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第１ 基本方針

県内経済は、その基盤である中小企業の減少、ＩＴ化、グローバル化による国内

外の競争激化及び地域間の格差などの大きな構造変化に直面しています。また、最

近は、原油や原材料価格の高騰に伴う収益の圧迫や消費の低迷による売上の減少な

ど、一層厳しい経営環境に直面しています。

このため、県では、「千葉県中小企業の振興に関する条例」の基本方針である

「ちば中小企業元気戦略」に基づいて、多くの中小企業が厳しい経営環境に果敢に

挑戦することができるような支援を展開するとともに、「千葉新産業振興戦略」に

従い、本県の地域特性及び産業集積を生かしながら、国際競争力のある産業集積の

強化にも取り組んでいます。

平成 20 年度は、「時代の潮流に対応した新たな中小企業活性化」を実現するため、

中小企業の成長段階に応じた継続的な支援を進めながら、中小企業から中堅企業へ

の育成に取り組むとともに、サービス産業を始めとする県内中小企業の生産性の

向上を支援します。

これに加え、ものづくり、バイオテクノロジー及び素材・環境・新エネルギーと

いった本県経済のリード役となる産業の国際競争力の強化及び企業誘致を戦略的に

進め、産業集積を更に促します。

併せて、「中小企業の活性化と地域の活性化の好循環の実現」を目指し、魅力ある

地域資源を活用した新たな事業の取組を支援するとともに、商業者の地域貢献や地

域の関係者の連携・協働を促進するために策定した「商業者の地域貢献に関するガ

イドライン」の運用を通じて、まちづくりと一体となった商店街の活性化を図りま

す。

また、産業としての観光を確かなものとするため、平成 20 年 3 月に施行した「千

葉県観光立県の推進に関する条例」に基づく基本計画を策定し、引き続き、観光立

県千葉の実現に向けた各種観光施策を展開します。

このような施策を通じて、元気な中小企業が数多く生み出され、県内経済の更な

る発展が図られるよう取り組んでいきます。
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第２ 中小企業支援事業の実施体制

