発助成）

0

中小企業の技術開発の支援
ちば中小企業元気づくり基金事業（高度研究開発
助成）

0 再掲

技術支援のための施設・機器整 産業支援技術研究所施設設備整備事業 一般 30,000 28,845
技術力向上のための研修・実地
アドバイス

中小企業等技術力高度化支援研修事業の一部（中
小企業等技術高度化支援研修）

一般 990 942

技術力向上のための研修・実地
アドバイス

中小企業等技術力高度化支援研修事業の一部（中
小企業等支援担当者研修）

一般 163 149

技術力向上のための研修・実地
アドバイス

中小企業デザイン導入支援事業 一般 2,640 2,022

知的財産に対する総合的な支援
中小企業知的財産総合支援事業の一部（中小企業
知財活用支援事業補助金）

一般 7,267 6,515

知的財産に対する総合的な支援
中小企業知的財産総合支援事業の一部（中小企業
外国出願支援事業補助金）

一般 385 159

県産業支援技術研究所の機能向
上の検討

県産業支援技術研究所の機能向上の検討 一般 0

その他 外部評価委員会設置事業 一般 160 73

その他
千葉県ものづくりの魅力発信事業の一部（科学技
術功労者表彰等事業）

一般 101 93

合　　　　計　（Ａ） 226,754 199,836
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 226,754 199,836

決算額
(単位：千円）

取組
番号

取組名

2

産学官の連携による研究開発
の促進

1

3
技術の高度化と新技術の導入
促進

ベンチャー企業・研究開発型
企業の支援強化

事業名 再掲会計
当初予算額

(単位：千円）
予算事業名
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事業整理票（２４年度事業費一覧） 様式１－２

決算額
(単位：千円）

取組
番号

取組名 事業名 再掲会計
当初予算額

(単位：千円）
予算事業名

戦略的な企業誘致 戦略的企業誘致推進事業 一般 14,700 14,345
戦略的な企業誘致 外資系企業誘致事業 一般 1,350 612
戦略的な企業誘致 外資系企業賃料補助事業 一般 9,600 1,048
戦略的な企業誘致 ちば投資サポートセンター事業 一般 6,963 6,808
戦略的な企業誘致 企業誘致広報関連事業 企業 2,998 2,089
市町村との共同による新たな工
業団地の整備

工業団地整備検討事業 一般 16,900 10,112

立地企業への助成 立地企業補助金 一般 741,000 708,264
工業用水の安定供給の確保 若松地先Ⅱ期送水管布設替工事他 企業 627,400 491,247
工業用水の安定供給の確保 水源費負担金 企業 439,429 305,769
工業用水の安定供給の確保 工業用水の安定供給と利用促進の検討 0

合　　　　計　（Ａ） 1,860,340 1,540,294
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,860,340 1,540,294
合　　　　計　（Ａ） 3,591,679 3,226,372
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,591,679 3,226,372

一般 2,521,852 2,427,267
特別 0 0
企業 1,069,827 799,105
計 3,591,679 3,226,372

戦略的企業誘致の推進

施　　　　　策　　　　　計

4

純計の内訳
（会計別）

(注）事業費の支出がないもの（通常業務の運営費や人件費等によって実施するものは）は金額を
「－」とした。補正予算措置等により、年度途中から実施が決まった予算事業には★印を付した。
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事業整理票（２４年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅲ－２－②中小企業の経営基盤の強化

