
施策 Ⅲ－３－①女性の活躍推進

女性の活躍推進に取り組む企業の登録・公
表

「働き方改革」推進事業 一般 17,000 再掲 15,951

仕事と家庭の両立支援に取り組む企業等の
表彰

男女共同参画推進事業所表彰 一般 47 再掲 28

企業向けセミナーの開催 「働き方改革」推進事業 一般 17,000 再掲 15,951

企業へのアドバイザーの派遣 「働き方改革」推進事業 一般 17,000 再掲 15,951

幅広く悩みに対応する相談体制の充実 男女共同参画センター相談事業 一般 20,017 再掲 19,139

事業所内保育の促進 事業所内保育所整備促進事業 一般 10,000 再掲 10,000

合　　　　計　（Ａ） 81,064 77,020

再掲事業の計　（Ｂ） 81,064 77,020

純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0

中小企業振興資金事業 一般 190,000,000 再掲 126,400,000

「千葉ふるさと投資」活用支援事業 一般 3,700 再掲 2,534

ちば起業家応援事業 一般 16,700 再掲 16,700

千葉県ジョブサポートセンター事業の一部（女性チャレンジ
応援事業を除く）

一般 51,032 再掲 51,024

千葉県ジョブサポートセンター事業の一部（女性チャレンジ
応援事業）

一般 8,200 本籍 8,200

職業訓練校管理費 一般 426,183 再掲 353,341

離職者等再就職訓練事業 一般 1,433,520 再掲 718,391

合　　　　計　（Ａ） 191,939,335 127,550,190

再掲事業の計　（Ｂ） 191,931,135 127,541,990

純計　（Ａ）－（Ｂ） 8,200 8,200

女性の活躍を推進する地域協議会の設立と
産業界等と連携した取組の推進

男女共同参画推進連携会議 一般 2,818 再掲 1,569

女性の活躍推進に向けた広報・啓発
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 14,369 再掲 11,260

千葉県男女共同参画地域推進員制度の充実 千葉県男女共同参画地域推進員制度 一般 2,307 再掲 1,033

女性リーダー養成講座等の様々な自己啓発
講座の開催

男女共同参画センター学習研修事業 一般 1,221 再掲 776

男女共同参画の視点に立った教育・学習の
充実

男女共同参画センター学習研修事業 一般 1,221 再掲 776

合　　　　計　（Ａ） 21,936 15,414

再掲事業の計　（Ｂ） 21,936 15,414

純計　（Ａ）－（Ｂ） 0 0

合　　　　計　（Ａ） 192,042,335 127,642,624

再掲事業の計　（Ｂ） 192,034,135 127,634,424

純計　（Ａ）－（Ｂ） 8,200 8,200

一般 8,200 8,200

特別 0 0

企業 0 0

計 8,200 8,200

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

2 女性の起業・創業と就労の促進

3
女性の活躍に向けた意識の変革
と情報発信

女性の起業・創業支援

女性のための再就職支援

女性のための職業能力開発支援

1
女性が個性と能力を発揮できる
環境づくり

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計
当初予算額
(単位：千円）

決算（見込）額
(単位：千円）

再掲

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅲ－３－②雇用対策の推進と産業人材の育成

ジョブカフェちば事業 一般 140,415 本籍 138,389

要請文書による雇用促進事業 一般 430 384

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 1,999

離職者等再就職訓練事業 一般 1,433,520 再掲 718,391

デュアルシステム訓練事業 一般 6,757 再掲 6,070

職業訓練校管理費 一般 426,183 再掲 353,341

生活困窮者自立支援事業 一般 43,778 再掲 43,718

ちば地域若者サポートステーション事業 一般 7,605 本籍 7,573

高年齢者就業機会確保事業 一般 9,100 本籍 9,100

千葉県ジョブサポートセンター事業の一部（女性チャレンジ
応援事業を除く）

一般 51,032 本籍 51,024

障害者雇用サポート事業 一般 35,648 再掲 26,922

障害者就業支援キャリアセンター事業 一般 33,670 再掲 32,834

障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業 一般 77,665 再掲 40,050

企業支援員（障害者雇用アドバイザー）事業 一般 50,014 再掲 45,584

障害者雇用促進合同面接会事業 一般 570 再掲 533

障害者雇用促進のための「意識改革」事業 一般 3,141 再掲 3,113

中小企業振興資金事業 一般 190,000,000 再掲 126,400,000

「千葉ふるさと投資」活用支援事業 一般 3,700 再掲 2,534

ちば起業家応援事業 一般 16,700 再掲 16,700

その他
千葉県ジョブサポートセンター事業の一部（女性チャレンジ
応援事業）

一般 8,200 再掲 8,200

合　　　　計　（Ａ） 192,350,128 127,906,459

再掲事業の計　（Ｂ） 192,139,546 127,697,990

純計　（Ａ）－（Ｂ） 210,582 208,469

デュアルシステム訓練事業 一般 6,757 本籍 6,070

職業訓練校管理費 一般 426,183 本籍 353,341

離職者等再就職訓練事業 一般 1,433,520 本籍 718,391

就職支援事業 一般 16,414 14,691

ちば企業人スキルアップセミナー事業 一般 6,301 本籍 3,518

技能検定実施団体助成事業 一般 89,548 再掲 70,812

技能振興事業 一般 2,551 再掲 2,315

認定職業訓練助成事業 一般 27,254 本籍 26,026

認定職業訓練施設整備事業 一般 6,494 本籍 3,298

高等技術専門校と地域等との連携強化 職業訓練校管理費 一般 426,183 再掲 353,341

技能検定実施団体助成事業 一般 89,548 本籍 70,812

技能振興事業 一般 2,551 本籍 2,315

ちば企業人スキルアップセミナー事業 一般 6,301 再掲 3,518

合　　　　計　（Ａ） 2,539,605 1,628,448

再掲事業の計　（Ｂ） 524,583 429,986

純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,015,022 1,198,462

「働き方改革」推進事業 一般 17,000 本籍 15,951

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 2,786

仕事と家庭の両立支援に取り組む企業等の
表彰

男女共同参画推進事業所表彰 一般 47 本籍 28

事業所内保育の促進 事業所内保育所整備促進事業 一般 10,000 本籍 10,000

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 1,146 本籍 1,060

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 9,709 8,632

幅広く悩みに対応する相談体制の充実 男女共同参画センター相談事業 一般 20,017 本籍 19,139

合　　　　計　（Ａ） 61,219 57,696

再掲事業の計　（Ｂ） 0 0

純計　（Ａ）－（Ｂ） 61,219 57,696

合　　　　計　（Ａ） 194,950,952 129,592,603

再掲事業の計　（Ｂ） 192,664,129 128,127,976

純計　（Ａ）－（Ｂ） 2,286,823 1,464,627

一般 2,286,823 1,464,627

特別 0 0

企業 0 0

計 2,286,823 1,464,627

予算事業名 会計
当初予算額
(単位：千円）

正規雇用での就労を希望する若年者に対す
る支援

1
若年者・高齢者・障害のある人
等の就労の促進と起業・創業支
援

取組
番号

取組名 事業名

若年無業者等の職業的自立支援

中高年齢者の就労支援

障害のある人に対する就労・定着支援

起業家の育成・経営支援、起業家同士によ
る交流の促進

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

2
産業を支える職業能力開発と技
能振興

3
多様な働き方の実現に向けた環
境の整備

就職に結びつく効果的な職業訓練の実施

在職者への能力開発支援（人材育成支援）

ワーク・ライフ・バランスの推進

ものづくり分野等における技能の振興・継
承

決算（見込）額
(単位：千円）

再掲

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。