１ 千葉県の実施体制

県は、国との適切な役割分担の下、地域経済及び地域産業の実情に応じた特色

ある事業の効率的・効果的な実施に努めるとともに、県内 6 箇所の地域力連携拠

点に加え地域に密着した身近な相談機関である商工会・商工会議所と、より高度・

専門的な支援を行う総合的な支援機関である(財)千葉県産業振興センターとの役

割分担を踏まえ、他の中小企業支援機関との積極的な連携を図り、中小企業者が

抱える多様な経営課題の解決を支援するとともに、厳しい経営環境に果敢に挑戦

する中小企業を支援します。

２ 千葉県中小企業支援センターの実施体制

千葉県中小企業支援センターは、本県の中小企業支援のための中核的機関であ

り、中小企業者の利便性に配慮しつつ、中小企業支援関係機関との密接な連携に

より経営の診断、助言、相談及び情報提供等、中小企業者のニーズにきめ細かく

対応した各種支援をワンストップで提供します。

（１）千葉県中小企業支援センターの指定

本県では、中小企業支援法第 7 条第 2 項の事業（特定支援事業）を行わせる

機関として、同条第 1 項の規定により平成 12 年 5 月 11 日に (財)千葉県産業

振興センターを指定したところであり、平成 20 年度においても、同センターを

中小企業に対する本県の中核的な支援機関と位置付け、同センター内の「創業・

経営革新センター」を中心に、中小企業に対する支援を総合的に実施します。

名 称：財団法人 千葉県産業振興センター

所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目６番地

事業概要：中小企業支援法に基づく特定支援事業、地域新事業創出支援事業、

設備資金貸付事業、設備貸与事業、東葛テクノプラザ管理運営事

業等

（２）チーフプロジェクトマネージャー及びプロジェクトマネージャーの配置

千葉県中小企業支援センターが行う中小企業支援事業と中小企業に関する

施策との一体的な運用を図り効果的かつ効率的に事業を実施するためチーフ

プロジェクトマネージャー1 名を、また、窓口相談や専門家派遣等に対応するた

め、経営、技術、ＩＴの専門的な知識を有するプロジェクトマネージャー３名

を当該センターに配置します。

（３）事業可能性評価委員会の設置

千葉県中小企業支援センターに事業可能性評価委員会を設置し、中小企業者

や創業者の求めに応じて、中小企業支援事業に関する多様な審査・評価機能を

果たすほか、中小企業支援事業の実施に関する評価を行います。

当該委員会は、チーフプロジェクトマネージャー等のほか、創業経験を有す

る経営者など経営・技術等の豊富な知識及び経験を有する者を委員としていま

す。
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３ 中小企業関係団体の実施体制

（１）商工会・商工会議所

中小企業、小規模事業者の経営改善の促進を図るため、商工会、商工会議所及び

県商工会連合会は、中小企業の身近な支援機関として、経営・税務・金融・記帳な

ど従来からの相談・指導事業を行うとともに、社会経済環境の変化に柔軟に対応し

た中小企業の経営力強化の支援を行います。

（２）千葉県中小企業団体中央会

千葉県中小企業団体中央会は、組合の設立・運営等の指導を行い、中小企業の連

携組織化を推進します。さらに組合等と関係団体との連携を強化し、異業種交流の

促進や新連携・経営革新への支援、多様化するニーズに合わせた創業支援等を行い

ます。

第３ 中小企業支援事業の概要

※金額は平成 20 年度当初予算、（ ）内は平成 19 年度当初予算

１ 中小企業の経営の革新及び創業の促進

（１）経営革新支援事業

① 経営革新企業の掘り起こし

ア 商工会・商工会議所、地域力連携拠点等との連携

中小企業にとって最も身近な相談機関である商工会・商工会議所や国が

20 年度から全国に設置する地域力連携拠点（経営力向上・事業承継等先進

的支援体制構築事業）として選定された機関との連携を強化し、経営革新制

度の普及・啓発、経営革新に取り組む中小企業の掘り起こしに努めます。

イ 経営革新セミナーの開催（中小企業支援センター事業の一部）

経営の向上を図る上で有効な手段である経営革新制度（中小企業新事業

活動促進法）の理解と取組の促進を図るため、商工会・商工会議所等と連携

してセミナーを開催します。

・開催回数 3 回

② 事業計画作成支援

専門家派遣事業（中小企業支援センター事業の一部）

窓口相談では対応できない事業の現状と課題の分析、技術、資金、市場

性、販売計画などの課題の整理及び事業計画づくりなどを支援するため、3

日まで低額で専門家を派遣します。

③ フォローアップ（課題抽出）

経営革新フォローアップ調査事業

承認された経営革新計画に基づく事業を行う中小企業者に対して、その

経営の向上の状況を把握するための調査を行うとともに、経営革新計画の達

成に必要な指導及び助言を行います。調査については、地元商工会・商工会

議所と連携して実施します。

④ 普及・啓発、知名度の向上

ア 経営革新優秀企業表彰制度「チャレンジ企業大賞ちば」15 千円（30 千円）

経営革新計画の推進により、顕著な「経営の向上」を達成した中小企業



６

に対し、経営革新推進の優秀企業として表彰することにより、経営革新計画