チャレンジ企業支援センターの
設置

チャレンジ企業支援センター事業 一般 299,020 283,359

経営革新の促進 経営革新等普及促進事業 一般 1,000 662

新事業展開の支援
ちば中小企業元気づくり基金（新事業展開集中サ
ポート事業）

0

経営革新の促進
チャレンジ企業支援センター事業の一部（ＩＴセ
ミナー）

一般 0 再掲

商工会等による中小企業の支援
活動の促進

小規模事業経営支援事業費等補助金 一般 2,222,769 2,143,628

商工会等による中小企業の支援
活動の促進

中小企業連携組織対策事業費補助金 一般 167,445 164,371

商工会等による中小企業の支援
活動の促進

チャレンジ企業支援センター事業の一部（中小企
業経営支援専門家派遣事業のうち東日本大震災
分）

一般 10,000 再掲 9,904

商工会等による中小企業の支援
活動の促進

千葉県中小企業連携強化推進事業 一般 15,000 12,552

合　　　　計　（Ａ） 2,715,234 2,614,476
再掲事業の計　（Ｂ） 10,000 9,904
純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,705,234 2,604,572

中小企業振興資金の貸付 中小企業振興資金事業 一般 190,000,000 158,700,000
小規模企業者への設備貸与及び
設備資金貸付

小規模企業者等設備導入資金貸付事業 特別 800,000 542,100

合　　　　計　（Ａ） 190,800,000 159,242,100
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 190,800,000 159,242,100

中小企業の優れた製品の認定
千葉県ものづくりの魅力発信事業の一部（千葉も
のづくり認定事業）

一般 960 788

市場開拓のための助成 ちば中小企業元気づくり基金（市場開拓助成） 0
ホームページを活用した中小企
業の技術情報の発信

千葉県ものづくりの魅力発信事業の一部（千葉県
ものづくりネットワーク事業）

一般 1,130 720

販路開拓の専門家派遣 ものづくり中小企業販路拡大支援事業 一般 30,000 26,840
下請取引の振興 ビジネスマッチング商談会開催事業 一般 1,077 958
下請取引の振興 下請取引振興事業費補助金 一般 54,036 43,804

合　　　　計　（Ａ） 87,203 73,110
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 87,203 73,110

中小企業の海外販路拡大の支援 中小企業海外販路拡大支援事業 一般 6,229 5,282
中小企業の海外販路拡大の支援 日本貿易振興機構千葉貿易情報センター支援事業 一般 18,132 18,132

中小企業の海外販路拡大の支援
東アジア及び東南アジアにおける知事トップセー
ルス

一般 9,900 再掲 9,443

中小企業の海外販路拡大の支援 ちば中小企業元気づくり基金（市場開拓助成） 0 再掲
合　　　　計　（Ａ） 34,261 32,857
再掲事業の計　（Ｂ） 9,900 9,443
純計　（Ａ）－（Ｂ） 24,361 23,414

中小企業の円滑な事業承継の支 チャレンジ企業支援センター事業の一部 一般 0 再掲

中小企業の危機管理対策の支援
チャレンジ企業支援センター事業の一部（ＢＣＰ
普及啓発事業）

一般 504 再掲 407

合　　　　計　（Ａ） 504 407
再掲事業の計　（Ｂ） 504 407
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0

地域商業の活性化支援 千葉県地域商業活性化事業 一般 43,200 38,279

地域商業の活性化支援
千葉県地域商業活性化事業の一部（千葉県消費者
購買動向調査（千葉県の商圏））

一般 7,000 再掲 6,825

次世代を担う商店街リーダーの
養成

商店街若手リーダー養成事業 一般 1,700 1,538

商店街連合組織の機能強化 商店街県連合組織機能強化事業 一般 3,000 3,000
「商業者の地域貢献に関するガ
イドライン」による取組の促進

地域貢献ガイドラインの運用 一般 457 7

合　　　　計　（Ａ） 55,357 49,649
再掲事業の計　（Ｂ） 7,000 6,825
純計　（Ａ）－（Ｂ） 48,357 42,824

取組名 予算事業名事業名 再掲会計
決算額

(単位：千円）
当初予算額

(単位：千円）

3 販路開拓に向けた支援

2

取組
番号

1 中小企業の経営力の向上

資金調達の円滑化

4

5
中小企業の事業承継とリスク
マネジメント支援

6
地域づくり・まちづくりと連
携した地域商業の活性化

海外市場取引の促進
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事業整理票（２４年度事業費一覧） 様式１－２

