
施策 Ⅲ－２－①県経済の活力を生み出す産業の育成と企業立地の促進

千葉の未来を支える成長産業育成事業 一般 14,000 12,210

健康・医療ものづくり販路開拓営業人材等育成事業 一般 ― 再掲 2,009

合　　　　計　（Ａ） 14,000 14,219
再掲事業の計　（Ｂ） 0 2,009
純計　（Ａ）－（Ｂ） 14,000 12,210

東葛テクノプラザ管理運営事業 一般 239,769 239,769
東葛テクノプラザ設備整備事業 一般 4,968 4,960
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 27,494 本籍 27,200

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 9,252 本籍 9,188

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 4,503 本籍 3,118

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 2,260 本籍 3,888

東京大学連携型起業家育成支援事業 一般 3,507 2,149
船橋新事業創出型事業施設支援事業 一般 3,197 2,856
「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 2,400 2,005

ちば新産業育成ファンド「第２号ファンド」事業 ― ―
国際アントレプレナーシップ育成促進事業 ― ―

合　　　　計　（Ａ） 297,350 295,133
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 297,350 295,133

新事業・新産業創出支援事業 一般 29,500 27,698
地域産学官共同研究拠点の整備・活用 ― ―
ちば中小企業元気づくり基金事業（高度研究開発助
成）

― ―

大学等のシーズと企業のニーズとの
マッチングの促進

東葛テクノプラザ管理運営事業 一般 152 152

かずさＤＮＡ研究所の産業支援機能
の強化

かずさＤＮＡ研究所研究促進事業 一般 1,095,000 再掲 1,095,000

合　　　　計　（Ａ） 1,124,652 1,122,850
再掲事業の計　（Ｂ） 1,095,000 1,095,000
純計　（Ａ）－（Ｂ） 29,652 27,850

地域産業実用化技術研究事業 一般 5,755 4,887
産業支援技術研究所運営費の一部 一般 68,049 64,898
産業振興センター運営事業 一般 100,319 88,919
受託研究事業 一般 8,000 12,661
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）

― ―

ちば中小企業元気づくり基金事業（高度研究開発助
成）

― ―

中小企業等技術力高度化支援研修事業（中小企業等技
術高度化支援研修）

一般 675 615

中小企業等技術力高度化支援研修事業（中小企業等支
援担当者研修）

一般 165 149

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 2,130 1,517

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 340 0

産業支援技術研究所施設設備整備事業 一般 33,158 25,676
県産業支援技術研究所の機能向上の検討 ― ―

合　　　　計　（Ａ） 218,591 199,322
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 218,591 199,322

健康・医療、環境・エネルギー等の
成長産業の育成・振興

予算事業名 会計
決算（見込）額
(単位：千円）

3
産学官・企業間連携によるイノ
ベーションの促進

当初予算額
(単位：千円）

再掲

民間団体と連携したベンチャー企業
の育成

専門人材を活用した産学官・企業間
連携の促進

2
ベンチャー企業・研究開発型企業
の支援強化

東葛テクノプラザを核としたイノ
ベーションの創出

ベンチャー企業の起業環境の充実や
育成

1 千葉の未来を支える産業の振興

取組
番号

取組名 事業名

4 ものづくり基盤技術の高度化

中小企業の技術・製品開発の支援

知的財産の活用の促進

産業支援技術研究所の機能向上

戦略的企業誘致推進事業 一般 16,300 15,533

企業誘致広報関連事業 企業 2,183 1,978
工業団地整備事業 一般 2,000 783
工業団地整備事業 特別 726,000 548,216

立地企業を促進する助成制度の拡充 立地企業補助金 一般 500,000 172,477

外資系企業誘致事業 一般 1,949 752

外資系企業賃料補助事業 一般 7,320 1,245

ちば投資サポートセンター事業 一般 6,164 5,933

小倉地先Ⅰ期送水管布設替工事外 企業 624,715 537,904
水源費負担金 企業 337,683 253,149
工業用水の安定供給 ― ―
関連施設整備等事業 一般 9,285 再掲 9,392
公的施設等用地確保事業 一般 757,261 再掲 750,094
かずさアカデミアパークの土地利用規制等の見直し促
進

― 再掲 ―

かずさアカデミアホール事業 一般 433,710 再掲 430,959
合　　　　計　（Ａ） 3,424,570 2,728,415
再掲事業の計　（Ｂ） 1,200,256 1,190,445
純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,224,314 1,537,970
合　　　　計　（Ａ） 5,079,163 4,359,939
再掲事業の計　（Ｂ） 2,295,256 2,287,454
純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,783,907 2,072,485