の周知と取組を促進します。

・最優秀企業賞 1 社、優秀企業賞 2 社

イ 経営革新企業交流事業「ふさの国！チャレンジ企業交流会」

1,450 千円（1,450 千円）

経営革新承認企業のプレゼンテーションや情報交換・相互交流を通じて

新たな企業連携、需要の開拓、事業拡大の機会を提供します。

・年 2 回開催

（２）創業支援事業

創業を目指す意欲的な起業家に対する支援として、創業する上で必要となる

実践的な知識やノウハウを提供する創業セミナーの開催、創業における課題を

解決するための専門家の派遣、インキュベーションマネージャーの設置による

インキュベーション施設入居企業の成長支援など、創業前から創業後のフォロ

ーアップまで継続的に支援します。

（３）地域資源活用支援

地域資源ブランド化の総合的推進 8,950 千円（25,000 千円）

県内の魅力ある地域資源を活かした製品について、消費者・流通事業者側の

視点に立って潜在的な価値を発掘・評価し、加工・改良等により付加価値を高

めるとともに、プロモーション等を集中的・戦略的に行うことによって、全国

ブランド化を早期に実現し、もって県産品の販売向上を図ります。

・地域産業資源の調査を実施し、専門家による改善策等の提案

・ブランド化に向けた製品のブラッシュアップ

・マーケティング戦略に基づく製品のプロモーション

（４）農商工連携

各地域産業の核である中小企業と農林水産漁業者が有機的に連携（農商工連

携）し、それぞれの経営資源（中小企業の技術（加工、製造及び保存）及び農

林水産業者の生産技術・ノウハウ）を有効に活用した事業活動を促進するため

に必要な支援を行います。

（５）その他の経営の革新や新事業展開への支援

地域中小企業応援ファンド・ちば中小企業元気づくり基金事業との連携

平成 20 年度中に造成を予定している地域中小企業応援ファンド・ちば中小

企業元気づくり基金事業との連携を図り、新商品・新技術・特産品等の開発や

販路市場開拓など、中小企業の新事業展開等を支援します。

２ 経営基盤の強化支援

（１）中小企業支援センター事業 123,762 千円（128,112 千円）

千葉県中小企業支援センターでは、中小企業支援法第７条第２項に規定する

特定支援事業を中心として、以下の事業を実施します。

① 窓口相談事業

中小企業者及び創業予定者からの経営向上の問題等に関する各種の相談に

対して、中小企業支援センター職員に加えて、公認会計士、弁理士、中小企



７

業診断士、弁護士等各分野の民間専門家が相談に応じます。

② 専門家派遣事業

中小企業者や創業予定者が抱える種々の経営課題の解決や技術力の向上等

を支援するため、あらかじめ登録した民間の専門家を派遣して経営、技術、

人材、情報化等に関する診断・助言を行います。

③ 支援体制整備事業

ア プロジェクトマネージャー等支援人材充実強化事業

特定支援事業を管理するチーフプロジェクトマネージャー1 名及び

プロジェクトマネージャー3 名を配置します。

イ 事業可能性評価委員会運営事業

事業可能性評価委員会において、創造的な事業活動を行う中小企業者等

からの要請に応じて、下記の審査・評価等を行います。

・新規事業計画の有望性や先進性、独自性等事業の可能性に関する評価

・専門家派遣事業に係る採択審査、事後評価

・その他中小企業支援事業を実施するに当たり必要となる審査及び評価

ウ 支援体制整備情報化事業

基幹ネットワークを活用し、インターネットを通じてホームページによ

る情報発信や、データベース、各種コンテンツによる情報提供を行います。

エ 支援担当者能力開発事業

中小企業支援センター職員が外部の研修等に参加し、先進知識、技術を

習得することにより、より一層効果的な支援を行います。

④ 情報提供事業

中小企業者が抱える課題の解決や経営の向上を図るため、経営革新セミナ

ー、創業セミナー、事業承継セミナー及びＢＣＰセミナーを開催します。

（２）小規模事業者支援事業

① 経営改善普及事業 2,433,537 千円（2,494,479 千円）

小規模事業者に対し、経営上必要な金融、税務、労働、取引、税務等あら

ゆる分野にわたるきめ細かな支援、相談を実施するため、商工会等に経営指導

員等を配置し、経営改善普及事業を実施します。また、県の施策に則り、地域

の実情を踏まえた自主的な経営力強化、地域経済活性化の取り組みについても

支援していきます。

② 小規模企業者等設備資金貸付・設備貸与事業

1,200,000 千円（1,200,000 千円）

小規模企業の経営基盤の強化と創業の促進のために、設備資金貸付事業及

び設備貸与事業を実施します。

③ 商工会・商工会議所との連携強化

（財）千葉県産業振興センター及び県との協議・情報交換の場を設け相互

理解を図り、また、関連業務において常に連携・協力することにより、それ

ぞれの事業を効率的かつ効果的に実施するとともに、小規模事業者に対する

支援の相乗効果の向上を図ります。さらに、商工会・商工会議所の経営指導

員の資質の向上を支援し、小規模企業に対する支援体制の充実を図ります。
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④ 地域力連携拠点との連携