取組名 予算事業名事業名 再掲会計
決算額

(単位：千円）
当初予算額

(単位：千円）
取組
番号

農商工連携の促進 ちば農商工連携事業支援基金事業 0

農商工連携の促進
ちば中小企業元気づくり基金事業（新商品・新技
術・特産品開発助成）

0 再掲

農商工連携の促進
ちば中小企業元気づくり基金事業（ビジネスモデ
ル構築・事業化助成）

0 再掲

農商工連携の促進
ちば中小企業元気づくり基金事業（市場開拓助
成）

0 再掲

農商工連携の促進
ちば中小企業元気づくり基金事業（高度研究開発
助成）

0 再掲

地域個性を生かした商品づくり
の推進

ちば中小企業元気づくり基金事業（地域プロ
デュース支援事業）

0

地域個性を生かした商品づくり
の推進

ちば中小企業元気づくり基金事業（ベンチャー創
造支援事業）

0 再掲

地域個性を生かした商品づくり
の推進

ちば中小企業元気づくり基金事業（新商品・新技
術・特産品開発助成）

0 再掲

地域個性を生かした商品づくり
の推進

ちば中小企業元気づくり基金事業（ビジネスモデ
ル構築・事業化助成）

0

地域個性を生かした商品づくり
の推進

ちば中小企業元気づくり基金事業（高度研究開発
助成）

0 再掲

合　　　　計　（Ａ） 0 0
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0
合　　　　計　（Ａ） 193,692,559 162,012,599
再掲事業の計　（Ｂ） 27,404 26,579
純計　（Ａ）－（Ｂ） 193,665,155 161,986,020

一般 192,865,155 161,443,920
特別 800,000 542,100
企業 0 0
計 193,665,155 161,986,020

7

純計の内訳
（会計別）

施　　　　　策　　　　　計

農商工連携等の活用による地
域産業の振興

(注）事業費の支出がないもの（通常業務の運営費や人件費等によって実施するものは）は金額を
「－」とした。補正予算措置等により、年度途中から実施が決まった予算事業には★印を付した。
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事業整理票（２４年度事業費一覧） 様式１－２

施策 Ⅲ－２－③雇用対策の推進と産業人材の確保・育成

次の雇用へのつなぎ雇用の機会
の創出

緊急雇用創出事業（緊急雇用創出市町村補助事業
等）

一般 3,098,891 2,757,998

次の雇用へのつなぎ雇用の機会
の創出

緊急雇用創出事業 一般 2,101,639 再掲 2,114,759

合　　　　計　（Ａ） 5,200,530 4,872,757
再掲事業の計　（Ｂ） 2,101,639 2,114,759
純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,098,891 2,757,998