一般 1,093,326 731,238
特別 726,000 548,216
企業 964,581 793,031
計 2,783,907 2,072,485

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

5 戦略的企業誘致の推進

戦略的な企業誘致

市町村と共同による新たな工業団地
の整備

外資系企業の誘致

工業用水の安定供給

かずさアカデミアパーク及び周辺地
域への企業誘致

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅲ－２－②中小企業の経営基盤強化

窓口相談事業 窓口相談事業（チャレンジ企業支援センター事業） 一般 4,904 4,661

専門家派遣事業 専門家派遣事業（チャレンジ企業支援センター事業） 一般 18,727 18,142

情報提供事業
セミナー開催事業（チャレンジ企業支援センター事
業）

一般 675 598

経営革新制度の普及・啓発活動 経営革新等普及促進事業 一般 913 897
中小企業の連携強化の推進 千葉県中小企業連携強化推進事業 一般 20,000 18,602

小規模事業経営支援事業費等補助金 一般 2,210,162 再掲 2,103,255
中小企業連携組織対策事業費補助金 一般 169,188 再掲 158,628

合　　　　計　（Ａ） 2,424,569 2,304,783
再掲事業の計　（Ｂ） 2,379,350 2,261,883
純計　（Ａ）－（Ｂ） 45,219 42,900

中小企業振興資金の貸付け 中小企業振興資金事業 一般 190,000,000 145,700,000
千葉県信用保証協会に対する損失て
ん補

中小企業融資損失てん補金 一般 1,500,000 816,044

高度化事業融資 高度化事業融資 ― －
千葉県中小企業再生２号ﾌｧﾝﾄﾞによ
る事業再生支援

千葉県中小企業再生２号ﾌｧﾝﾄﾞによる事業再生支援 ― －

合　　　　計　（Ａ） 191,500,000 146,516,044
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 191,500,000 146,516,044

ものづくり認定制度による優れた製
品の顕彰

千葉県ものづくりの魅力発信事業の一部 一般 660 574

優れた技術・製品に関する情報の集
約・発信

千葉県ものづくりの魅力発信事業の一部 一般 891 285

中小企業販路開拓総合支援事業 一般 8,000 7,918
健康・医療ものづくり販路開拓営業人材等育成事業 一般 ― 再掲 2,009

新たな市場開拓への挑戦の支援 ちば中小企業元気づくり基金事業（市場開拓助成） ― －

ものづくり技術展示・商談会の開催 下請取引振興事業費補助金の一部（商談会開催事業） 一般 3,612 再掲 3,471

下請取引の振興 下請取引振興事業費補助金の一部（その他） 一般 43,388 再掲 41,823
合　　　　計　（Ａ） 56,551 56,080
再掲事業の計　（Ｂ） 47,000 47,303
純計　（Ａ）－（Ｂ） 9,551 8,777

BCPセミナーの開催
BCPセミナー開催（チャレンジ企業支援センター事
業）

一般 504 449

窓口相談事業 窓口相談事業（チャレンジ企業支援センター事業） 一般 4,904 再掲 4,661

専門家派遣事業 専門家派遣事業（チャレンジ企業支援センター事業） 一般 18,727 再掲 18,142

合　　　　計　（Ａ） 24,135 23,252
再掲事業の計　（Ｂ） 23,631 22,803
純計　（Ａ）－（Ｂ） 504 449
合　　　　計　（Ａ） 194,005,255 148,900,159
再掲事業の計　（Ｂ） 2,449,981 2,331,989
純計　（Ａ）－（Ｂ） 191,555,274 146,568,170

一般 191,555,274 146,568,170
特別 0 0
企業 0 0
計 191,555,274 146,568,170

決算（見込）額
(単位：千円）

再掲
当初予算額
(単位：千円）

施　　　　　策　　　　　計

予算事業名 会計

1 中小企業の経営力の向上

その他

取組
番号

取組名 事業名

純計の内訳
（会計別）

2 資金調達の円滑化

3 販路開拓に向けた支援

4 災害等のリスクマネジメント支援

顧客志向のマーケティング活動の支
援

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅲ－２－③地域づくり・まちづくりと連携した地域産業の活性化