地域力連携拠点（経営力向上・事業承継等先進的支援体制構築事業）とし

て選定された機関（商工会・商工会議所等）との連携を図り、小規模企業の

経営力の向上などを支援します。

（３）中小企業連携組織対策事業 179,913 千円（198,182 千円）

中小企業における連携を促進するとともに、組合等の連携組織を活用した

中小企業者の支援を図るため、千葉県中小企業団体中央会に指導員等を配置し、

各種事業を実施します｡

３ ものづくりの振興、製品開発・技術力の強化支援

（１）千葉ものづくり認定事業 1,040 千円（1,500 千円）

県内の中小企業が有する優れた製品や独創的な製品を「千葉ものづくり認定

製品」として認定し、広く情報発信するほか、トライアル発注等を通じた販路

計画の支援を行います。

・公募回数 2 回

（２）千葉ものづくり認定製品のトライアル発注事業 10,000 千円（20,000 千円）

「千葉ものづくり認定製品」のうち、県の機関で活用できるものを試験的に

導入し、利用者の立場から評価し、ＰＲすることで、県内中小企業の販路開拓

を支援します。

・県発注可能品目の選定及び試験的購入

・試験的に購入した「千葉ものづくり認定製品」の機能性、有用性の評価及び

その公表

（３）産業支援技術研究所による技術支援

① 技術相談、依頼試験等による技術支援

県内中小企業の技術の向上を図るため、研究開発における技術的課題に対する

相談・支援や依頼に応じた品質検査や試験データの収集・分析等の依頼試験を行 
います。

② 受託研究事業 1,404 千円（1,080 千円）

経営資源の不足等による技術的課題を抱える中小企業の研究開発を促進するた

め、研究業務を受託し研究所が有する技術や測定機器、評価設備等の研究資源を

活用して技術的課題の解決や新製品開発を支援します。

③ ものづくり技術高度化支援研修事業 1,600 千円（1,918 千円）

ものづくり現場における技術の高度化を支援するため、産業支援技術研究

所が、企業の中堅・若手職員を対象とした高度な技術研修を実施します。

（４）ものづくり産業のネットワーク化

千葉県ものづくりネットワーク構築事業 1,280 千円（2,800 千円）

県内のものづくり産業のセールスポイントを分野毎に調査・整理し、ネットワ

ークとして構築・運用することにより本県ものづくり産業の保有する技術力を積 
極的に PR します。これによって新たな連携や企業間の摺り合わせの連鎖を進め、 
集積力を活かして研究開発、技術連携、技術向上、販路開拓等のニーズに対応し

ます。
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４ 商店街の振興支援

（１） 商店街振興組合指導事業 1,450 千円（2,000 千円）

千葉県商店街振興組合連合会が商店街振興組合等に対して行う指導事業等に

対して助成します。

（２）中心市街地活性化協議会等設立支援事業 1,400 千円（5,000 千円）

地域活性化の推進体制づくりを図るため、商工会・商工会議所等が、地域の

まちづくりに関する団体や住民等と連携して行う「まちづくり協議会」や「中

心市街地活性化協議会」等の設立に向けた取組を支援します。

（３）元気商店街創出事業 4,000 千円（6,000 千円）

国等の支援策を活用するための前段階として、まちづくり協議会等が、中小

企業診断士等の専門アドバイザーによる集中支援を受け、地域内の合意を形成

しながら活性化の実行計画を策定する取組に対して助成します。

（４）みんなでつくる商店街モデル事業 11,300 千円（21,000 千円）

先進的な取組を引き出すため、商店街と地域団体や大学などが連携・協働し

て行う地域資源を活用するなど特色・魅力ある活性化のアイデアを公募し、事

業効果が高いと認められるアイデアを商店街再生のモデル事業として、その実

現化を支援します。

（５）地域と共に生きる商店街支援事業 22,000 千円(22,500 千円)

商店街の活性化を図るため、商工会・商工会議所、商店街等が連携し、商店

街活性化計画の策定、商店街活性化に資するソフト事業又は施設整備事業を実

施する場合に支援します。

（６）商店街若手リーダー養成事業（ふさの国商い未来塾・商い倶楽部）

1,600 千円(2,180 千円)

次代の商店街を担う先見性・リーダーシップ等を持った商店街リーダーを育

成するため、若手商業者等を対象とした講座を実施するとともに、商店街相互

の交流・ネットワークづくりを促進します。

（７）商店街アドバイザー派遣事業 915 千円(915 千円)

