
「次世代につなぐ輝くちばへのチャレンジ」に関連する令和２年度の主な取組一覧

部局庁 課

政策課題：千葉県を支える人づくり

06商工 産業人材課 県立高等技術専門校における職業訓練 一般 465,533

07農林 担い手支援課 農業次世代人材投資事業 一般 681,868

06商工 産業人材課 離職者等再就職訓練事業 一般 1,399,172

04健福 健康福祉指導課 千葉県留学生受入プログラム 一般 81,994

06商工 観光企画課 観光地域づくり育成支援事業 一般 40,000 再掲

07農林 担い手支援課 農業労働力対策事業 一般 22,780

02総企
06商工

政策企画課
経営支援課
雇用労働課

ＵＩＪターンによる起業・就業者創出事業 一般 76,060

06商工 雇用労働課 若者の中小企業理解のためのインターンシップ促進事業 一般 2,000

06商工 雇用労働課 県外大学との就職支援協定に基づく連携・協力 － －

06商工 雇用労働課 「働き方改革」推進事業 一般 20,000 本籍

02総企 男女共同参画課 男女共同参画推進事業所表彰 一般 47 本籍

04健福 健康福祉指導課 千葉県外国人介護人材支援センター運営事業 一般 28,362

04健福 子育て支援課 千葉県保育士処遇改善事業 一般 1,798,000

06商工 経営支援課 ちば企業家応援事業 一般 16,000

02総企 国際課 千葉県外国人総合相談事業 一般 14,062

政策課題：移動困難者を地域で支える仕組みづくり

（事業者等） 移動販売車の運行（民間事業者） － －

（事業者等） 小売事業者による配達・配食（民間事業者） － －

（事業者等） 商業施設への無償運送 － －

（事業者等） 買い物支援マップの作成・充実（民間事業者等） － －

06商工 経営支援課 千葉県地域商業活性化事業 一般 35,000

（事業者等） 鉄道やバス路線の維持確保に向けた取組（市町村、交通事業者） － －

（事業者等） 医療機関への送迎バス（医療機関等） － －

（事業者等） 移送外出支援（市町村、社協、ＮＰＯ等） － －

（事業者等） 企業等の送迎バスの有効活用（民間事業者） － －

02総企 交通計画課 広域路線バスへの赤字補てん（バス運行対策費補助） 一般 96,066 再掲

02総企 交通計画課 ノンステップバス等整備事業補助 一般 63,400

04健福 健康福祉指導課 福祉タクシー導入促進事業 一般 70,000

（事業者等） 地域のリーダー発掘や地域コミュニティ活性化（市町村、地域住民） － －

（事業者等） 見守りネットワークの維持・強化（県、市町村、民間事業者等） － －

04健福 高齢者福祉課 高齢者孤立化防止活動「ちばＳＳＫプロジェクト」事業 一般 546

04健福 高齢者福祉課 元気高齢者の活躍サポート事業 一般 10,139

（事業者等）
自動運転等の次世代技術の活用検討（市町村、交通事業者、開発メーカー
等）

－ －

（事業者等） 貨客混載等の規制緩和の活用検討（市町村、民間事業者等） － －

02総企 政策企画課 ＩＣＴ利活用の推進（ＩＣＴ等を活用した移動困難者対策の検討） － －

02総企 政策企画課 超高齢社会に対応した移動困難者対策促進・支援事業 一般 100

（事業者等）
市町村関係部署（企画・福祉・商工・交通・市民協働等）における分野を
超えた連携体制の構築と情報共有化（県、市町村）

－ －

（事業者等） 地域住民（組織・住民個人）への協力・参画の呼びかけ（市町村等） － －

（事業者等） 市町村・地域住民・関係機関等の連携体制構築と取組検討 － －

（事業者等）
まちづくり施策（ＣＣＲＣ・小さな拠点・コンパクトシティ）との連動
（市町村、事業者等）

－ －

人材育成・人材確保を支え
る社会環境づくり

交通サービスの充実 交通弱者を支える交通網整備

社会環境づくり
地域コミュニティによる支え合い
次世代技術の活用・規制緩和・イン
フラ整備

高齢者が買い物しやすい環境づくり買い物支援サービスの充実

横断的な取組の推進
市町村への情報発信
連携体制の強化・情報の共有化

魅力ある商工・サービス産業の受け
皿づくり
魅力ある農林水産業の受け皿づくり
女性・高齢者などの活躍
県内産業と人材のマッチング
働く環境の充実（働き方改革）
外国人材の受入環境の整備