地域商業機能の活性化に向けた取組
への支援

地域商業活性化事業 一般 35,000 17,074

商店街若手リーダーの育成 商店街若手リーダー養成事業 一般 1,700 1,395
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」による取組促進

地域貢献ガイドラインの運用 一般 104 0

合　　　　計　（Ａ） 39,804 21,469
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 39,804 21,469

農商工連携事業の支援 ちば農商工連携事業支援基金事業 ―
東京湾アクアライン・圏央道を活かした地域産業活性
化事業

一般 30,000 29,798

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）

― －

地域資源の活用や農商工連携の取組
を促進するためのセミナー等の実施

ちば農商工連携事業支援基金事業 ― 再掲 －

合　　　　計　（Ａ） 30,000 29,798
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 30,000 29,798

民間事業者の太陽光発電や風力発電
等の導入に係るワンストップ窓口で
の相談や情報提供

民間事業者に対するワンストップ窓口での相談や情報
提供

― －

地域主導型新エネルギー活用プロジェクト支援事業 一般 9,000 4,596

海洋再生可能エネルギー導入研究・産業創出事業 一般 1,000 723

住宅用省エネルギー設備等導入促進事業 一般 500,000 再掲 392,729

中小企業振興資金（環境保全資金）利子補給 一般 7,190 再掲 4,621

メガソーラー設置運営事業者への用地貸付 ― 再掲 －
メガソーラー・小水力発電設備設置運営事業者への用
地貸付

― 再掲 ー

合　　　　計　（Ａ） 517,190 402,669
再掲事業の計　（Ｂ） 507,190 397,350
純計　（Ａ）－（Ｂ） 10,000 5,319

商工会・商工会議所による地域経済
の活性化に向けた提案に対する支援

小規模事業経営支援事業費等補助金 一般 2,210,162 再掲 2,103,255

小規模事業経営支援事業費等補助金 一般 2,210,162 2,103,255

中小企業連携組織対策事業費補助金 一般 169,188 158,628

合　　　　計　（Ａ） 4,589,512 4,365,138
再掲事業の計　（Ｂ） 2,210,162 2,103,255
純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,379,350 2,261,883

「ちば中小企業元気戦略」推進事業 ― ー

産業情報ヘッドライン提供事業 一般 912 847

千葉県経済協議会負担金 一般 1,890 1,890
官公需施策の推進 ― ー
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）

― ー

窓口相談事業（チャレンジ企業支援センター事業） 一般 4,904 再掲 4,661

専門家派遣事業（チャレンジ企業支援センター事業） 一般 18,727 再掲 18,142

小規模事業経営支援事業費等補助金 一般 2,210,162 再掲 2,103,255

決算（見込）額
(単位：千円）

当初予算額
(単位：千円）

再掲

1 地域を支える商店街等の振興

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計

2
農商工連携や地域資源の活用によ
る地域の活性化

3
地域と連携した太陽光発電や風力
発電等の導入促進

地元企業や地域による主体的な太陽
光発電、風力発電等の活用の取組に
対する支援
市町村・県民・民間事業者などが実
施する再生可能エネルギー・省エネ
ルギー設備導入の支援
民間事業者による県有資産（土地・
施設）を活用した再生可能エネル
ギー設備の導入促進

地域資源を活用して中小企業者が行
う新商品等開発事業の支援

4
商工関係団体を通じた創業支援と
小規模事業者への支援強化

商工関係団体による地域での創業支
援などをはじめとした相談・指導に
係る支援

企業、経済団体等との連携による地
域経済の活性化と官公需施策の推進

コミュニティビジネスなど地域密着
型産業の振興

ジョブカフェちば事業 一般 136,253 再掲 132,720

ちば地域若者サポートステーション事業 一般 7,605 再掲 7,524

千葉県ジョブサポートセンター事業 一般 40,000 再掲 39,999
障害者就業支援キャリアセンター事業 一般 29,034 再掲 28,886
男女共同参画推進連携会議 一般 479 再掲 318
男女共同参画センター事業（相談事業、DV被害者自立
サポート事業以外）と男女共同参画促進事業の一部
（地域推進員）

一般 14,182 再掲 11,948

男女共同参画に積極的に取り組む民
間企業等の表彰

男女共同参画推進事業所表彰 一般 30 27

合　　　　計　（Ａ） 2,464,178 2,350,217
再掲事業の計　（Ｂ） 2,461,346 2,347,453
純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,832 2,764
合　　　　計　（Ａ） 7,640,684 7,169,291
再掲事業の計　（Ｂ） 5,178,698 4,848,058
純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,461,986 2,321,233