商店街の要請に応じて専門的知識を有するアドバイザー（中小企業診断士等）

を派遣し、商店街組織の運営や商店街振興計画に関する指導を行います。

（８）地域貢献ガイドラインの周知・運用 415 千円(1,180 千円)

地域の活性化に向けて、大型店、商店街の地域貢献や協働の取組を促進する

ために策定した、「商業者の地域貢献に関するガイドライン」の周知・普及に

努め、地域の関係者の自主的な取組を促進します。

ガイドラインでは、大型店、チェーン店、商店街から任意に提出された地域

貢献計画書等を公表する仕組みを設け、また、商業者だけでなく地域の関係者

が一堂に会し、地域の活性化やまちづくりについて話し合う「協議の場」づく

りを提案しています。

このほか、地域経済に大きな影響を有する大手小売業の本社と県との間で、

地域振興・地域貢献に関する包括協定の締結を進め、企業の地域貢献を促して

いきます。
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５ 中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化

（１）経営安定特別相談事業 ※事業費は前掲経営改善普及事業費に含む。

経営の危機に直面した中小企業の円滑な問題解決を図るため、千葉県商工

会連合会及び主要商工会議所に「経営安定特別相談室」を設置し、中小企業

者からの相談に応じます。

（２）下請取引振興事業 56,957 千円（58,884 千円）

下請中小企業の取引拡大と受注量確保を図るため、発注企業を中心とした

商談会の開催、下請取引斡旋支援システムやインターネットを活用した効果

的な斡旋ならびに受発注企業情報を提供します。

（３）ニューマーケット開拓支援事業 9,754 千円（10,627 千円）

新たな販売先の開拓や、顧客ニーズを自社の製品や技術に反映したいと考

える県内の中小企業及びベンチャー企業を対象に、市場に精通したＮＰＯ法

人等を活用し、市場ニーズの把握や商品企画力、販路開拓等について支援し

ます。

（４）ビジネスマッチング商談会開催事業 1,990 千円（6,692 千円）

県内中小・ベンチャー企業、下請け中小企業の営業・販売や受発注取引を

促進するため、県内中小企業の製品・技術を県内外の商社、メーカー及び発

注企業に広く紹介する商談会を開催し、新たな取引ネットワーク形成の促進

を図ります。

（５）サービス産業の生産性向上

① サービス産業の生産性向上への取り組み支援

サービス産業生産性向上モデル事業 4,800 千円（新規）

製造管理ノウハウやＩＴの導入など、サービス産業に属する中小企業の生

産性向上への取組をモデル事業として支援し、その成果を広く県内中小企業

に普及・啓発します。

・補助対象者 サービス産業に属する中小企業者・中小企業の業界団体

・補 助 率 事業費の 3 分の 2 以内

・補助限度額 1,000 千円

② サービス業ＩＴ活用普及啓発事業

中小サービス業のためのＩＴ活用イノベーションセミナー

302 千円(新規)

中小サービス業の生産性の向上を図る上で有効な手段となるＩＴ活用につ

いて、その必要性を啓発するとともに、成功事例を紹介するセミナーを商工

会議所等と協力して開催します。

・開催回数 1 回（100 名）

（６）ＩＴ利活用の支援

① ＡＳＰ普及啓発事業 406 千円（新規）

中小企業の生産性の向上には、ＩＴ投資の選択と集中が必要であり、費用

が少なく高度なＩＴ活用能力を必要としないＡＳＰについて啓発するととも

に、導入事例を紹介するセミナーを商工会議所等と協力して開催します。ま

た、専門家による個別相談会を併せて実施し、ＡＳＰ活用の実効性をもった
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推進を図ります。