再掲

受け皿づくり

担当課名

柱立て 課題名 関連する主な取組（予算事業等）名 会計
当初予算額

（単位：千円）

人づくり

商工・サービス業を担う人材への支
援
農林水産業を担う人材への支援
再就職支援
外国人材への支援

子育て・教育・介護環境の充実
地域産業への認知向上
イノベーションを生み出す環境づく
り
多文化共生社会の実現に向けた環境
づくり



部局庁 課
再掲

担当課名

柱立て 課題名 関連する主な取組（予算事業等）名 会計
当初予算額

（単位：千円）

政策課題：成田空港やアクアライン・圏央道等を活用した地域づくり

08県土

県土整備政策課
道路計画課
道路整備課
道路環境課

道路ネットワーク事業 一般 65,764,527

08県土 道路計画課 道路直轄事業負担金 一般 5,200,000

08県土 道路計画課 東京湾アクアライン料金割引事業 一般 500,000

02総企 空港地域振興課 成田空港周辺の地域づくりに向けた検討事業 一般 28,000 本籍

08県土
県土整備政策課
港湾課

港湾事業 一般 4,122,433

02総企 交通計画課 広域路線バスへの赤字補てん（バス運行対策費補助） 一般 96,066 本籍

02総企 交通計画課 持続可能な地域公共交通の確保支援事業 一般 38,500

06商工 観光企画課 バリアフリーツアー情報発信事業 一般 23,000

02総企 空港地域振興課 成田空港活用協議会負担金 一般 25,000

06商工 企業立地課 立地企業補助金 一般 815,000

08県土 市街地整備課 つくばエクスプレス沿線整備事業 特別 10,196,253

08県土 市街地整備課 金田西地区土地区画整理事業 特別 2,198,320

06商工 観光企画課 観光地域づくり育成支援事業 一般 40,000 本籍

02総企 空港地域振興課 成田空港周辺の地域づくりに向けた検討事業 一般 28,000 再掲

06商工 観光企画課 観光地魅力アップ整備事業 一般 280,000

政策課題：県民が地域に愛着を持てる魅力づくり

02総企 報道広報課 ちばの魅力発信隊事業 一般 3,214 本籍

05環境
09教育

県民生活・文化課
文化財課

東京２０２０大会の文化プログラムを契機とした文化力向上事業 一般 246,682

04健福 子育て支援課 ちば マイ スタイル ダイアリー事業 一般 17,684

05環境 県民生活・文化課 東京２０２０大会に向けたボランティアの育成・運営 一般 160,000

06商工 観光企画課 オール千葉おもてなし推進事業 一般 23,850

09教育 体育課 ちばアクアラインマラソン開催事業 一般 145,000

05環境 県民生活・文化課 「県民の日」事業 一般 74,100

09教育 生涯学習課 地域と学校の連携・協働体制構築事業 一般 180,270

05環境 県民生活・文化課 地域の様々な主体と市民活動団体との連携促進事業 一般 586

05環境 くらし安全推進課 ヤング防犯ボランティアへのパトロール資機材貸与事業 一般 519

04健福 健康福祉指導課 コミュニティソーシャルワーカー育成事業 一般 3,793

05環境 県民生活・文化課 若者の文化芸術活動育成支援事業 一般 1,200

02総企 報道広報課 ちばの魅力発信隊事業 一般 3,214 再掲

02総企 報道広報課 千葉の魅力発信推進事業（交通広告） 一般 5,000

05環境 県民生活・文化課 協働によるコミュニティづくりの普及・促進 一般 847

06商工 雇用労働課 「働き方改革」推進事業 一般 20,000 再掲

02総企 男女共同参画課 男女共同参画推進事業所表彰 一般 47 再掲

魅力共有と参画を促す
環境づくり

メディアの利活用・促進
交流の場の創出・提供
交通・情報ネットワーク環境づくり
ワーク・ライフ・バランスの推進

県民活動への参画
学習活動への参加
健康・スポーツ活動への参加
地域の行事・活動への参加
地域資源の保全・利活用への参画

参加促進・機会創出

情報発信・広報啓発
地域の魅力認知
生活利便性の認知
県政情報の認知

生活文化の創造や地域づく
り

地域コミュニティへの支援
市民活動団体への支援
自主防犯団体等への支援
地域リーダー人材の育成
伝統・文化の担い手の育成
住民参加型のまちづくり

人とモノの流れの加速
地域づくり
情報発信・環境づくり

ネットワークを活用した地
域づくり

人とモノの流れの基盤づく
り

道路ネットワーク
空港・港湾
交通機関