一般 2,461,986 2,321,233
特別 0 0
企業 0 0
計 2,461,986 2,321,233

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

5
多様な人材・組織を生かした経済
の活性化

障害のある人や女性、高齢者などに
対する就労支援

様々な主体との連携による男女共同
参画の意識の普及・啓発

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅲ－２－④雇用対策の推進と産業人材の確保・育成

ジョブカフェちば事業 一般 136,253 132,720

ジョブカフェちば事業の一部（出張版） 一般 29,447 28,568

ちば地域若者サポートステーション事業 一般 7,605 7,524

千葉県ジョブサポートセンター事業 一般 40,000 再掲 39,999
高年齢者就業機会確保事業 一般 9,100 9,100
千葉県ジョブサポートセンター事業 一般 40,000 再掲 39,999
要請文書による雇用促進事業 一般 367 309

緊急雇用創出事業（緊急雇用創出市町村補助事業等） 一般 1,042,686 431,637

若年者就労応援事業 一般 225,000 291,104
若年者就労応援事業(平成２７年度） 一般 ― 44,400
中小企業定着支援事業 一般 ― 12,200
障害者就業支援キャリアセンター事業 一般 29,034 28,886
障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業 一般 84,506 43,983
職場適応訓練事業 一般 228 0
企業支援員（障害者雇用アドバイザー）事業 一般 49,555 42,924
障害者雇用促進合同面接会事業 一般 570 499
障害者就労促進チャレンジ事業 一般 2,625 2,625
障害者就業体験雇用促進事業 一般 67,066 67,066

合　　　　計　（Ａ） 1,764,042 1,223,543
再掲事業の計　（Ｂ） 80,000 79,998
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,684,042 1,143,545

職業訓練校管理費 一般 402,520 402,520
離職者等再就職訓練事業 一般 1,228,872 757,402
デュアルシステム訓練事業 一般 6,362 6,362
就職支援事業 一般 6,671 6,330

合　　　　計　（Ａ） 1,644,425 1,172,614
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,644,425 1,172,614

中小企業の採用活動支援 ジョブカフェちば事業 一般 136,253 再掲 132,720
ジョブカフェちば事業の一部（出張版） 一般 29,447 28,568
ちば企業人スキルアップセミナー事業 一般 6,819 6,819
ちば仕事プラザ管理費 一般 16,951 15,101
技能検定実施団体助成事業 一般 31,920 24,014
技能振興事業 一般 1,722 1,298
認定職業訓練助成事業 一般 31,582 21,024
認定職業訓練施設整備事業 一般 2,046 2,026

合　　　　計　（Ａ） 256,740 231,570
再掲事業の計　（Ｂ） 136,253 132,720
純計　（Ａ）－（Ｂ） 120,487 98,850

多様な働き方普及推進事業 一般 926 810
労働災害の防止 一般 100 100

（一社）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

笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス事業 ― －
メンタルヘルス相談も含めた労働相
談の実施

労働相談事業 一般 8,242 7,608

労働分野における正しい理解を進め
るためのセミナー等の実施

労働教育講座 一般 629 597

合　　　　計　（Ａ） 13,097 12,315
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 13,097 12,315
合　　　　計　（Ａ） 3,678,304 2,640,042
再掲事業の計　（Ｂ） 216,253 212,718
純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,462,051 2,427,324

一般 3,462,051 2,427,324

決算（見込）額
(単位：千円）

再掲

意欲と能力を生かす就労支援

取組
番号

取組名 事業名

障害のある人に対する就労支援

施　　　　　策　　　　　計

2
産業を支える職業能力開発と技能
振興

就職に結びつく効果的な職業訓練

3 中小企業等の人材確保・育成支援
中小企業の人材育成支援

4 働きやすい環境の整備

ワーク・ライフ・バランスを実現
し、能力を発揮できる職場環境づく
りの普及促進

求職者に対する生活の安定、再就職
の促進等一貫した支援

当初予算額
(単位：千円）

予算事業名 会計

フリーター等の若年者に対する就労
支援

出産・子育て等で離職した女性、中
高年離職者の就職支援

1

一般 3,462,051 2,427,324
特別 0 0
企業 0 0
計 3,462,051 2,427,324

純計の内訳
（会計別）計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。