・開催回数 3 回（各 30 名）

② ビジネスチャンス拡大講習会 957 千円（1,829 千円）

技術の進展が著しいインターネットの活用手法や自社の経営・サイト運営

に結びつく様々なＷｅｂマーケティングの手法などの研修会を開催し、中小

企業のホームページ有効活用によるビジネスチャンス（新規顧客獲得）拡大

を支援します。

・開催回数 ＰＣサイト対象 1 回（20 名）、携帯サイト対象 2 回（各 20 名）

（７）事業承継の円滑化

① 円滑な事業承継への取り組みの普及啓発

事業承継セミナー （再掲）

中小企業経営者の高齢化が進む中、地域経済の活性化や雇用の場の確保を図

る上で、円滑な事業承継が重要な課題となっており、中小企業基盤整備機構

（事業承継コーディネーター）、商工会・商工会議所、金融機関などと連携し、

中小企業者の計画的な取組を促進するための事業承継セミナーを開催します。

・開催回数 3 回

② 個別相談

千葉県中小企業支援センターの窓口相談、専門家派遣 （再掲）

事業承継には、株式・財産等の分配、個人保証・担保の処理、株式の分散

を防止するための会社法の活用など、税制や法律等の専門的な知識が必要で

あり、窓口相談や税理士等の専門家の派遣により円滑な事業承継を支援しま

す。

③ 「事業承継支援センター」との連携

事業承継支援センター（あらゆる事業承継のニーズに対応したワンストッ

プサービスを行うため国が 20 年度から全国に設置するもの）と（財）千葉県

産業振興センター、商工会・商工会議所等との連携を促進し、県内中小企業

の事業承継の円滑化を図ります。

６ 中小企業の海外展開支援事業 9,689 千円（8,811 千円）

海外取引の展開・拡大を希望する企業を紹介するデータベースとして、「ビジネ

ス交流ボータルサイト」を運用するなど、県内企業と海外企業とのビジネスマッチ

ングを図るとともに、実現の可能性が高い海外事業に対するプランづくり、市場調

査、契約書作成等の実務支援などをＮＰＯ法人等と連携して取組みます。

また、国や各種機関と連携しながら、県内企業に対する、東アジア等をターゲッ

トにした、見本市出展などの海外展開も支援します。

・ビジネス交流ポータルサイトの運用 登録企業数 316 社

・国際ビジネス支援 14 件

・海外見本市・商談会の出店支援 2 回

７ ちば中小企業元気づくり基金事業 7,400,000 千円（新規）

地域の中小企業を応援するファンドを創設し、地域の知恵と工夫を活かしつつ、
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地域中小企業の成長段階に応じた新事業創出を支援します。

基金により予定している事業

・ちば中小企業元気づくり助成事業

地域の資源を活用した新製品、新技術、特産品などの開発を助成します。

・地域プロデュース支援事業

中小企業と地域が一体となって取り組む地域ブランドの発掘や商品化などの

計画づくりとその実施に対して助成します。

・新事業展開集中サポート事業

専門家チームの集中的かつ継続的な派遣により中小企業の新事業展開を支

援します。

・産業人材づくり支援事業

中小企業者等の経営革新や技術革新等図るために実施される研修経費を助成

します。

・ベンチャー創業支援事業

豊富な経験を有する企業退職者等の高年齢者や女性、学生、創業者等が持つ

先進的なアイデアや研究開発等を助成します。

・助成対象者へのハンズオン支援等（専門家派遣）

助成対象者へ専門的なアドバイスをするなどのハンズオン型の支援を行いま

す。

８ 地域産業ネットワークの形成促進

地域特性や既存産業集積を活かし戦略的に産業振興・企業誘致をおこなうため、

「千葉新産業振興戦略」において重点的に推進していくことが求められている「も

のづくり産業」「ＩＴ･エレクトロニクス産業」「バイオ･ライフサイエンス」「グリー

ンケミストリー」｢物流｣｢食品産業｣｢集客交流産業｣の 7 分野ごとにネットワーク形

成の充実を促進します。

９ 観光産業の育成支援

観光人材育成支援事業 8,978 千円（11,072 千円）

地域の観光地づくりを担うリーダーや観光産業の創業・経営革新を目指す方など

を対象とした各種講座等を開催します。

・ふさの国観光みらい塾（7 日間コース 1 回開催）

地域の観光地づくりを担うリーダー育成講座

・おもてなしリーダー養成（4 地域 12 回開催）

観光関連企業経営者、従業員を対象とした講習会

・観光立県セミナー（2 日間コース 4 地域で開催）

観光学講座を有する大学を活用した理論及び実践型講座