フリーター等の若年者に対する
就労支援

ジョブカフェちば事業 一般 146,700 142,398

フリーター等の若年者に対する
就労支援

ちば地域若者サポートステーション事業 一般 7,415 7,348

フリーター等の若年者に対する
就労支援

新卒未就職者人材育成事業 一般 756,000 1,039,393

フリーター等の若年者に対する
就労支援

ジョブカフェちば出張版事業 一般 42,745 40,588

出産・子育て等で離職した女
性・中高年離職者の就職支援

高年齢者就業機会確保事業 一般 9,100 9,100

出産・子育て等で離職した女
性・中高年離職者の就職支援

（仮称）千葉県生活・就業支援センター事業 一般 53,516 再掲 61,768

求職者に対する総合的な就業・
生活支援

要請文書による雇用促進事業 一般 500 246

求職者に対する総合的な就業・
生活支援

雇用企業開拓員事業 一般 54,000 53,997

求職者に対する総合的な就業・
生活支援

（仮称）千葉県生活・就業支援センター事業 一般 53,516 61,768

障害のある人に対する就労支援 障害者就業支援キャリアセンター事業 一般 29,200 29,168
障害のある人に対する就労支援 障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業 一般 84,258 58,182
障害のある人に対する就労支援 職場適応訓練事業 一般 257 0
障害のある人に対する就労支援 企業支援員（障害者雇用アドバイザー）事業 一般 24,090 20,959
障害のある人に対する就労支援 障害者雇用促進合同面接会事業 一般 600 486
障害のある人に対する就労支援 障害者就労促進チャレンジ事業 一般 1,760 1,760
障害のある人に対する就労支援 障害者就業体験雇用促進事業 一般 34,359 34,359
就職に結び付く効果的な職業訓 職業訓練校管理費 一般 411,028 294,817
就職に結び付く効果的な職業訓 高等技術専門校再編整備関連事業 一般 0 108
就職に結び付く効果的な職業訓 離職者等再就職訓練事業 一般 1,209,571 1,076,446
就職に結び付く効果的な職業訓 デュアルシステム訓練事業 一般 6,300 6,023
就職に結び付く効果的な職業訓 就職支援事業 一般 6,897 6,386

合　　　　計　（Ａ） 2,931,812 2,945,300
再掲事業の計　（Ｂ） 53,516 61,768
純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,878,296 2,883,532

中小企業の採用活動支援 ジョブカフェちば事業 一般 146,700 142,398
中小企業の採用活動支援 ジョブカフェちば出張版事業 一般 42,745 40,588
中小企業の人材育成支援 ちば企業人スキルアップセミナー事業 一般 7,000 5,515
中小企業の人材育成支援 ちば仕事プラザ管理費 一般 78,658 37,467
中小企業の人材育成支援 技能検定実施団体助成事業 一般 51,513 41,553
中小企業の人材育成支援 技能振興事業 一般 1,643 1,219
中小企業の人材育成支援 認定職業訓練助成事業 一般 32,608 25,263
中小企業の人材育成支援 認定職業訓練校施設整備事業 一般 4,572 4,439

中小企業の人材育成支援
ちば中小企業元気づくり基金事業（産業人材づく
り支援事業）

0 0

地域の企業等との連携によるも
のづくり若手技術者の育成

ものづくり企業連携事業 一般 4,012 1,978

合　　　　計　（Ａ） 369,451 300,420
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 369,451 300,420

ワーク・ライフ・バランスの普
及促進

企業の仕事と生活の調和推進事業 一般 1,600 543

ワーク・ライフ・バランスの普
及促進

笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス事業 0 0

労働相談の実施 労働相談事業 一般 7,883 7,405
労働相談の実施 労働関係広報事業 一般 586 545
労働相談の実施 労使関係総合調査 一般 350 279
労働相談の実施 労働災害の防止 一般 100 100
労働相談の実施 労働者福祉資金融資制度 一般 10,000 220
労働相談の実施 (社)千葉県労働者福祉協議会労働福祉事業補助金 一般 3,200 3,200

合　　　　計　（Ａ） 23,719 12,292
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 23,719 12,292
合　　　　計　（Ａ） 8,525,512 8,130,769
再掲事業の計　（Ｂ） 2,155,155 2,176,527
純計　（Ａ）－（Ｂ） 6,370,357 5,954,242

一般 6,370,357 5,954,242
特別 0 0
企業 0 0
計 6,370,357 5,954,242

事業名 予算事業名
取組
番号

会計

3
中小企業等の人材確保・育成
支援

施　　　　　策　　　　　計

取組名

2 就労支援と職業能力の開発

当初予算額
(単位：千円）

決算額
(単位：千円）

再掲

1 雇用機会の創出

4 働きやすい環境の整備

純計の内訳
（会計別）

(注）事業費の支出がないもの（通常業務の運営費や人件費等によって実施するものは）は金額を
「－」とした。補正予算措置等により、年度途中から実施が決まった予算事業には★印を付した。
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